
平成2６年度　学校自己評価

重点
目標

達成指標 重点的取り組み 学校関係者評価(８月)

①

研 修 ・ 視
察・互 見授
業等を 通し
て授業 力・
指導力 の向
上、わ かる
授業の 創造
を図る。

〇「目標の明示」「板書の構造化を基盤に工夫した展開」「まと
め」の徹底に取り組む
○１人１回は公開授業を実施し「みとり」「ジャンプ課題」を工夫
する。
〇先進地視察とその還流報告に取り組む。

□　月末水曜日に全体研修を実施。学年部はその月の成果と課題
　　をチェックリストで分析。結果を全体で評価・改善を行う。

教務・
研究

・４／２５養護教諭　献立委員会還流報告
・５／２１教頭　情報化推進リーダー研修の要旨報告。
・５／２２スイッチ一つで機器利用できる環境を整備。
・５／２６情報機器を利用した授業開始。数学で６回。６月
２日他教科より参観　２名。
・６／２～６Ｂ－Ｗｅｅｋ期間内に全員が終了。
・６／１８提案授業（理科）ＩＣＴ活用と学びあい。
・６／１８教頭リーダーシップ研修の要旨報告。
・６／２０中津教育事務所長の講演要旨報告
・８／７県教頭会研修会要旨報告
・８／２０人権教育講演会要旨報告

〇一人ひとりに応じて学力向上
支援や教育相談を行っている先
生方に感謝している。

・１０／　２音楽科レシピ授業→事後研。
・１０／２０美術科レシピ授業。
・１０／２３社会科レシピ授業。　　　１１／１２事後
研
・１１／　６数学科レシピ授業。
・１１／　５授業見直し意見交換。
・１１／１２個の見取り情報交換。
・１１／１２「授業の約束」確認。

・１／１４　「耶學のすすめ」改訂提案。
・１／２２　国語科レシピ授業。
・２／１８　英語科校内研究検証授業。

②

個 に 関 わ
り、つ まず
きの早 期発
見と補 充指
導・家 庭学
習の充 実を

○耶學Ⅰ、耶學Ⅱのそれぞれの目的に応じた課題選択と準備を徹底
し、スムーズな導入・実施を図る。
○分析を基に教科毎支援が必要な生徒の理解進捗をみとり、必要に
応じ個人指導をする。
○９月「耶學のすすめ」指導後にアンケートを実施、一人ひとりが
どう工夫しようとしているか把握し、実行に向け支援する。
○スキルアップタイムを導入。
〇学びのすすめ塾（長期休業中）学びの英検塾（５級・４級・３
級）に全生徒を参加させる。

教務・
研究

・技術を除く全教科で、4月冒頭の授業で「耶學のすすめ」を
活用し学習方法について指導。３年部は家庭訪問に持参、取
り組みと活用を説明。
・４月末より機会を捉え、チャレンジノートよい使い方を見
せる、通信で紹介する等活用の仕方を啓発（１年生）。
・５月「耶學のススメ」指導はできず。
・５／１９～２６中間テストに向けキャンペーンを実施。
・６／１８～２７期末テストに向けキャンペーンを実施。テ
スト範囲調べ連動実施。学習時間増加を確認。

〇耶學ⅠⅡを充実した取組にし
てほしい。学年毎も工夫も必要
ではないか
〇自学ノートは内容と継続が必
要。
〇補充授業は時間的にも先生の
負担になるが、生徒を少しでも
伸ばせてほしい。

・９／３　全教員参加で耶學Ⅰ開始。
・「耶學のすすめ」学級指導。
　９／２２　３年、２４　　１・２年。
・１０／　１耶學Ⅱ開始。
・１１／１２英検塾（全１年５級）開始。
・１１／１２　１０月の見取り情報交換

・１／　５　（～７）学びのススメ塾に１・２年生全員
が参加。
・１／１３　市学力調査に向けた取組開始。(耶學Ⅱ、
スキルアップタイム）
・１／２３　英語検定。
・２／１８　学びの英検塾４級開始　２年生全員参加。

担当
分掌

１学期の具体的取組 ２学期の具体的取組 ３学期の具体的取組

（１）

○１月の市の定着テストで１．２年
生は市の平均を全教科上回る。
○３年生の講座平均点を夏以降、１
４４点を上回る。
○３年生の全員の進路を確実に確
定させる。
○アンケートにおいて、
・生徒「授業はわかりやすい」

取組指標(９月改訂)

７４．３％ 習の充 実を
図る。

□　月末水曜日に全体研修を実施。学年部はその月の成果と課題
　　をチェックリストで分析。結果を全体で評価・改善を行う。

③

学校図 書館
活動を 推進
し、読 書活
動を充 実さ
せる。

○月１回、学年毎に図書館を活用する時間を設定。本に触れる機会
を増やし、借りやすい環境をつくる。１人２０冊以上は本を借りて
読書をさせる。
○図書館担当と学校図書館司書で図書館便りを月1回発行する。

□　月末水曜日に全体研修を実施。学年部はその月の成果と課題
　　をチェックリストで分析。結果を全体で評価・改善を行う。

図書
館・
生徒会
図書

・４月貸し出し数６１冊、利用者５８人。
・４／２２、２８、５／２　理科　校庭の植物調べで図書室
の図鑑を活用。
・５月貸し出し数９３冊、利用者数９０人。
・６／１６～２０１学期読書週間。通信で事前周知と啓発。
・６月貸し出し数１０４冊、利用者数２５９人。
・７月貸し出し数５１冊、利用者数８７人。

〇読書好きの生徒にするため環
境整備も含んだ取組をしてほし
い
〇「年間1万ページの読書を」と
いう取組もいいのでは？
〇本に興味を持つ取組が必要。
一方的に読めといわれても、習
慣のない子にはできない。
〇本を読んだり触れあわせるの

・９／２６　　全学年図書館利用
・１０／１７　１年生図書館活用。
・１０／２１　全学年図書館利用。
・９月貸出６７冊利用者１２２人。
・１０月貸出３３冊利用者１１２人。
・１１月貸出５１冊利用者１０５人　３年が３１冊。

・１／２６　図書館便り発行。
・１月貸出数　　７。利用者数　　７３人。
・２／２７　図書館便り発行。
・２月貸出数　４０。利用者数　１０５人。

④

体験や 学ん
だこと を効
果的に 発表
させる。

〇生徒会活動や学年行事での体験活動を行ったときに新聞作成等文
字で表現させ、発表会を持たせる。

研究

・５／１９宿泊研修の成果を新聞作成で発表。
・６／３ １年生全員がセイフティ教室の感想等をカードにま
とめて台紙に貼り礼状とする。
・６／５ 生徒会　保護者と全校生徒が路線バス運転手さんへ
感謝カードを書き台紙に添付、代表が営業所に持参。

・体育大会練習期間　実行委員会報、生徒会報発行
・音楽会ポスター（１年）、プログラム（２年）作成

⑤

進路指 導・
キャリ ア教
育の系 統的
な実践 と充
実を図る。

〇職場訪問、職場体験、高校訪問等の系統的キャリア教育を充実さ
せ、体験したことを効果的に発表させ、自信を持たせる。

進路指
導総合
的な学
習

・５／２６　各自の希望高校を訪問　事前にネットを活用し
情報収集。成果を冊子にまとめる。読みあう時間を確保。

〇職場体験での生徒の様子がと
ても立派だった。

（１）
自己実現
を図るた
めの確か
な学力の
向上

　
「わからないが言える」９０％以上

　

　「授業で自分の思いを伝えること
がで
　　　きた」８０％以上

・保護者
　　　「授業はわかりやすい」９０％
以上

７０．９％

７４．３％

６０．８％

５８．６％

⑥

道徳、 人権
教育の 日常
的実践 を基
盤に好 まし
い人間 関係
を構築 し、
居心地 のい
い学級 をつ
くる。

〇県立支援学校経験職員を講師に特別支援教育研修を２回実施す
る。
〇３学期にＱＵ検査と分析検討会、１１月に教育相談を行う。

人権教
育
研究
生徒会

・５／８～３０教育相談(家庭訪問の結果、いじめ等）
・５／３０ＱＵ検査と生活実態アンケートを実施。
・７／１８特別支援学校経験教諭による特別支援教育研修。

〇ネットに関する外部講師招聘
などに取り組んだらどうか。

・１０／１０道徳２４項目進捗調査。
・１１／２６　外部人材による道徳授業

・１／３０　ＱＵ検査実施。
・２／　４　弁護士による「いじめ予防の授業（道
徳）」（全校生徒対象）
・３／１１　ＱＵ分析全体会

⑦

コ ミ ュ ニ
ケーシ ョン
能力を 高め
発表す る力
をつける。

○コミュニケーション能力が求められている背景を教師の体験を踏
まえながら学級指導・学年通信等で紹介し、スキルだけではなく目
的の意識化を図る。
○挨拶・ソーシャルスキル・話し方の日常的な指導を進める。(教
材提示）
○１１／２５予定のマナー講座では事前指導、事後は講座を活用し
ての面接指導に取り組む。

総合的
な学習

・５／２２　高校訪問を前に、あいさつの仕方、受け答え等
訪問のマナーについて事前指導。
・５／２８校長　職員会議で道徳を基盤にしたマナーアップ
指導を指示。
・６／３０　1・2年生対象に外部講師によるマナー講座。

〇各種端末利用で対面の会話が
減少している。コミュニケー
ション能力向上の取組は効果的
に継続していくべき。

・１０／２～１４外国人生徒の体験受け入れ。生徒が積
極的に関わった。
・修学旅行で外国の人とコミュニケーションを図る。

⑧
清掃活 動に
取り組 ませ
る。

○水曜日を除き、教師数の縦割り班で「掃除の仕方」を指導する。
水曜日は「学級毎に掃除をする日」とし、学級で工夫して取り組
む。
○始めと終了チャイムに合わせた挨拶を徹底する。
○チェック用紙「明日の重点の項目」を班長に記入させ、翌日はじ
めの挨拶時に確認させる。

清掃担
当・生
徒会

・４／２２　班編制顔合わせ、新方式での清掃活動開始。 ・１１・７進路ＰＴＡの中で高校訪問発表会を実施。
・１１／１２「ことばの教室」(１年生)の中で、生徒が
地域の人に「仕事」についてインタビュー。

・２／２０　卒業前の美化奉仕活動（ワックスがけ）

開かれ た学

・学校通信兼地域版（８号）、ＰＴＡ通信（２７号）、ＨＰ
（毎日更新）と各学年通信で情報発信（７／２０現在）。
・地区住民が本校施設で定期的なパソコン教室を開講。

・１０／３０薬物乱用防止教室
・１１／１０租税教室
・１１／２６　外部人材による道徳授業

・２／　４　弁護士による「いじめ予防の授業（道
徳）」（全校生徒対象）
・２／２０　魚市場企画による地魚料理教室（２年生）

（２）
豊かな人
間性たく
ましい実
践力の育

成

○アンケートにおいて、
・生徒「学校が楽しい、安心して学
べる」
９０％以上

・保護者「学校の雰囲気がよく、生
徒が生き生きとしている」９０％以上

８５．

８６．

⑨

開かれ た学
校・学 年づ
くりを 推進
する。

〇各学年で毎学期１回以上の外部講師招聘授業を実施する。
〇学校施設利用者に通信配布や授業参観をお願いする。

学校運
営

・地区住民が本校施設で定期的なパソコン教室を開講。
・４／１７，５／１２．６／５　７／９　７／１４施設利用
(累計８０名)
・５／８県環境アドバイザー招聘、環境授業（１年）。
・７／１４地域の方を講師に郷土料理。(２年)

〇様々な形での情報発信がなさ
れておりすばらしい。

・１１／２６　外部人材による道徳授業 ・２／２０　魚市場企画による地魚料理教室（２年生）

⑩

小中連携教
育を計画的
に推進す
る。

〇小中合同学習会の成果を実践に活かす。
〇年間を通し計画的実践交流を行う。 小中連

携

・６／１７小中連携推進会議開催。年次計画を策定。
・６／１８提案授業へ小学校より２名参加。
・７／２８　小中連携会議開催。
・８／　６小中連携全体学習会開催。

〇小中連携を深め健やかで明る
い耶馬溪のこどもを育ててほし
い
〇読書定着は小学校でやってお
くべき。そのような情報交換も
必要。
〇9年間を見通して小中連携を深
化させることはすばらしい。

・１０／９小中連携会議
・１０／２０ブロック人権学習会津民小２名参加
・１０／２２ブロック人権学習会下郷小３名参加。
・１２／１９ブロック人権学習会開催

・２／　６　小中連携会議。
・２／１３　関係小学校６年生を対象に学校説明会を開
催。

⑪

実践的安全
指導・防災
指導を計画
的に行う。

〇安心安全に向けた情報提供と各学期当初の登校指導を実施する。
〇１０月防災避難訓練を実施する。

生徒指
導学校
運営

・５／２１自転車通学再開に向け工程表の提示。通信で保護
者周知。通学路試走等具体的作業に着手。
・５／２９中津署署員を招聘し、セーフティ教室を開催。
・６／２～６全教職員で城井方面を中心に登校指導。
・６／１６～２０各学級で通学路安全マップに危険箇所を記
入し、完成させる。学級指導後、教室掲示。

・９／１～５　生徒指導部登校指導。
・１０／１０防火避難訓練。

・１／　５　ＰＴＡより指摘された通学路について関係
機関に改善要望。３月中旬までに全て改善される方向。
・１／１３～１４　全教員で登校指導。

(4)組織 ○アンケートにおいて、
運営委 員会
の充実 と学

〇教頭と教務主任の複数体制で学校経営計画や各種校内会議の見直
し改善とそれに連動する学校評価を短期ＰＤＣＡサイクルでこれま

教務・

・教務主任が運営委員会、教頭が職員会議を運営することを
確認し実動開始。
・自己申告シート内容（計画）と学校経営計画との整合性を
教務で確認し、必要に応じ助言。 〇世界一多忙な中学校の先生と

・８／２７　生徒・保護者アンケート項目確定。
・８／２７　会議の効率化再確認。

（３）学
校公開と
小中連携
の徹底

○自転車による登下校で事故を
「０」に抑える。
○水害における死傷する生徒を絶
対に出さない。
○アンケートにおいて
・保護者「家庭・地域と連携した学
習指導・生徒指導ができている」８
０％以上

・保護者・生徒「学校は、事故の防
止に配慮している。」９０％以上

生 ９１．０％

保 ９４．５％

(4)組織
力のある
学校づく
り

⑫

○アンケートにおいて、
・「耶中の学校経営はわかりやす
い」
９０％以上

の充実 と学
校経営 参画
意識高 揚を
図る。

し改善とそれに連動する学校評価を短期ＰＤＣＡサイクルでこれま
でどおり確実に実施する。
〇指標に基づく取組を確実に評価、「小さなＰＤＣＡ」を構築。

教務・
学校運
営

教務で確認し、必要に応じ助言。
・６／２０現在 運営委員会１３、職員会議研修７回開催。
・７／１８　会議効率化について検討。試行開始。

〇世界一多忙な中学校の先生と
の報道があるが、生徒と向き合
う時間を大切にしてほしい。、８８．２％
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達成指標 重点的取り組み

①

研 修 ・ 視
察・互 見授
業等を 通し
て授業 力・
指導力 の向
上、わ かる
授業の 創造
を図る。

②

個 に 関 わ
り、つ まず
きの早 期発
見と補 充指
導・家 庭学
習の充 実を（１）

○１月の市の定着テストで１．２年
生は市の平均を全教科上回る。
○３年生の講座平均点を夏以降、１
４４点を上回る。
○３年生の全員の進路を確実に確
定させる。
○アンケートにおいて、
・生徒「授業はわかりやすい」

７４．３％

・チェックリストを作成しての取組は大変だと思うが、
個に合った取組で前に進むことができるのでよいと考え
る。
・先生方は少人数だが工夫してよく取り組まれている。

3.7

・「目標の明示」「板書の構造化を基盤に工夫した展開」「まとめ」に全員が取り組め、
授業のスタイルが構築できた。全体的な授業展開では、「授業のわかりやすさ７４％（生
徒）」と工夫の余地がある。
・「わからないがいえる」「思いを伝えることができた」など生徒満足度が伸び悩んでい
る。生徒主体の授業づくりをめざし、グループ学習を活用した言語活動の充実やＩＣＴ活
用等工夫する必要がある。
・生徒にわかりやすく、主体的に参加できる授業づくりをめざした校内研究の見直しと活
性化が必要。２月までに研修が終了できるような計画が必要である。
・一人一公開は、年間計画で早期に実施日を周知し、集中実施と事後研連動を図るなど工
夫が必要。

継続継続継続継続

・学年によってはやや不足しているように感じた。・テ
スト後、できなかったところのやり直しを継続してほし
い。
・少人数ゆえの学習指導、家庭との連携指導が十分でき
ているのがよい。
・生徒数が減少する分、個に対する指導充実を期待しま
す。

3.7

・１月市学力調査では、１・２学年とも達成指標にほぼ到達、全小問に対しては１年生８
４％、２年生８０％で目標値に到達した。３年生講座平均点は１４３．６点で指標１４４
点をほぼ達成。
・耶学Ⅰ、Ⅱや「スキルアップタイム」の取り組みは計画的に実施できた。来年度はさら
に内容的にも成果の出る充実した取り組みになるように計画し実施を継続していく。
・２学期以降は「個の見取り」に焦点化して取り組んだ。学力調査分析を含め、教師個々
人の把握は進んだ。情報交換の時間設定に困難があった。
・家庭学習については、アンケート結果から宿題・自学ノートに費やす時間の割合が各学
年とも９７％以上。時間的には平日９０分ほど取り組んでいる。自学ノートをとおして、
激励や不十分な生徒には指導してきた。来年度は、各教科で連携し調整した取り組みにな
るようにしていく。

継続継続継続継続

学校関係者評価(２月) 評価 今年度の評価と来年度方向性（全体確認） 総合評価

習の充 実を
図る。

③

学校図 書館
活動を 推進
し、読 書活
動を充 実さ
せる。

④

体験や 学ん
だこと を効
果的に 発表
させる。

⑤

進路指 導・
キャリ ア教
育の系 統的
な実践 と充
実を図る。

（１）
自己実現
を図るた
めの確か
な学力の
向上

　
「わからないが言える」９０％以上

　

　「授業で自分の思いを伝えること
がで
　　　きた」８０％以上

・保護者
　　　「授業はわかりやすい」９０％
以上

７０．９％

７４．３％

６０．８％

５８．６％

るようにしていく。

・図書館司書が配置され、より読書意欲がわいたよう
だ。しっかり、図書館司書や図書館を活用してほしい。

4

・図書館便りを定期的に出すことにより、利用者の増加につながった。図書館司書と連携
し、本を活用した授業ができた。
・課題　三学期の読書週間の取り組みをすることができなかった。図書館便りの内容の工
夫が必要。授業でのさらなる積極的な活用。
・方向性　読書習慣をつけるためには、来年度は朝読書に取り組むことを検討してはどう
か。図書館に購入する図書を小説を中心にするべきである。

継続継続継続継続

・活用力育成のため、体験活動事後、条件設定をしてま
とめ、発表する等に繋げる取組はとてもよい。
・ほんの一部しか見ていないが、もっと元気に覇気のあ
る姿勢があるとよいと思う。 3.7

・生徒が自信を持って取り組んできた行事に連動して表現活動を仕組むことができた。用
紙サイズ、作成時間などその時々に指示した条件で生徒は思いを表現することができた。
・課題は、十分な時間を保障できなかったことである。
・ＩＣＴを活用しての表現など幅を広げ、生徒の表現力を高めたい。 継続継続継続継続

・皆の前で声を出し考えを発表するのはとてもプラス。
・インクルーシブ教育の理念を理解し、実践しているの
は立派。
・近郊にはない職業等も紹介するとよいと思う。 4

・１・２年生は聞き取りや職場体験を通し、「働く」ことへの意識を高めることできた。3
年生は高校訪問を通し、進路についての意識が高まり、個々の進路決定に向けての大きな
示唆となった。
・各取組は事後にそれぞれ発表の場を設けたが、冊子にまとめたり読み合う時間をきちん
と確保することが課題である。
・この地区での体験であったり、聞き取りが中心になり、もっと広い世界からのゲスト招
聘など今後の方向性の一つといえる。

達成達成達成達成

⑥

道徳、 人権
教育の 日常
的実践 を基
盤に好 まし
い人間 関係
を構築 し、
居心地 のい
い学級 をつ
くる。

⑦

コ ミ ュ ニ
ケーシ ョン
能力を 高め
発表す る力
をつける。

⑧
清掃活 動に
取り組 ませ
る。

開かれ た学

（２）
豊かな人
間性たく
ましい実
践力の育

成

○アンケートにおいて、
・生徒「学校が楽しい、安心して学
べる」
９０％以上

・保護者「学校の雰囲気がよく、生
徒が生き生きとしている」９０％以上

８５．

８６．

聘など今後の方向性の一つといえる。
・地域と連携して積極的に取り組んでいる。生徒の表情が明
るい。
・なんといってもあいさつ。いつでも、どこでも、誰にでも
あいさつできる生徒になってほしい。
・痛ましい事件が多発している。人としてしっかりした教育
を期待します。 4

・各学年で計画的に取り組んだ。学年毎に適した教材を活用することができた。通信等で
保護者を含め啓発に努めた。生徒の道徳的意識は高い。アンケートやＱＵ検査で個には課
題がある場合は全教職員で共有し意識的に対応できた。全体として良好な人間関係が構築
されている。特別支援教育研修やＱＵ専門家を招聘しての教職員研修は有意義であった。
・複数分掌とタイアップする場合の指導体制を明確にしておくことが課題。外部講師招聘
では、ネットに関する内容で計画していきたい。 継続継続継続継続

・（１）（２）のほとんどがこの項目に連動している。大き
く進めてほしい。
・校内音楽会を見て、よく育ててくれているなあと感謝して
います。

4

・あらゆる機会を活用して意識的に取り組んできた。インターネットを活用し、調べ学習
と内容をまとめる一連の作業に取り組んだ学年もある。生徒の態度、礼状、感想・発表内
容から着実な変容が見られた。聞く・伝えることを中心に参加体験型(ペア対話・絵物語の
作成発表など)授業を行い、日常生活で自分の気持ちを伝えようとする姿勢につながった。
入試面接に向け、マナー講座を活かして練習を重ねる姿が見られた。
・課題は、とっさの対応力の育成。大きな集団の中でも臆せず自己主張ができること。
・依然として本校の大きな課題の一つであり、来年度も継続して取り組む必要がある。

継続継続継続継続

3.5

・生徒数減で縦割り班の担当区域が広いが、生徒は熱心に取り組んでいる。教師数で縦割
り班を編制したため、教師の目も行き届いた。水曜日を学年毎の清掃日と変更し、縦割り
班では見られない生徒の一面を見ることができた。始めと終了のチャイムであいさつが徹
底できた。
・教師の指示に従って取り組んでいる。リーダーを中心に自分たちで計画、工夫する態度
を育てる余地がある。
・来年度もこのようなスタイルで清掃活動に取り組ませたい。

達成達成達成達成

・情報発信・公開の様子がよくわかる。・学校通信や教
頭が発行する通信に生徒への愛が感じられる。これから
もアンテナを張り、しっかり情報発信してほしい。

・学校便り２３号、ＨＰ毎日更新、ＰＴＡ通信８２号、各学年通信など多くのチャンネル
を利用して情報発信ができた。保護者の満足度も高い。
・課題として、双方向の情報交換ができる手立ての必要性がある。

⑨

開かれ た学
校・学 年づ
くりを 推進
する。

⑩

小中連携教
育を計画的
に推進す
る。

⑪

実践的安全
指導・防災
指導を計画
的に行う。

(4)組織 ○アンケートにおいて、
運営委 員会
の充実 と学

（３）学
校公開と
小中連携
の徹底

○自転車による登下校で事故を
「０」に抑える。
○水害における死傷する生徒を絶
対に出さない。
○アンケートにおいて
・保護者「家庭・地域と連携した学
習指導・生徒指導ができている」８
０％以上

・保護者・生徒「学校は、事故の防
止に配慮している。」９０％以上

生 ９１．０％

保 ９４．５％

もアンテナを張り、しっかり情報発信してほしい。

4

・課題として、双方向の情報交換ができる手立ての必要性がある。
・外部講師活用が進んだ。教育課程上の位置づけや教師とどう共同して授業を実施するか
など、講師任せにしない活用方法を検討する必要がある。 達成達成達成達成

・各小学校とも協力的で、連携している様子が小学校校
長の話で確認できました。
・里帰り発表会は生徒にとってとてもよい体験発表に
なっている。

4

・小中合同学習会は、「天声人語」の取組で小学校の実践を発展させた形に見直すきっか
けとなった。小中の違いを改めて認識する場となり、学力その他で意見交換ができた。母
校訪問が関係小学校の間でも定着した。１年生にとっては後輩の前で堂々と発表できるい
い機会になっている。
・家庭学習時間など、小中９カ年を見通して学年にふさわしい時間が定着していないのが
課題である。小中合同学習会でも話し合いの柱とし、連携を深めていきたい。
・継続して取り組みたい。

達成達成達成達成

・通学路安全確保にはＰとＴが連携してもっと行政には
たらきかけてもよいのではないか。

4

・６月に通常の登下校に戻り、集中的に登下校指導を実施できた。学期はじめなど節目で
は、全教職員体制で登校指導ができた。保護者の不安については、早期に関係機関と連携
し対処できた。進捗・結果をその都度、通信等を活用して保護者に返し、高い信頼につな
がっている。緊急連絡ツールとしての「絆メール」は、保護者の要望を取り入れながら年
間数度でも有効に活用し、保護者に高く評価されている。
・課題は、防災面での避難訓練、講話等を充実させ、生徒の意識の維持を図ることであ
る。
・来年度も、保護者と連携しながら安全安心が学校づくりを推進する必要がある。

継続継続継続継続

・運営委員会が定着した。４点セットは、評価まで担当分掌が責任を持ち推進するように
したため、責任の所在が明確で主体的に取り組めた。保護者には、地区懇談会やアンケー
ト資料として、４点セット進捗状況を通信で配布するなど、情報提供に努めた。目標値を
ほぼ達成した。(4)組織

力のある
学校づく
り

⑫

○アンケートにおいて、
・「耶中の学校経営はわかりやす
い」
９０％以上

の充実 と学
校経営 参画
意識高 揚を
図る。

８８．２％

3.5

ほぼ達成した。
・課題は、分掌会議の時間保障や、主任等が分掌業務を企画立案・推進する時間確保であ
る。
・運営委員会が目的と手段を明確にし、多忙化の中でも効率的組織的運営のための推進役
となるよう取組を継続する。

継続継続継続継続


