
別紙様式

１　学校教育目標

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

３　本年度重点を置いて目指す成果・特色、取り組むべき課題

4　自己評価 5　学校関係者評価

評価
領域 重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準

達成
度 重点目標の達成状況の診断・分析 学校関係者からの意見・要望等 評価

学力向上

　数学科の少人数指導は、効果
を数値で検証する。
　特別支援学級や要配慮生徒の
取り出し授業や、自校努力によ
るＴ２を多用する。

　少人数授業生徒評価アンケート
・４：良い90％以上
・３：良い70～90％未満（前年度並み）
・２：良い70％未満
・１：良いと思わない30％以上

4

　数学科の少人数指導は、取り出し指導も実施でき
た。３年生は単元や生徒の状況に応じて、クラス分
けを固定せずに実施し、97％が良いと感じた。
　全国学力調査については、数学は県平均並みで、
国語は県平均を上回る状況であった。

ＩＣＴ利用
による授業改善

の加速化

　ＩＣＴを積極的に取り入れた
授業を研修主任を軸に実施す
る。
　タブレット利用授業を気軽に
互見できる、環境をつくる。

　タブレット利用提案授業が１人平均
・４：年間２回以上
・３：年間１．５回以上
・２：年間０．５回以上
・１：年間０．５回以下

3

　委員会訪問、校内研修、自主的公開でのタブレッ
ト使用授業は年間４０回を超えた。授業配信はコロ
ナ対応と、不登校対応の両方で実施できた。
　授業配信アンケートは、今後の授業配信の在り方
を模索する上で、大変有効であった。

不登校や
要配慮生徒の
状況改善

　関係機関や病院との連携しな
がら要配慮生徒及び、その保護
者への接触を増やし、別室登
校・不登校生徒を減らす。

　長期欠席生徒数年間平均
・４：８人以下
・３：１０人以下
・２：１２人以下
・１：１２人以上（前年度並み）

4

　３年生は進路を意識したのか、不登校経験生徒の
登校が増えた。２年生は別室登校生徒が出たが、長
欠報告の対象ではない。１年生はゼロである。
　担任や教育相談担当の働きかけが功を奏した。家
庭訪問などの負担は、大きな代償である。

いじめや校内暴力
ネットトラブル

をゼロ

　生活調査や生徒観察によりト
ラブルの未然防止と、発生時の
即対応に努める。
　情報モラルやメディアコント
ロール指導を充実させる。

　いじめ＋校内暴力の年間件数
・４：６件未満
・３：６～８件（前年度並み）
・２：９～１１件
・１：１１件以上

3

　いじめはレベル１が４件、校内暴力は２件、ネッ
トトラブルは数件であった。いじめや校内暴力は、
学年を上がるごとに少なくなる傾向がある。
　「いじめが悪いとは思わない」という生徒を、ゼ
ロにする事が、今後の課題である。

小・中・地域合同
活動機会の
精選と充実

　新しい生活様式を強く意識し
ながら、地域や周辺校との協働
場面を復活または、増加させて
いく。
　（注）コロナ対応に左右される。

　地域行事への参加希望が募集定員の
・４：１２０％以上
・３：１１０％以上（R1年度並み）
・２：１００％以上
・１：１００％未満

－

　地域行事が実施できず、生徒が活躍する機会が担
保されなかった。しかし、敬老会へのプレゼント製
作や、校内ボランティア活動は、例年並みの参加が
できた。
　達成度は評価対象としない。

ネット利用の
環境整備と

情報発信・収集

　タブレット利用の家庭学習
や、学校の情報発信・収集につ
いて、メール配信、ＨＰ、保護
者スマホを積極的に利用する。

　ネット利用の生徒評価アンケート
・４：充実している７０％以上
・３：充実している６０％以上
・２：充実している５０％以上
・１：充実している５０％未満

4

　１月の３日間の全校オンライン授業評価アンケー
トでは、約８割の生徒が好評であると回答した。
　タブレットは家庭でも利用するため、情報モラル
は指導しているが、生徒の自覚が待たれる。利用方
法については、大いなる可能性を秘めている。

自己目標シート
自己評価シート
の充実と活用

　自己評価シートの進捗状況や
振り返りで、自身の分掌や役割
を注視し評価する。

　自己目標シート評価Ａ率
・４：４５％以上
・３：４０％以上（前年度並み）
・２：３５％以上
・１：３５％未満

4

　コロナ対応やタブレットを利用する授業改善に、
力点を置く１年であった。そのため教職員の負担感
は増えたが、ＩＣＴを使う場面とそうでない場面
の、棲み分けが今後の課題である。
　自己目標シートの評価Ａ率は、４７％であった。

タブレットの
利用を通じて
教員の相互研修
場面を増加

　教職員が個々に実践した内容
を全員が共有し、改善・普及さ
せる環境を構築する。

　教職員アンケートでＩＣＴ術が上達した
・４：８０％以上
・３：７０％以上
・２：６０％以上
・１：５０％以下

3

　日常的にタブレット相互研修が見られた。アン
ケートではＩＣＴ術が上達したが７５％、授業でＩ
ＣＴ活用が毎日と時々の合計で８０％であった。
　また、タブレットを利用する教育活動の研修増加
を、求める意見も見られた。

学校の組織等

分掌、校内行事
部活動の見直し
と新たな実践

日常的な業務

各種会議の
時間短縮

勤務状況

時間外業務
の削減

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　　次年度への改善策

業
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Ｂ

＊ 学校関係者からの意見・要望等は文意を変えないように文量を減らしています。

・A評価目指して頑張って下
さい。
・良いものは進めていきま
しょう。
・今後さらに必須になってく
ると思われるので、更なるレ
ベルアップを図って下さい。 Ａ

・苦手教科が好きになり克服
出来る事を期待したい。
・コロナ禍で工夫された取組
ができている。
・ICTに関しては、日常利用
の頻度や内容を評価してもい
いのではないか。
・時代に対応しながら工夫し
実施出来ていると思います。
これからの学校のスタイルが
変わりそうです。

2

Ｂ

・コロナ禍で頑張る学校を観
る機会が無く残念です。
・小中連携の共通理解は重要
で細かく動きを確認する。
・地域ボランティア等を活か
す事しかないです。
・SNS等の建設的積極的な
活用を模索する。
・現状の社会でＩＣＴは絶対
に必須項目なので、分析通り
と思う。

Ｂ

　教職員アンケートで業務が楽になった
・４：８０％以上
・３：７０％以上
・２：６０％以上
・１：５０％以下

　日課の学年担当者の機能は不十分と感じた。ＩＣ
Ｔ担当は機能していた。部活動の削減は課題が残っ
た。生徒集会のオンライン化は定着した。
　明るい兆しの見えないコロナ対応で、教職員の負
担感は増加したように感じる。

◆ 学力：①主体的・対話的で深い学び　　②９年間の学び　　③ＩＣＴ活用
◆ 企画：①人を大切にする地域連携教育　　②マネジメントの推進
◆ 生活：①支え合い高め合う集団　　②個に応じた支援　　③メディアコントロール
◆ ＋１：①不登校生徒の減少【最重要】　　②働き方改革の推進　　③人材育成

　１２月までの時間外業務平均は６９時間/月であっ
た。しかし、コロナ禍で部活動が中止となった事が
減少の要因とも考えられる。
　個別の視点で見ると、１００時間超の教員も数名
見られ、業務量の平均化が課題である。

　日課に関する学年担当者の配
置、ＩＣＴ担当の授業数軽減、
部活動顧問の２人体制、集会活
動のオンライン化等を推進す
る。

　１時間半を超える協議会が年間
・４：３回以内
・３：４回以内
・２：５回以内
・１：６回以上

・不登校が少なくなっている
との事なので引き続きお願い
します。
・いじめのレベル分けの基準
がわかりませんが、子供は大
人を見て真似をするというの
を聞いた事があるので大人が
しっかり行動したいと思う。
・いじめや暴力はゼロを目標
に取り組んでください。

生
徒
指
導

　授業と部活動以外の業務につ
いて時間確保を見える化するこ
とで、教職員の退校時刻を早め
る。

　イントラネットにより、連絡
事項の共通理解を図る。
　ケース会議やＣＳ会議等の外
部の方との協議会でも１時間半
以内に終了する。

人
材
育
成

3

　・ 学習や生徒指導面では、教職員自身も成果が上がっていると実感している。保護者評価アンケートも好評価で、称賛や励ましの意見がほとんどであった。
　・ 地域連携では、コロナ禍でも可能な内容を精査しながら実施できた。また、ネットを利用した学校と自宅生徒との関わりは、大きな進歩が見られた。
　・ 人材育成や研修関係では、ＩＣＴを様々な場面で活用しようとする、教職員の意欲の高さが見られた。
　・ 業務改善では、教職員間の意思疎通が不十分であるという意見が多く見られた。また、部活動運営や再編成及び、時間外業務の多さは、課題が持ち越された。

　・ 小学校から引き継ぐ「学びのカルテ」の有効利用を再検討しながら、学力定着の教科間格差の是正に努めていきたい。
　・ コロナ禍での地域連携も３年目となるので、改めて活動の方法や場面を模索して、より充実した行事を再構築していきたい。
　・ 今年以上にタブレットの利用を推進し、授業改善に努めていきたい。生徒が能動的にタブレットで発表する授業の場面や行事を増やしていきたい。
　・ 教職員間の情報共有を良くするために、教職員の朝の動線、朝礼や主任会の復活も視野に入れ、共通理解・共通実践を図りたい。

4

　職員会の資料などは事前に共有データに示され、
会の進行がスムーズではあったが、担当者からの一
方的な説明で終止し、協議性は薄れた。
　学校外の方々を交えての協議会は少なかったが、
概ね１時間半以内で終了した。

Ｂ

令和３年度　周南市立周陽中学校　学校評価書　　　校長（三 坂  千 里）

＊ 校　　　訓　　　　　　「自主・創造」
＊ 教 育 目 標　　　　　　「心身ともにたくましく、自ら学び、共によりよく生きようとする生徒の育成」
＊ 中長期目標　　　　　　「地域とともにある学校づくり　知・徳・体の調和のとれた〈生きる力〉の育成」
＊ 周陽中校区共通教育目標「子どもたちの夢の実現を地域とともに」～自ら気づき考動し、互いのちがいを認め合う思いやりのある子～

・職員室での雰囲気も良くな
いという声が上心配です。円
滑なコミュニケーションの環
境整備を期待します。
・周揚中だけの問題ではない
様な気がします。
・教職員コミュニケーション
を深め会議の数、時間も減ら
せば良いと思います。
・教職員の負担軽減を工夫し
てください。
・部活動のガイドラインの未
遵守や、勤務時間外業務が大
きいという意見に迅速な対応
を期待します。
・地域で解決できる事があれ
ば連絡お願いします。

① 昨年度の少人数指導を好評価する生徒は８９％で、１対１の個別指導場面も多く実施できた。改善しながら現状を続ける。
② 生徒も先生もタブレットへの関心は高い。ICTを積極的に取り入れた授業展開と、メディアコントロールの棲み分けを行う。
③ 昨年度の不登校や要配慮生徒の目標達成度は１に近い状況であったが、いじめや校内暴力に関しては、数年間で半減している。
④ 保護者や地域との協働機会はCOVID-19により減少したが、今年度はスクラップ＆ビルドの視点でマネジメントを行う。
⑤ 新しい生活様式の中で、行事の精選と生徒の主体的な活動を重視して、教育的効果を落とさないような企画運営を行う。
⑥ 人材育成の昨年度の目標達成度は３～４であった。今年度は若手とベテランの融合により、個々の能力をさらに開花させる。
⑦ 衛生管理を徹底した教育環境づくりと、授業・部活動・それ以外業務のバランスを図り、業務改善をさらに加速化させる。

　時間外業務の月平均
・４：６０時間未満
・３：７０時間未満
・２：８０時間未満
・１：８０時間以上（前年度並み）

プラスワンは本校共通の合い言葉


