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学 校 自 己 評 価 結 果

学校自己評価委員会

Ⅰ 実施方法

○アンケート対象 真田中学校教職員

○実施日 平成２８年１０月１４日

Ⅱ 結果と考察

１ 学校目標について

＜かりがね精神> ・磨き合う知性 ・感じ合う心 ・鍛え合う身体 ・見つめ合う命

・自ら意欲的に学ぶ生徒・豊かな心を育む生徒・進んで身体を鍛える生徒・命を大切にする生徒

○目標は概ね達成されているように思う。
○健康教育、花作りなどの活動を通して、自分の健康や命を大切にする心が育っていると思う。
○学習において、与えられた課題については積極的に取り組む生徒の姿が見られる。
○生徒会が働きかけて活動をおこなうことで、よりよい生活を意識する生徒の姿が見られる。
◇生徒が自ら計画し、自らの学力を高めていく学習習慣の定着を目指していきたい。
◇伝え合う活動をより多く取り入れ、生徒が意欲的に学ぶ授業を目指していきたい。
◇清掃や作業にも心を配って動くことができるような生徒の姿を目指していきたい。

【考察】
・教育活動全般において、生徒が前向きに取り組むための支援ができている。
・生徒が自ら主体的に活動していくよう活動を計画し、支援・指導をしていきたい。

２ 教育活動

（１）学習意欲の向上と学習指導の充実

①授業の始めに、子どもとともに学習課題を据え、板書する。

【成果と課題】
○授業開始時にほぼ毎時学習課題を板書してい

る。
○「ねらいの確認」は定着してきた。
◇課題は設定しているが、子どもの言葉からの設

定は少ない。
◇単元によっては、難しい時がある。

【改善策・向上策】
・単元の終末でつけたい力及び１時間１時間の授

業でつけたい力を明確にする。
（数字は人数） ・生徒の意識に沿って課題を設定できるように展

【考察】 開を考えていく。
「子どもとともに」という部分が思う

ようにいかないと感じている。生徒自身
の言葉から引き出した課題を設定してい
くようにしたい。



②個人追究や共同追究などの学び合う場面を設定しているか

【成果と課題】
○話し合うことを常にやるようにしている。
○友達同士でアドバイスし合う時間を設けるよう

にしている。
◇効果的な追究にならなかった。

【改善策・向上策】
・１時間のねらいや生徒の実態に合った追究、的

を絞った追究を設定する。
・１時間の授業に個人追究の場を確保し、自分の

【考察】 意見をきちんと持たせた上で、共同追究の場で
昨年度とほぼ同じ結果である。ねらい 友達と意見交換する場を設定する。

を達成するための学習内容を考え、１時
間の中で話し合いの場を設定するように
したい。

③授業に、振り返りの場面（自己評価・相互評価）を設定しているか

【成果と課題】
○毎時間や単元の終末に自己評価カードや学習カ

ード等で振り返る場面を位置付けている。
○自己評価カードにアドバイスを書いて返すよう

にし、生徒の意欲を高めるようにしている。
◇単元によって、振り返りの時間が確保できなか

った。

【改善策・向上策】
・振り返りの時間を確保できる授業内容を教科会

【考察】 等で検討し、実行する。
昨年度とほぼ同じ結果である。 ・ねらいに沿った振り返りを意識した振り返りカ
自己評価カードを利用して振り返りを ードの工夫をする。

している教師が多い。時間の確保が難し ・生徒が１時間の授業で、何がわかったか、何が
いので１時間の展開を工夫していきた できるようになったかをつかめるような評価が
い。また、個人の評価以外に友達ととも できるようにしたい。
に振り返る場面を設定することも増やし
ていきたい。

④授業内容と結びついた、計画的な家庭学習になるよう指導しているか

【成果と課題】
○現状の宿題には十分に手が入れられている。
○家庭学習の方法を各教科で教えている。
○ワークのページを指定したり、プリントを出し

たりして、生徒に合った内容を提示している。
◇具体的な内容を提示できず、生徒任せになって

いる。宿題の量の指示のみになってしまう。

【改善策・向上策】
・取り組むページを指定するなど、授業に関連し

た内容をやってくるよう具体的に指示を出す。
【考察】 ・どこをやるか、何をやるか明確にする。

昨年度よりやや達成できていない人数 ・漢字練習だけでなく、予習復習になる内容をさ
が増えている。家庭学習の内容について らに考えていきたい。
は、教科会等で検討し、より授業内容に ・予習や調べ学習を取り入れていきたい。
結びついたものにしたい。全校生徒の提 ・帰りの会で各自が宿題を確かめる方法について
出ノートの提出率は高いが、提出できな は、保護者の協力、宿題のチェック時間の確保
い生徒が固定化しているので、粘り強く について検討が必要である。
指導していきたい。



（２）伝え合い、認め合い、高め合う集団づくり
①互いの違いを認め、自他共に大切にし合えるよう指導しているか

【成果と課題】
○道徳の授業を利用して意識を高めることができ

た。
○価値観の違いという題材を扱って生徒に考えさ

せた。
○授業の中で、友達の良さを見つけようと呼びか

けている。
○間違いを気にしない学級の雰囲気づくりを心が

けた。
○他者への批判的な言動を許さない雰囲気作りに

努めた。
【考察】

昨年度より「達成できた」という人数 【改善策・向上策】
が増えた。自分だけでなく、他者理解を ・人権教育において、さらに人権意識を高めてい
大切に指導し、さらに人権感覚を磨いて きたい。
いきたい。 ・普段の授業においても、いろいろな人と関わる

よさを伝えていきたい。

②友達の考えや意見を真剣に聴けるような集団づくりをしているか

【成果と課題】
○聴くことを授業中に意識的に取り上げるように

した。
○定期的にスピーチ活動を設けた。
◇発表の際に静かに聴けないときがある。
◇静かにしていても集中して聴いていない姿が少

し見られる。

【改善策・向上策】
・よく聴いている姿をほめる。
・授業の発言や短学活のスピーチなど、発表の機

【考察】 会をもっと増やし、多くの意見を尊重できるよ
昨年度とほぼ同じ結果である。話を聞 うにする。

くときに静かにすることはできるが、注 ・耳で聴くだけでなく、話し手を見ることも意識
意がそれる姿も見られるので、その都度 させたい。
声がけするなど、指導していく必要があ
る。

③集団の一員として、自主的・自律的行動ができるよう指導しているか

【成果と課題】
○学級の生徒のよい取り組みの姿を全体に伝える

ようにした。
○かりがね祭に向けた生徒会や部活動等の活動に

おいて、自主的に取り組むことができた。
○生徒会では、役員でなくても真剣に自分の仕事

に携わる姿が見られる。
◇無言清掃のきまりが徹底されていない。
◇やや人任せにしていて、自律的な行動ができな

い生徒も見られる。

【考察】 【改善策・向上策】
概ね達成されているという結果である ・成功体験ができるように支援していく。

が、自ら考えて動こうとする意識を持た ・清掃時の黙想や無言清掃の徹底を、さらに工夫
せる支援が必要であると考える。 していきたい。定期的に生徒会清掃委員会で呼

びかけ等をしていきたい。
・お互いに批正し合える関係づくりを進めたい。



④望ましい生活習慣が身につくよう指導しているか

【成果と課題】
○生徒会役員を中心に朝読書や清掃指導をして、

取り組む姿勢が良くなってきた。
○時間を守ることは概ねよい。
○服装指導等も含め、折にふれて指導している。
○片付け、整頓などは、概ねできている。
◇机、椅子、棚、上履き等の整頓についての指導

がややおろそかになっている。
◇清掃指導をしっかりとおこなっていきたい。
◇提出物を確実に提出させる指導がややおろそか

になってしまっている。

【考察】 【改善策・向上策】
基本的な生活習慣はほぼ身に付いてい ・大きな声で挨拶をできるように指導していく。
るが、服装、机・椅子・ロッカーの整 ・教師も時間を守る姿勢で生活する。
頓、清掃への取り組みなど不十分な面 ・職員が指導内容を共有し、同一歩調で指導して
がある。全職員で意識して指導する必 いきたい。
要がある。

⑤命を大切にするよう指導しているか

【成果と課題】
○命の大切さについて、道徳の題材や性教育で扱

うようにした。
○食育を通して命を意識できるようになった。
○食事のマナーや残さない習慣を指導した。

【改善策・向上策】
・普段の生活においても他者の命を大切にするこ

との理解を深めたい。
・日々の給食指導をさらに充実させていきたい。

【考察】
昨年度とほぼ同じ結果である。特に、

食育は本校が大切にしている学習である
ので、継続して力を入れていきたい。

⑥時間を大切にして部活動に参加できるよう指導しているか

【成果と課題】
○勝負よりも、礼儀や時間を守ることを心がけて

いる。
○練習時間確保のために、準備や片付けの時間を

短縮するよう指導した。
○家庭学習と部活動の両立ができるよう、時間の

使い方を一緒に考えている。
◇部活下校の状態にまだ課題がある。
◇帰りの会終了後、速やかに部活動に参加できな

い生徒が少数いる。

【考察】 【改善策・向上策】
部活動終了の時刻が守られず、下校指 ・学級担任が教室から送り出し、見とどける。

導が徹底されていない面がある。安全面 ・活動に対する評価をしっかり行う。
からも終わりや下校の状態を見どどけ、 ・部長会を機能させ、部長や副部長との連携を密
徹底するようにしたい。 にして、生徒主体の部活動運営を心がけていき

たい。
・放課後の時間の使い方を指導していく。



３ 学校運営
（１）家庭や地域、小学校と連携した学びの場の創造

①保護者と願いを共有した学校づくりに努めているか

【成果と課題】
○何か些細なことであっても、保護者と必ず連絡

するようにしている。
○保護者と連絡を密に取り合って部活動を進めて

きた。
○保護者の意向を聞きながら対応できた。
◇保護者の願いに対する対応が不十分な面があっ

た。
【改善策・向上策】
・部活動においては、保護者会、真田スポーツク

ラブ等と連携していく。
【考察】 ・欠席した生徒の保護者への連絡を確実に行って

概ね達成していると思うが、さらに保 いく。
護者の願いに寄り添った学校づくりに ・授業参観日の内容を工夫し、多くの保護者の方
努めていきたい。 に来校していただけるようにしていく。

・保護者の願いを聞き、寄り添いながら指導にあ
たっていきたい。

②地域と連携し、生徒に地域愛や活動で培う力が育つよう努めているか

【成果と課題】
○地域のボランティア活動など、多くの生徒が参

加する機会を作ることができた。
○食育、職場体験学習、真田丸プロジェクト等、

多くの学習場面で地域の方とつながりをもって
活動できた。

○吹奏楽部は校外でも演奏し、評価をいただいた。
◇地域を愛する心をさらに育んでいく必要がある

と感じる。
【改善策・向上策】
・３学年が取り組んできた真田丸プロジェクトの

【考察】 ような活動を大切にしながら、地域を愛する心
様々な活動を通して、地域との連携の を育みたい。
充実が図られている。今後は、さらに ・外部の方と連携して行う活動を通して、さらに
質を高めていくようにしたい。 交流を深めたい。

③地域に開かれた、また、地域に信頼される学校づくりに努めているか

【成果と課題】
○挨拶ができるように指導した。
○真田中生を語る会、授業参観（終日）など、開

かれた学校づくりを目指している。
○真田スポーツクラブの指導者と連携し、部活指

導を行うことができた。
○学校開放や地域の有線放送、学校便り、学年通

信を使って学校の様子を発信している。
◇自治センター等、公共施設の使い方には課題が

ある。

【改善策・向上策】
【考察】 ・生徒たちの活動の姿、学校の様子を、学年･学

様々な活動を通して、地域の方に来校 級通信、学校便り、ホームページ等で今後も発
していただいたり、生徒の姿を褒めて 信していく。
いただいたりして、達成できたと考え ・公共の場所の使い方については、職員からの指
ている。さらに開かれた学校づくりに 導はもちろんであるが、生徒にも考えさせるよ
努めたい。 うにして、自分たちで望ましい生活ができるよ

うに指導していきたい。



④小学校と連携した教育を進めているか

【成果と課題】
○文化祭への招待や中学校での体験授業などを行

っている。
○小学生の体験授業が、入学後の生活に活かされ

ていると考えられる。
○外国語活動の授業について、ALTと小学校の

学級担任で指導内容を共有することができた。
○コーディネーター間で情報交換したことで、適

切な相談ができた。
◇体験授業は職員にとってやや負担感が伴う部分

もある。

【考察】 【改善策・向上策】
昨年度と同様に小学６年生の体験学 ・今後も小中連絡会等で、３つの小学校と情報を
習、文化祭における交流などは継続し 共有していく。
ている。中学校生活への期待を持った ・小学校外国語活動の授業参観をすることで、英
り心構えを作ったりすることができる 語学習における小中の橋渡しをスムーズにし、
よさがあるので、今後も継続していき 小学校での学習内容を踏まえた授業にしていき
たい。 たい。

・小学生の中学校での体験授業や中学校教師の授
業見学等の連携により、新入生のスタートがス
ムーズにいくようにしたい。


