
平成２９年度 上田市立真田中学校 学校関係者評価

学校教育目標 めざす子どもの姿 総 合 評 価 （○） と 課 題 （◇）

<かりがね精神> ○目標は概ね達成されている。

・磨き合う知性 ・自ら意欲的に学ぶ生徒 ○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。

・感じ合う心 ・豊かな心を育む生徒 ○長い目で子どもの成長を見守る姿勢が教師に根付いてきているのが、生徒の落ち着いた生活につながって

・鍛え合う身体 ・進んで身体を鍛える生徒 いる。

・見つめ合う命 ・命を大切にする生徒 ○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く。

◇伝え合う活動や振り返りの場面を確実に取り入れ、生徒が意欲的に学ぶ授業を目指していく。

◇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く。

◇自主性、自立の姿を育てていくことで、「めざす子どもの姿」に近づけていく。

〇評価基準

A･･･達成できた B･･･おおむね達成できた C･･･やや達成できなかった D･･･達成できなかった として意識を調査し，次の式で全体評価を行った。

（Ａの人数×４+Ｂ×３+Ｃ×２+Ｄ×１)×２５＝合計点 合計点≧８５→Ａ 合計点≧６５→Ｂ 合計点≧５０→Ｃ 合計点＜５０→Ｄ

領 今年度の 学校 関係

重点目標 評価の観点 ○実 績 （ ◇ 課 題 ） 自己 者の ○改善策・向上策
域 評価項目 評価 評価

授業の始めに、子ど ○授業開始時に毎時学習課題を板書している。 ・授業のねらいとそれに向けて達成するためのポイ
もとともに学習課題 ◇学習課題は設定しているが、子どもの言葉からと Ｂ Ａ ントをわかりやすく板書するようにする。

を据え、板書する。 いうのは難しい。さらに、子どもの言葉から課題 ・生徒のつまずきをとらえ、学習課題を設定するよ

が設定できるように、努力を続ける。 うにする。
教 自分の考え

授業において、発表 ○意識して取り入れている。 ・近くの友達やグループなどから考えを聴き合うよ

育 をもち や話し合いなど自分 ○単元によっては実施できた。 うな場面作りをする。
の考えを伝え合い、 ○ノート交換や書いたものをプリントして配るなど ・話し合う目的をはっきりさせる。

活 主体的に 学び合う場を設定し 工夫できたと思う。 ・学級や集団によって、課題の設定や話し合いの

ているか。 ◇伝え合う場を設定しているが、効果的な学び合い Ｂ Ｂ 方法を工夫する。
動 学ぶ授業 になるときとそうでないときがある。さらに追究

していく。

◇製作に追われてしまい、十分に設定できていない
ときがあった。設定できる場面を工夫していく。



授業に，振り返りの ○毎時間、学習カードを使って振り返りを行った。 ・振り返りの時間を確保することを実行する。
場面（自己評価・相 ○評価カードを書かせたり、コメントを書いて返却 ・ねらいに沿った振り返りカードの工夫を、教科会

互評価）を設定して したりすることができた。 で検討していく。

いるか。 ◇形式的にならないように工夫していく必要があ Ｂ Ｂ ・生徒が１時間の授業で、何がわかったか、何がで
教 自分の考え る。 きるようになったかをつかめるような評価ができ

◇振り返りカードを書くことは定着したが、カード るようにしたい。

育 をもち の項目が実態と合っていない部分があるので、検 ・習慣化を図れるようにしていく。
討・修正していく。

活 主体的に

授業内容と結びつい ○漢字の練習のみでなく、予習復習となるような家 ・取り組むページを指定するなど、授業に関連した
動 学ぶ授業 た、主体的な家庭学 庭学習を出している。 内容をやってくるよう具体的に指示を出す。

習になるよう指導し ○週末に宿題を出し、復習させている。 ・どこをやるか、何をやるか明確にする。

ているか。 ○家庭学習の内容を毎回指定するようにしている。 Ｂ Ｂ ・予習復習になる内容をさらに考えていきたい。
○少し難しい問題を課すと、よく考えて解いてくる ・多くの生徒が取り組める内容を考えていきたい。

姿が見られた。

◇まだ、宿題が出せなかったり、内容が不十分な生
徒もいるので、さらに指導を継続する。

互いの違いを認め， ○よい行いはほめることを大切にしている。 ・１つ１つのケースに対応しつつ、先行して個々に

自他共に大切にし合 ○公平な目で指導にあたっている。 指導していく。

えるよう指導してい ○いじめなどの早期対応ができた。 ・人権に関わる問題に対して、毅然とした態度で、
るか。 ○学級通信に生徒の考えや思いを載せ、多様な意見 粘り強く指導していく。

のあることを共有させた。 Ｂ Ｂ ・道徳の授業の充実を図る。

◇小グループでの話し合いはできるが、学級全体で ・いろいろな人と関わるよさを伝えていきたい。
教 伝え合い、 の話し合いが難しい学級もある。

◇まだ、級友のことをからかう場面が見られるので、

育 認め合い、 人権感覚を高めるように、その場で指導する。

活 高め合う 友達の考えや意見を ○人の話を聴く姿勢について、日頃から指導してい ・耳で聴くだけでなく、話し手を見ることも意識さ

真剣に聴けるような る。 せたい。
動 集団づくり 集団づくりをしてい ○学習に向かう体勢作りを大切に考えて実践し、安 ・耳からの情報が上手に受け取れない生徒への支援

るか。 定して取り組めるようになってきた。 Ｂ Ｂ を考えていきたい。

◇授業中、騒がしくなってしまう場面もあるが、そ ・間違いを大切にする指導をしたい。
の都度注意している。 ・注意の仕方を工夫したい。

◇人の意見を聴く姿勢（相手への敬意）づくりをし

た上で、自分の考えをもたせるように指導する。



集団の一員として， ○全体のことを考えて行動できる生徒が増えてき ・任せられる所は生徒に任せ、自主性を育てたい。
自主的・自律的行動 た。 Ｂ Ｂ ・成功体験ができるように活動を支援していく。

ができるよう指導し ○教師が一方的に注意するのではなく、生徒同士で ・お互いに批正し合える人間関係づくりを進めた

ているか。 声がけができるよう働きかけている。 い。
◇引き続き、自主性を育てる工夫をしていく。

望ましい生活習慣が ○朝の８：１０入室については指導の成果があっ ・挨拶がしっかりできるように指導していく。
身につくよう指導し た。 ・教師も時間を守る姿勢で生活する。

ているか。 ○清掃，給食は生徒とともに活動するようにしてい ・職員が指導内容を共有し、同一歩調で指導してい

る。 きたい。
○早く寝ることが記憶の定着になることを話してい Ｂ Ｂ ・時間を意識して行動できるよう指導していく。

教 伝え合い、 る。

○服装など、気になることはその都度注意している。
育 認め合い、 ◇机、椅子、棚、上履き等の整頓についての指導を

続ける。

活 高め合う
命を大切にするよう ○命の大切さについて、道徳の題材や性教育で扱う ・普段の生活においても、自分や他者の命を大切に

動 集団づくり 指導しているか。 ようにした。 することの理解を深めたい。

○食育を通して命を意識できるようになった。 Ａ Ａ ・日々の給食指導をさらに充実させていきたい。
○安全指導を大切にしている。 ・道徳教育の充実を図る。

○身近な問題やニュースを取り上げて、命の大切さ

について考えさせるようにしている。

時間を大切にして部 ○勝負よりも、礼儀や時間を守ることを心がけてい ・学級担任が教室から送り出し、見とどける。

活動に参加できるよ る。 ・活動に対する評価をしっかり行う。
う指導しているか。 ○毎朝、時間を大切にするように呼びかけている。 Ｂ Ａ ・部長会を機能させ、生徒主体の部活動運営を心が

○可能な限り、部活動には出るようにしている。 けていきたい。

◇引き続き、時刻を守らせていく（登下校時、授業 ・部活動と他の活動のメリハリをつける。
等の開始時等）。



保護者と願いを共有 ○学級通信などで願いを発信し、理解してもらえる ・欠席した生徒の保護者への連絡を確実に行ってい

した学校づくりに努 ように努めている。 く。

めているか。 ○欠席者への連絡カードを出している。 Ｂ Ａ ・授業参観日の内容を工夫し、多くの保護者に来校
○何か些細なことであっても、保護者と必ず連絡す していただけるように呼びかけをしていく。

るようにしている。 ・保護者の願いを聞き、寄り添いながら指導にあた

◇保護者の願いを聞きながら学校運営をしていく。 っていきたい。

地域と連携し，生徒 ○福祉委員会を中心として、地域のボランティア活 ・地域の様子の把握に努める。

に地域愛や活動で培 動に積極的に参加できた。 ・様々なボランティア活動に参加するよう呼びかけ
う力が育つよう努め ○地域の方と関わる体験や学習が多くて良い。 ていく。

ているか。 ○食育、職場体験学習、真田丸プロジェクト等、多 Ｂ Ａ ・外部の方と連携して行う活動を通して、さらに交

くの学習場面で地域の方とつながりをもって活動 流を深めたい。
できた。

学 家庭や地域 ○食育で感謝の気持ちを育てている。

◇ボランティア活動への呼びかけを続ける。
校 と連携した

地域に開かれた，ま ○学校便りや真田中生を語る会など、学校を知って ・生徒たちの活動の姿、学校の様子を、学年･学級

運 学びの場の た，地域に信頼され いただく機会を大切にしている。 通信、学校便り、ホームページ等で今後も発信し
る学校づくりに努め ○さなだスポーツクラブの指導者と連携し、部活指 ていく。

営 創造 ているか。 導を行うことができている。 ・公共の場所の使い方については、職員からの指導

○学校開放や地域の有線放送、学校便り、学年通信 Ｂ Ａ はもちろんであるが、生徒にも考えさせるように
を使って学校の様子を発信している。 して、自分たちで望ましい生活ができるように指

○ボランティア活動に積極的に参加している。 導していきたい。

◇自治センター等、公共施設の使い方の指導を続け
る。

小学校と連携した教 ○小学６年生を対象とした中学校での体験授業を行 ・今後も小中連絡会等で、３つの小学校と情報を共
育を進めているか。 っている。入学後の生活に活かされていると考え 有していく。

られる。 ・小学生の中学校での体験授業や中学校教師の授業

○主にＡＬＴの派遣について小学校と連携してい 見学等の連携により、新入生のスタートがスムー
る。 Ｂ Ｂ ズにいくようにしたい。

○小中連絡会で情報交換をして、支援の必要な生 ・お互いの授業参観ができるようにしたい。

徒に対応できるよう努めている。 ・小学校の英語教科化に向け、さらに情報交換等し
◇小学校へ出向いての児童に向けての説明を検討し ていきたい。

ていく。 ・部活動で、新入生へのプレゼンテーションを考え

る。


