
評
価

達成状況（成果・課題）
評
価

意見・要望・支援策等

基礎基本を
定着させ
る。

・「授業の約束１０か条」の
徹底により、授業規律の確立
と定着。
・朝読書を通年で実施
・小テスト、単元テストによ
り基礎基本の定着と習熟度の
確認。
・家庭学習の習慣化

・生徒アンケート
・テストの結果と家
庭学習の時間の伸び
・生徒アンケート
（学校と家庭の評価
の差を縮める） A

学習指導を
改善する。

・杉戸町授業スタンダードを
基にした効果的な授業の実
践。
（※明確な課題設定と振り返
りを重点とする）
・県学力学習状況調査の結果
の分析から指導力向上に向け
た教科会の実施
・ICTを活用した授業展開。

・各教科の授業参観
や指導案の内容確
認、生徒アンケート
結果
・教科会の実施と相
互の授業参観の実施
状況
・ICT機器の使用状況
と授業参観

B

基本的生活
習慣を定着
させる。

・めざす生徒像「礼を正し、
場を清め、時を守る生徒」
「当たり前のことをやり抜く
生徒」の育成に向けた学年・
学級指導
・「生活の約束１０か条」に
よる生活習慣の確立・定着

・学年、学級指導の
状況
・「生活の約束10か
条」の定着状況（ア
ンケート結果より） A

生徒の人権尊
重意識を高め
る。

・心の居場所がある学年学級
経営
・ローテーション方式による
道徳授業の展開と生徒の道徳
性の実態把握により道徳的実
践力を高める。
・学校、学年での不登校生徒
への対応、連携

・不登校生徒の増減状
況
・道徳教育の充実
・ふれあいサーズディ
の完全実施
・人権WEEKの活動の充
実
・スマイル賞の受賞状
況

B

安心・安全
な学習環境
をつくる。

・静かで落ち着いた生活習慣
の確立・定着
・自他の命を大切にする安全
指導の充実

・生徒アンケート
・登下校の生徒の状
況
・安全教室の実施
・感染症防止の生活
様式の定着

B

健康意識と
体力を向上
させる。

・歯磨き指導や治療勧告等に
う歯治療の推奨
・基本的な生活習慣の習得指
導（就寝起床時刻、朝食の摂
取等)
・体力向上及び健康教育
・休養を確保した部活動の実施

・う歯治療率９０％
・生徒アンケート
・体育や部活動にお
ける基礎体力の向上
・部活動の町の基本
方針に則った活動状
況

B

学
校
独
自

家庭・地
域、関係機
関との連携
を推進す
る。

・学校だより、学年だより、学級
だよりの発行による情報発信
・学校ＨＰの定期更新による情報
発信
・区長、民生委員、主任児童委員
等の方々との意見、情報交換の場
の設定
・PTA組織を生かした情報発信、
意見交換
・地域の人材を活用した教育活動
の実施

・各種の発行状況

・学校HPの更新状況
と閲覧数
・地域活動、パト
ロールの実施状況
・PTA活動の活動状況
・地域人材の活用状
況
・保護者アンケート
結果

B Ｂ

・学校だよりは月1回の発行。学年だよりは週1回以上、学級だよりも多くの担任が発行した。すべ
ての便りに管理職が内容の確認をおこなったうえで配布することを年間を通しておこなった。
・学校ＨＰについては学校だよりをはじめ、昨年度よりも更新頻度を上げることができた。またメー
ル配信サービスも290通（1/20現在）を超え、各家庭に学校からの連絡や学区内の工事状況、部
活動の連絡など幅広く情報を提供できた。
・地域活動やパトロール、ＰＴＡ活動は例年のようにはおこなうことができなかったので、来年度は
感染症の状況から活動の有無、可能な条件を考え取り組んでいく。
・地域人材として読み聞かせをおこなった。例年は1冊の絵本をクラス全員で見るスタイルだった
が、感染症予防のため今年度は机イスを動かさずに自席で朗読を聞くというスタイルをとった。

・「学校の様子や取り組みを家
庭に伝えているか」というアン
ケート項目では昨年度も低かっ
たことから今年度は強化してき
た（教員平均3.5）。しかし保護
者は3.0と低くはないが、改善
が必要である。保護者が欲しい
情報を便りを作成する教員に
指導し、学校側からのメール配
信も全教員が使用していくよう
進めていく。

A

・コロナでできない活動は仕方がないことであり、その他の
取組を見ると評価はAでいいのではないかと思います。
・引き続きの課題ですが、学校の取組が保護者に十分届いて
いない部分もあるようです。保護者側にも問題はあるかと思
いますが、ICT導入を機会に、忙しい保護者へ伝える工夫に取
り組んでください。すでにメール配信などの情報量は近年以
上に向上していると思います。
・今年度は外部の方との交流もできなかったと思いますの
で、こういう時こそメールなどをうまく使っていくといいの
ではないかと思います。

杉戸町立杉戸中学校　　令和2年度　　学校評価（学校自己評価・学校関係者評価）
評
価
項
目

目標 具体的取組
指標

（指標ごとの評価）

自己評価
改善策

学校関係者評価

・朝学習の取組の他にも常
に質問を受け付けるよう働
きかけるとともに、支援を要
する生徒には教科担当や
担任が個別に対応してい
く。
・生活ノートに家庭学習の
ページがあるが、各教科で
の宿題を出すなど家庭学
習の機会を増やす必要が
ある。
・各教室へのホワイトボード
や書画カメラの配備に伴
い、活用法研修と相互の授
業参観をおこない技術を高
め、ＩＣＴを駆使し、生徒の
知識の定着、関心の向上
を図る。タブレットと紙の使
い分けをしてく必要がある。

A

・本当の学力とは生きる力だと思いますが、希望を失った
り、希望の見えない生徒がおり、それは学校のみならず保護
者、地域の責任だと考えています。
・朝学習など先生にわからないところを質問できる場がある
のはとてもいいと思います。
・感染症対策の中で学習指導法、学習形態等今までと違う新
たな方策の構築が必要になっています。今こそプロ集団教師
による新たな教育の創造を大いに期待しています。
・教科会や授業参観などの活動に加え、ICT研修などの努力は
十分評価できます。生徒指導やコロナ対応などの負荷が増す
中、教員のQOL（生活の質）も考慮しながら効率よく継続して
ほしい。
・学力テストでの英語の落ち込みが昨年度から解消の方向に
向かい、全体的に学力の底上げが見られ、先生・生徒の頑張
りだと思います。
・3年の教科別得点グラフでは、理科と社会、英語で低得点に
も山が見られ、平均点だけでは見えないところにも後押しが
必要だと思います。
・教師、生徒、保護者の評価が一致してこそ大いなる成果
（学校の特色）が生まれます。三者の評価が異なる項目を再
度検討してみてください。

・外から見る限りだと生徒達は交通ルールをよく守っており
ます。穏やかな雰囲気が登下校時に感じられます。
・7割達成できれば大いなる成果、10割達成を目指すと心に痛
みを持つ生徒が生まれると私は思っています。また、7割を目
指すことで自然と10割に近づいてくると思います。
・スケアードストレイト教育技法による交通安全教育をやっ
てみてはいかがでしょうか。
・部活動も地域連携活動へ移行するところですが、適材適所
として教員の負担を減らせないだろうか。そうすることで従
来の部活動に入って来難い生徒も引き込むチャンスかもしれ
ません。
・健康面では感染症予防をおこないながら従来のレベルを落
としていないのですからA評価でいいと思います。

・家庭の教育力・経済力が子供に与える影響を考えると問題
は多々ありますが、救いの声を上げられない子供の手立てを
切にお願いします。
・コロナをはじめ、どんな環境においても同じ結果を出すこ
とや同じ基本となるものが本物の教育の基礎基本となるもの
です。「黙食」が注目されていますが、昔は黙食が当たり前
でした。黙食や一人学びなど考えるいい機会だと思います。
・1年→2年での成長が見られる結果で、生活10か条の継続が
効果を上げているのではないかと思います。
・不登校生徒や相談対応ではよく注意されていると思います
が、教員の負担軽減を含めて、外部機関との連携が一層必要
になるかと思います。
・10人いたら2人は違う方向を向くことは組織の当たり前と考
えています。そこで、勉強やスポーツにおいて１つでも自信
をつけることが豊かな心、健やかな体に結び付くと考えてい
ます。

・教育相談の対応件数が増加
しているため、担任の負担を軽
減させる意味でも副担任が間
に入り、欠席連絡や相談室に
登校した際の対応など学年で
対応していくよう組織を整理す
る。
・生徒や保護者との面談は複
数対応とし、外部機関とも積極
的に繋げて最善策を考慮して
いく。
・ニコニコデーやふれあいサー
ズデーについては教員からの
働きかけだけでなく、生徒から
の広報活動もおこない周知さ
せていく。また、該当日には教
員が意図的に言葉に出すこと
でも広めていきたい。

A

健
や
か
な
体

Ｂ

・感染症予防のため、登下校の服装は体操服（冬場はジャージ着用）とした。朝の登校の様子を
見ていると時間ギリギリに来る生徒も少なく、3分前には全員校舎内に入っている。
・安全指導では大地震を想定した引き取りカードを作成し、全家庭から回収している。
・避難訓練は実際に避難する訓練を実施することはできなかったが、竜巻を想定したものや全ク
ラスに火災についてのビデオを流し、避難の手順や重要性を担任から指導するなど内容を試行
錯誤しながら実施し、安全に対する意識を高めることができた。
・自転車事故は昨年度1件に対し、今年度は6件と多く、その都度担任による指導または学年集
会などで指導をおこなった。地域の方からの連絡も数件あり、登下校の立哨指導をおこなうなど、
対策をおこなっている。
・歯磨き指導についてはコロナの関係で学校での指導が難しいが、家庭で取り組めるいい機会と
して親子でできるよう2セットずつカラーテスターを配布した。う歯治療については11月と1月にも
再治療勧告をおこない、治療率9割までになった。
・部活動においては感染症予防、町の基本方針に則った活動を完全実施することができた。

・自転車事故が多く、地域の方
から危険運転の連絡も入ること
があるため、今年度以上の対
応が必要である。学校から離れ
た場所の安全指導、定期テスト
期間中の登下校の指導など計
画的におこなっていきたい。
・部活動については部活動とク
ラブ活動の区別を明確にし、今
年度同様に全職員に周知して
いくことで徹底していく。

A

確
か
な
学
力

A

豊
か
な
心

A

・生活の約束10か条アンケートでは10項目中9項目で9割を超えた。ノーチャイムでの生活で時間
を意識し、身だしなみを整え、スマイル賞の取組の効果もあり仲間を思いやる生徒が多く、落ち着
いた生活ができている。
・毎月「いじめのない学校生活を送るために」というアンケートをおこない、自分・友達・クラスの生
活を見直す機会とした。記入された内容については面談、家庭連絡をすることで早期対応に努
めた。また、アンケート結果に限らず、朝読書の時間や昼休みの時間に副担任の教員が校内を
巡回することで大人の目を切らさないように心がけた。いじめ件数（12月末時点）は昨年度18件に
対して今年度は9件と減少傾向にある。
・教育相談の面では12月末の時点で26件（昨年度同時期21件）とやや増加傾向にある。適応指
導教室や家庭訪問、家庭との情報交換など個別対応をおこなっている。
・道徳の時間では学年職員がローテーションで全クラスを担当している。担任や教科担当だけで
なく、全学年職員で授業を担当できることで、多くの目で、多様なアプローチで生徒の道徳的実
践力の育成を図った。
・生徒会主催のニコニコデーや毎週木曜日のふれあいサーズデーについては、子どもに周知さ
れていない部分や教職員が徹底できていない日もあり、来年度の課題としたい。
・スマイル賞は1064枚（1/20現在）の受賞となっている。教員を推薦する生徒もあり、生徒の心の
育成に大きく貢献している。

・授業の約束10か条アンケートでは10項目中5項目で9割（4段階の３・４の合計）を超
えた。次の時間の準備や服装、先生や友達の話を聞くという項目がとくに高かった。
「わからないときに質問する」という項目が7割と他と比べて数値が低く、改善が必要で
ある。・定期テスト前は「朝学習」と称し、教員が各教室に分かれ、テスト勉強をしてい
てわからない生徒が自由に質問に来る時間を設けている。しかし出席者も限られてい
るため充実を図る。
・春の休校期間明けに今年度は授業数が例年より少ないため小テスト、単元テスト、
学年で取り組むスペコンなどを多く実施し、知識の定着と評価材料を増やすよう呼び
かけた。小テストの実施回数を増やしたこともあり、家庭学習についてのアンケートは
生徒保護者ともに平均が3.1と3.2と差はなく、家庭学習の時間が確保されているよう
である。
・各教科で前時の内容の確認（テストをおこなう教科も）と授業の最後に本時の課題に
沿った振り返りを確実に行うことを全職員に研修で確認した。管理職をはじめ空き時
間に相互の授業を参観する姿が多く見られ、効果的な授業実践を見合い、いい刺激
となっている。
・学力学習状況調査の結果は主幹教諭から各教科へおろし、教科会において分析
し、改善を図っている。。相互の授業参観を通じて意見交換の材料になっている。
・全生徒にタブレットが導入され、各クラスに書画カメラとホワイトボードが配備され、活
用に向けて教員を対象とした研修もおこなった。個人（教科）によって活用の頻度の
差はあるが、新たに使用する先生も増え、確実に前進している。（タブレット支給が12
月中旬、ホワイトボードなどの配備は1月中旬）


