
評
価

達成状況（成果・課題）
評
価

意見・要望・支援策等

基礎基本の確実
な定着

・５教科を中心とした小テスト・単
元テストの実施
・話す・聞く・書く・読むスキルの
指導
・１日９０分の家庭学習の定着
・授業規律の確立
・読書活動の充実

・小テスト・単元テスト
の教科目標の正答率の達
成
・学校図書館の本の貸し
出し数の1割増
・授業の約束1０ヶ条の
指導
・やりとり帳での家庭学
習の実態の確認

ｂ

主体的な学びを
進める授業改善

・主体的に学びに取り組む課題の設
定と、次の学びにつなげる振り返り
・タブレット等ICT機器の活用
・校内研究課題「学びの魅力を伝え
られる授業の創造」への取り組み
・国や県の学力調査の結果分析と課
題への対応
・教師相互の授業参観、ワーク
ショップ形式の協議

・ベネッセ学力調査等の
正答率の向上、主体的な
学びに対する肯定的回答
の向上
・ベネッセ総合学力調査
等の正答率の向上
・学習についての生徒ア
ンケート調査
・授業参観回数
・ICT機器の使用状況

ｂ

自己肯定感を高
める活動の充実

・生徒の手で企画・運営する全校行
事・学年行事
・様々な人との交流・活動の充実
（福祉体験、働く人へのインタ
ビュー、保育実習等）
・より良い学校生活を生む委員会活
動・係活動

・行事等諸活動の振り返
りでの生徒の自己評価
・学年・学級での指導状
況
・学校アンケートでの生
徒の肯定的回答の向上

ｂ

互いを認め合
い、協働する態
度の育成

・体験活動の充実
・教師とのやりとり帳
・学級における話し合い活動の充実
・教師・生徒・PTAの挨拶運動

・活動の振り返りでの生
徒の自己評価
・学校アンケート生徒の
肯定的回答の向上

ｂ

健康な体の育成

・虫歯治療率の向上に向けた取組
・基本的生活習慣の確立
・ウイルス感染対策、熱中症防止対
策等、健康維持の指導
・体育の授業や部活動における運動
量の充実
・自他の命を大切にする安全教育の
充実

・虫歯治癒率の向上
・生活状況に関する生徒
アンケート調査
・感染症予防を踏まえた
生活態度の定着
・登下校時の生徒の状況

ｂ

健康な心の育成

・毎月行う学校生活アンケートとそ
こから見える課題への指導
・積極的生徒指導、予防的教育相談
の充実
・教師とのやりとり帳、随時行う
チャンス面談
・スクールカウンセラー、相談員、
関係諸機関等と行う組織的生徒支援

・毎月の学校生活アン
ケートから見えた課題の
解消
・学校アンケート生徒の
肯定的回答の向上
・スクールカウンセ
ラー、相談室の活用状況

ｂ

学
校
独
自

学校・家庭・地
域との連携

・学校運営協議会の発足
・年２回の三者面談
・家庭と連携した道徳教育
・学校便り、学年・学級通信、ホー
ムページ、等による情報発信
・学校行事の感染症対策を踏まえた
公開
・地域の人・物・事を生かした教育
活動

・道徳便りの発行（毎
月）
・ホームページの定期更
新
・学校アンケートの評価
・地域の教育資源の活用
状況

ｂ B

○「道徳便り」を通して、他の学年の道徳の
授業の様子を生徒や保護者の知る機会とな
り、道徳性の育成につながっている。
○年２回の三者面談を行ったが、保護者会の
実施を希望する声があった。
○家庭や地域と連携した活動は、コロナ禍で
ほとんどできなかったが、学校アンケートで
は、昨年度と同程度の評価であった。

○ホームぺージや学校便り等、学校の教育活
動の情報発信をより充実させていく。
○保護者会と三者面談を狙いを明確にしなが
ら行っていく。
〇保護者の方の参観が難しい行事は、本年度
同様、オンライン等を活用しながら行ってい
く。
○地域との連携場面や地域の中で中学生が活
躍できる場面を探り、活動の実施に向けて計
画立てていく。

B

○道徳だよりを通して全職員・保護者が授業の内容を理解できると思います。多変良い
試みですので、今後も続けてください。
○道徳の充実は、学校生活や家庭生活へのプラス面が大きいと思います。道徳心のある
生徒がたくさん育ってほしいと思います。
○年２回の三者面談、時間的な制約のある中大変良い試みです。
○コロナ禍の中、保護者会の開催は難しいことろがあります。オンライン等を活用した
保護者会をぜひ実施してください。
○保護者会の復活、アンケートのSNS化をお願いしたい。
○学校の環境は先生たちの頑張りにより、きれいになっていると思います。
○ホームページが以前より見やすくなりました。
○広中独自の視点での活動をしたいですね。ご協力させていただきます。
○生徒のその時々の状況を考えて、言葉遣いを含め配慮をお願いしたい。
○コロナが終息し、地域と連携した教育活動ができることを期待します。
○中学校の合併の話があまりなされていないので、具体的な話がききたいです。

自己評価 学校関係者評価
改善策

杉戸町立広島中学校　　令和３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）

○学年の生徒や教科の特性の違いはあって
も、学校として学力向上にどう取り組んでい
くかについて、学力向上委員会を中心に計画
と目標を立て、全職員が関わる実践につなげ
る。
○ＩＣＴ支援員を授業で積極的に活用し、教
師と生徒のタブレットの活用技能を向上させ
る。また、タブレットの機能を校務の合理化
へも活用していく。
○校内・校外の良い授業を参観する機会を作
り、わかる授業づくりの向上を目指す。
○読書活動の国語科や専門員会が中心となっ
て、読書活動を推進する。
○国語・数学・英語については、本年度のベ
ネッセの総合学力テストの結果や来年度の国
や県の学力調査の結果から見える成果と課題
を分析し、令和４年度の指導に生かす。

確
か
な
学
力

豊
か
な
心

健
や
か
な
体

B

○小テスト・単元テストについては、取り組
んでいるものの、その取り組み内容の差があ
る。小テストを学力向上に生かし方を教科等
で明確にしていく必要がある。
○学校図書館の本の貸し出し数については、
増加しているが、利用者が固定化されてい
る。読書活動の活性化を目指し、図書委員に
よる「おすすめの本」の紹介の新聞やポス
ター等、本に対する興味を高める働きかけを
今後も継続していく。
○それぞれの学年で家庭学習の習慣作りに取
り組んでいる。９０分行えている生徒は半数
程度と思われるが、学校アンケートの家庭学
習の項目については、生徒・保護者ともにポ
イントが上がっている。
○ベネッセの総合学力調査結果の正答率より
・１年生：正答率は、概ね全国平均である
が、数ポイント下回る教科があった。
・２年生：正答率は、全国平均を下回ってい
るが、前年に比べその差が縮まっている教科
が複数ある。

B

○コロナ禍で、体験活動を行うことが難しい
状況が続いているが、特に校外の人と関わり
ながら学ぶ機会は、オンラインや紙媒体を適
切に活用する等方法を考えて実施していく。
○校内だけでなく地域での挨拶がしっかりと
できることにつながるよう挨拶運動を発展さ
せる。
○行事や学級活動を通して、自己有用感が育
くまれるよう、また、人権教育の充実を目指
し、心の教育推進委員会を立ち上げ、学校全
体で取り組みを進められるようにする。

B

○虫歯の治癒率については、現在のところ例
年同程度の状況である。
○学校アンケートにおける「学校は安心で楽
しい」「学校は良さを伸ばしている」等の項
目については、生徒・保護者共にポイントが
上がっている。
○毎月の学校生活アンケートと学期１回のい
じめ調査を行うことで、生徒の困っているこ
とや不安なことに対し、早期対応につながっ
た。
○スクールカウンセラーやさわやか相談員を
積極的に活用するとともに、学年職員や養護
教諭と情報を共有し合い、生徒や保護者の支
援にあたることができた。

○コロナ禍の中、生徒の体力の低下は、本校
も否めない状況がある。体育や部活動だけで
なく、食育も含めた体作りを家庭と連携して
行っていく。
○コロナ禍における生徒への負の影響等への
対応も含め、生徒理解を深め、より良い支援
を行うために、スクールカウンセラー等専門
的な知識を持つ指導者による研修を計画的に
行う。
〇集団作りや学級活動の中で生かしてく生徒
指導や教育相談について研修を深め、実践に
つなげる。

○恒常的に行っている生徒会だけでなく学年
の学級委員等が企画して挨拶運動に取り組ん
ていた。学校アンケートにおける「挨拶」に
ついて、生徒・保護者共にポイントが上がっ
ており、生徒の自身の挨拶に対する自信が表
れている。
○学校アンケートにおける「行事への取り組
み」「学校は安心で楽しい」等の項目につい
ては、生徒・保護者共にポイントが上がって
いる。
○やりとり帳でのコミュニケーションを大切
にした。

○教育は日々の積み重ねが重要です。これからも、小テスト・単元テストを続けてくだ
さい。
○本の貸し出し数の増加に向けて、今後も手だてや工夫を続け、心の教育・学力向上に
つなげてください。
○図書館利用の増加に向けて、図書の充実に予算を活用してもよいと思います。
○授業前や放課後の学習会、また、朝自習や朝読書の時間を作ってもよいのではないで
しょうか。
○授業参観をする機会を増やしてほしです。（オンラインでの授業参観があってもよい
のでは。）
○生徒や教師のタブレット技能の向上は、今後の教育活動に欠かせないものだと思いま
す。
○ICT機器の研修を充実させて苦手意識をなくしていってほしいです。
○家庭学習のポイントの増加は、日々の指導の成果です。続けることの大切さを繰り返
し指導してください。
○家庭学習の定着の方策を明確にしていくとよいと思います。
○校内・校外の授業を参観する機会の持ち方を具体的に示してほしい。
○大人になり、社会人になったときに、勉強しておけば良かったと思えるような価値観
の醸成に力を注いでいったらいかかでしょうか。勉強とは、知らないことを知るわくわ
くした事。何のために勉強をして将来どんなメリットにつながるかを知る取り組みが、
主体性にも繋がるように思います。

B

○挨拶についてアンケート結果のポイント上がっているのは良いことです。挨拶の評価
の観点を明確にし指導していってほしいと思います。
○学校は安心安全である評価が、生徒や保護者が上がっているのは良いことです。教師
のポイントが課題と捉えます。要因を分析していってほしいです。
○生徒とのやりとり帳は、今後も有効活用していってほしいです。
○オンラインも活用し、体験活動を充実させていってほしいと思います。
○心の教育推進委員会の活動内容を明確になるとよいと思います。
○コロナ禍で生徒や教師の活動に支障が多く出ていると思いますが、色々と工夫をしな
がら努力をされている様子がうかがえます。
○コロナ禍で活動しにくい状況かと思いますが、今できることを粛々と進めてほしと思
います。
○日本でもお金の勉強はカリキュラムに取り入れてほしいです。

B

○虫歯の無い生活は、生徒の今後の生活にプラスになると思います。治療率の向上に力
を入れてください。
○虫歯治療率を数字で表していただきたいです。
○毎月の学校生活アンケート調査ありがとうございます。課題を洗い出すための調査は
良いことです。調査結果の保存期間を含め今後も対応お願いします。
○アンケートを行い課題や問題点を早期に解決につなげているのは良いと思います。
○今朝部活もないので、小学校のように朝マラソンに取り組むのはどうでしょう。
○食育をもう少し充実させて惜しいです。朝ご飯を食べていない子が多そうです。誤っ
たダイエットなどの講習会があってもよいかと思います。
○コロナ禍の３年目になりますが、体育・部活動・食育など家庭と連携して行っている
ことをぜひ続けてほしいと思います。

B


