
(様式）

学校名 三木市立星陽中学校

1 学校教育目標 ４　自己評価方法の適切さについての学校関係者評価

　　　　主体的に学ぶ　こころ豊かで　自立した たくましい生徒の育成

２　本年度の重点目標

３　自己評価結果（達成状況）【　Ａ：達成している　　Ｂ：概ね達成している　　Ｃ：あまり達成していない　　Ｄ：達成していない　】 ５　評価の観点ごとの学校関係者評価

評価の観点 評価項目（取組内容） 取組(達成）の状況 評価 改善の方策 学校自己評価結果及び改善の方策の適切さについての評価

学習指導

①主体的、対話的で深い学びとなる
　授業づくり
②基礎基本の徹底
③わかる授業づくり
④家庭学習の習慣化
⑤放課後や長期休業中の補充学習
⑥学習方法の指導
⑦ひょうごがんばりタイム」の推進

①③東播磨・北播磨中学校数学科研究大会に
　向けて、兵庫教育大学 加藤久恵准教授の
　指導のもと数学科を中心に授業力の向上に
　取り組み、その中で、教科の域を超えた授業
　法、指導法（検索学習）を研修した。
②⑤⑦「星陽サポートタイム」を継続して実施し
　ている。１年生の英語、数学を重点的に指導
　している。
④⑥「家庭学習強化週間」や「自主学習ノート」
　の継続した取組によって家庭学習の大切さ
　を理解する生徒が増加傾向を示しているが、
　「学習の手引き」は十分に活用できていない。
○学校評価ｱﾝｹｰﾄで「学力が向上している」
　と回答した生徒は昨年度の72.9%から69.0%
　に下降した。学習指導に関する問いは昨年度
　を上回っている。

Ｂ

①③さらにスーパーティーチャー等を招聘した研究授業を
　実施するとともに、気軽に授業を公開し合い、授業改善に
　努める。
②⑤⑦「星陽サポートタイム」の効果的な活用や長期休業
　中の補充学習の推進を継続する。
④⑥家庭学習をさらに定着させ、習慣化させるため、「家庭
　学習強化週間」や「自主学習ノート」の取組を継続する。
④⑥「学習の手引き」の効果的な活用方法を継続して研究
　していく。
○教師側と生徒との達成感のギャップが生まれているので
　生徒指導同様さらに生徒に寄り添う指導を推進する。

・自己評価はＡが適切と考える。特にアンケート結果の推移や教師集団の学習指導への意志統一が
すばらしく、生徒にもその姿勢が伝わってくる。
・全国学力･学習状況調査の結果から見れば、評価はやや厳しすぎる。「学習の手引き」が十分活用
できていないことと、教師側と生徒との達成感の温度差が大きいためのＢ評価と思われるので、改善
策については、適切である。
・アンケート結果での教師と生徒とのギャップはあるが、全国学力・学習状況調査においても良い結
果が出ており、少人数指導の良い面が出ているように思う。
・生徒の学習意欲の向上と達成感につながるよう、生徒の家庭学習の定着化を具体的にどうするべ
きか、生徒によりわかりやすく指導していってもらいたい。そして、新学習指導要領に向けて、教師の
授業改善に努めていただきたい。

生徒指導

①基本的生活習慣の確立
②開発的生徒指導の推進
③不登校を出さない取組
④いじめを許さない学校作り

①②③④日々の学級指導の充実
①②全教職員による登下校指導の実施
②③④「カウンセリング月間」による教育相談の
　充実(６・１１月）
③不登校対策及び教育相談活動
③④「学校生活アンケート」調査実施(６・１１月）
○学校評価ｱﾝｹｰﾄで「先生は悩みや相談に
　親身になって応じてくれる」と回答した生
　徒は昨年度の86.2%から83.3%に下降した。

Ｂ

②定期的な教育相談の機会を継続し、生徒や保護者の
　悩みや相談事に真摯に向き合い、共に考える。
②③④学級活動、部活動、教科指導等、あらゆる場面
　を通した心の通い合う人間関係の構築を強化し、いじ
　め、不登校がなくなるよう開発的生徒指導の取組を継
　続する。
○一人ひとりを大切に、寄り添う姿勢を忘れずに、生徒と
　向き合う。

・昨年同様、この観点での自己評価はＡが適切と考える。学校生活における基本的生活習慣が浸透
しており、個々の生徒への対応が良く共通理解できている。
・自己評価結果及び改善の方策は適切である。アンケートで「先生は悩みや相談に親身になって応じ
てくれる」と回答した生徒は昨年度より、２．９％下降したが、一昨年よりも高水準を維持している。改
善策にある一人ひとりを大切に、寄り添う姿勢を忘れずに生徒と向き合うことを実践していただきた
い。
・アンケートにおいて昨年度より低下した部分も認められるため、定期的な教育相談･進路相談の機
会を増やしていただき、生徒･保護者の不安を取り除いていってほしい。
・問題が発生したときの対応で、不信感を抱かせてしまうことがある。生徒･保護者への事の成り行き
を詳しく説明していくことが大事と思う。また、ＰＴＡ等にも、個人情報を守りつつ、説明すべきだと考え
る。

道徳・人権教育
①教科化に向けた道徳教育の充実
②人権教育の推進

①家庭と連携した兵庫県道徳教育副読本の
　活用（副読本の内容について保護者が
　生徒と話し合う時間を持ち、感想を提出）
①地域行事へのボランティア参加を推進した
　自尊感情や自己有用感の育成
②人権意見発表会や人権ﾎﾟｽﾀｰ等作成
②講師招聘による親子人権学習会
②豊地小学校との合同親子人権講演会の実施

Ｂ

①全教職員の全ての教育活動を通じた心の通い合う人
　間関係の構築を強化し、心の教育の取組を充実させる。
①家庭と連携した兵庫県道徳教育副読本の活用を継続す
　る。
①自尊感情や自己有用感を育成するため、学校での教育
　活動以外に地域行事への参加を通した推進を図る。
①来年度新たに教科書導入に向け、年間計画の見直し等
　の準備をすすめる。
②親子人権学習会の休日開催を継続し、参加保護者の
　増加を図る。

・自己評価結果及び改善の方策は適切である。引き続き、心の教育、親子人権講演会の取組等を推
進していただきたい。自尊感情･自己有用感を育てる取組に期待したい。
・伝統行事になりつつある交通安全祈願折鶴配布等、地域行事への積極的な参加を今後も継続お
願いします。来年度からの道徳科教科書導入に向け、より一層道徳教育を充実させてください。

平成３０年度　学校評価　学校関係者評価書

○ めざす学校像
　・生徒、教師、保護者がこころ通い合い
　  やすらぎのある学校
　・学ぶ喜びと楽しさがある学校
　・規律のある美しい学校

○ めざす生徒像
　・基本的生活習慣を身につけた生徒
　・主体的に学ぼうとする生徒
　・思いやりのある生徒
　・体力や忍耐力のある生徒

○ めざす教師像
　・教育に情熱を持ち温かさと厳しさで生徒の
　　個性や能力を伸ばす教師
　・使命感と高い倫理観をもった教師
　・高い専門性と実践的指導力を培う教師

・昨年の学校関係者評価での提言を具現化し、各評価項目に対応した取組状況を具体的に整理さ
れている点が何よりもわかりやすい。
・客観的な自己評価の根拠として、直近3年間の生徒･保護者･教師別の「アンケート結果達成率」を
継続して数値化し、活用されている点も、自己評価方法として非常に適切である。
・少し控えめに評価されていると思うが、評価は概ね適切である。アンケート結果に三者（生徒･保護
者・教師）のギャップがあるため、致し方ないように思う。
・評価方法は適切である。アンケ－ト項目も、生徒・保護者・教師用の設問がそれぞれリンクしてお
り、集計結果のグラフも見やすい。ただ、生徒数が少ないことから、生徒一人ひとりが占める割合が
高く、数字だけにとらわれず、実数･実態を考慮した分析も必要であると考える。



特別活動
①学校行事の充実
②生徒会活動や係活動の活性化
③部活動の工夫

①実態に即した学校行事の見直し
　　縦割り班による２組体制の体育祭の
　　実施、合唱コンクールから合唱発表
　　会への変更、連合音楽会への全校
　　生徒参加 等の継続
②生徒会を中心とした行事の実施
②「ひとりひと役」の推進
③実態に則した部活動の進め方検討
　部員数確保、練習の効率化のため
　男女合同での活動

Ａ

①来年度は生徒数増加に転じるが、今の方向性を継
　続し、さらに生徒ファーストの工夫した進め方をさら
　に検討する。
②新生徒会は、3年生13名による運営のため、今年度
　同様、全員に活躍する場を与えていく。
③バレーボール部については今年度より男女入部可と
　し、部員数の確保したが、大会出場も視野に入れたい。

・自己評価結果及び改善の方策は適切である。生徒減少の中、部活動の選択肢の拡大に向け、全
部活動が男女入部可の形を整備するなどの工夫が見られる。
・中学校生活においても重要な位置を持つ部活動に、生徒減少による影響を極力抑えようとする工
夫が随所に見られる。また、新生徒会でも今年度同様、全員参画で取り組んでいってほしい。
・自己評価Ａは適切であると考えるが、集団生活が不可欠な特別活動本来の趣旨からすれば、少人
数という実態はあまりにも制限が大きいと感じる。
・子どもたちが好きなスポーツができないことは残念であるが、バレーボール部のように工夫をして、
可能な限り部を残すと共に、男女入部可にすることで復活できる部がないか模索していただきたい。

特別支援教育
①特別な支援を要する生徒の理解と
　支援の充実
②保護者、関係機関との連携

①特別支援教育校内委員会の開催
②保護者、関係機関等と連携した特別な
　支援を要する生徒のニーズに応じた
　教育の推進

B

①特別な支援を要する生徒については、保護者、関係機関
　等と連携しながら、全教職員で関わり、個々の生徒のニ
　ーズに応える教育の推進を図る。
①定期的な特別支援教育校内委員会の開催や情報交換の
　場の設定を継続する。
②特別支援教育、ユニバーサルデザイン教育への研修会へ
　積極的に参加する。

・自己評価結果及び改善の方策は適切である。今後も保護者、関係機関と連携し、ニーズに沿った
教育をお願いしたい。
・これからも生徒･保護者に寄り添った教育･支援を続けてほしい。
・改善の方策として、生徒同士の交流を通した理解と共生の推進を教育活動の中に明確に組み入れ
てほしいと考える。

家庭・地域との連携

①オープンスクールの開催
②学校、学級通信の定期的発行
③ホームページの更新
④地域行事への生徒の参加促進

①年間４回のオープンスクール実施
②学校通信の発行
③学校の様子を伝えるﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更新
④体育祭、文化祭への招待
　（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ利用者）
④生徒がスタッフとして夏まつり等
　地域の行事に参加

B

①休日開催のオープンスクールを維持する。午前中の授業
　参観者が増加した。今後益々魅力ある授業づくりに努め
　ていく。
③ホームページの更新に関しては、少人数がゆえに個人
　情報の観点からより慎重に更新していく。
④地域、家庭と連携しながら、より一層、公民館行事や
　子供会行事への参加を促す。

･評価、改善方策は実態に対応したものであり、適切だと考える。
・公民館行事等への積極的な参加をお願いしたい。子どもたちが参加することにより、地域がより活
性化し、子どもたちにとっても郷土愛を育てる機会になると考えるからである。
・学校通信、学級通信、学校ＨＰの充実、学校通信の地域への回覧など、生徒の活動状況・学校行
事等の情報を地域･家庭と共有しながら、さらなる連携強化を図っていただきたい。
・オープンスクールや授業参観はより参加しやすい時間帯･曜日を選定していただき、一人でも多くの
保護者･地域の方との交流を深めていってほしい。

教職員の資質向上

①教科指導力の向上
②生徒に寄り添った生徒指導の推進
③校内研修の推進
④自主的な研修への参加促進

①数学科研究発表会にむけた取組を通し、
　教科の域を超えた指導力の向上
②組織対応を通した生徒指導力の向上促進
③三校合同による生徒指導に関する夏季研
　修実施（プログラミング教育）
③研修資料配布による紙上研修の実施
　（授業改善、生徒指導、働き方改革等）

Ｂ

①少人数指導、同室複数指導の効果的な指導方法
　の研修の実施
③教科の域を超えた指導法の研修に継続して取り組む。
②生徒指導におけるチーム力の向上に向けた研修の
　実施

・管理職のリーダーシップの元、教職員の志気が非常に高いことがアンケート結果の年度比較からも
読み取れており、自己評価はＡが適切と考える。
小規模校のメリットを生かしたきめ細かな指導が学校教育の成果に現れている。今後も自己研鑽に
努められ、生徒と接していただきたい。
・今後とも、研修等を通じて、スキルアップ・意欲を高めていってほしい。・

安全指導
①安全教育の充実
②防災訓練の充実
③保健指導の充実

①交通安全教室、登校、下校指導の実施
①自転車保険の加入促進
②避難訓練の実施　地域防災訓練の実施
　地域の防災訓練に担当者が参加
③生徒会保健部を活用した保健指導
③熱中症予防講演会や薬物乱用防止
　教室の実施
③学校保健委員会の実施（12月14日）
③保健だよりの発行

Ａ

①少人数であるので体育祭等、怪我が予想される
　種目等の見直しや指導者の技術をアップする。
①自転車通学生の自転車保険の加入100%は達成。
　他の生徒への加入促進を継続する。
②より実践的な防災訓練の実施を計画する。
③大きな病気や感染もなかったので、保健指導の
　推進を継続する。

・行き届いた指導と情報発信が継続されており、自己評価結果改善方策とも適切と考える。
・体育祭では、生徒数に合わせた種目の変更、指導方法の見直し等を定期的に行っていってほし
い。
・体育祭での個々の教職員の安全への配慮の共通理解を今一度図ってほしい。
・自転車通学生の保険加入の必要性を今後もしっかり説明していただき、加入率100％を次年度以
降も継続してほしい。
・少人数、広い校区、山間の地形等、学校･地域の実態を考慮した保健･安全指導、防災教育・訓練
等の充実を図っていただきたい。

進路指導
①学年に応じた進路指導
②キャリア教育の充実

①学年に応じた進路指導（職業調べ、
　トライやる・ウィーク、オープンハイ
　スクールへの参加、進路説明会 等）
②立春式の実施（講師による講話）
○１年次より高校進学に関する情報を提供
　してほしいとの要望があった。

Ｂ

①積極的な情報提供と相談体制を整備する。
②「キャリアノート」を活用し、３年間を見通したキャリア
　教育、進路指導を充実させる。
○学級活動等において、１年次より高校進学を含めた
　中学卒業後の進路について学習する機会をもつ。

・自己評価結果及び改善の方策は適切である。各学年の発達段階に応じたきめ細やかな進路指導
と積極的な進路情報の提供をお願いしたい。
・今後もさらにキャリア教育･進路指導の充実をお願いしたい。
・適切なアドバイス･相談を強化することを今後も望みます。


