
(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

①②③より分かり易い授業と生徒に考えさせる
　授業を目指し全教員が研究授業を年1回以上
　実施した。
①②③生徒の生活実態や学習状況を把握した
　少人数指導や、習熟の程度に応じた指導を
　充実し、基礎的な学力の定着を図った。
②⑤⑦「星陽サポートタイム」を継続して実施し
　ている。今年度は３名の指導者で実施
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69.0%から68.0%
　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教科の域を超えてなお共通して取り組める校内研究を
　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。
○生徒の達成感のについては、以前よりも自己評価が、厳
　しくなっており、自己分析がしっかりとできるようになってき
　ている。自己肯定感を育てる意味でも、過程を重視しつつ
　も結果を出させたい。

・評価Bは適切である。
・学習過程の中で、生徒一人一人が学ぶ喜びや達成感を得られるような学習・評価方法の工夫・改
善、新学習指導要領の実施に向けた研修も併せてお願いしたいところである。
・自己評価結果及び改善の方策は、継続した取組みで適切と思われる。
・アンケート結果では、教師の学習指導への熱意が必ずしも生徒に伝わっていないように思われ
る。
・全国学力調査で全国平均を下回ったことから、少人数のメリットを生かしつつ、結果重視の厳しい
指導も期待するところである。
・少人数指導の実施、同室複数指導の実施、「家庭学習強化週間」の実施、と様々な角度から学力
向上を目指して取り組まれている。
・評価項目③・④において、生徒・教師と保護者との感じ方に若干の相違がみられる。家庭学習で
の保護者を含めての取り組み方に効果的な指導をお願いしたい。
・生徒がわかる授業、基礎学習の徹底を重視していただき、生徒自身が学力の向上を実感できる仕
組みを構築してほしい。
・「家庭学習強化週間」「自主学習ノート」の継続取組は評価できるが、アンケート結果には課題が
残ると思われる。

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日々の学級指導を充実した。
①②全教職員による登下校指導の実施した。
②③④「カウンセリング月間」による教育相談を
　充実(６・１１月）した。
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83.3%から83.5%とやや上昇した。

A

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
　向き合い、大きな問題行動ゼロ、不登校ゼロを継続する。

・評価Aは適切である。
・三者の肯定的評価（４・３）の割合も高く、生徒たちの様子からも生徒指導の充実がうかがえる。
・継続した生徒指導に取り組むことで、不登校ゼロを達成するなど、評価できるところである。ただ、
生徒のアンケート結果で「学校では時間を守って、けじめのある生活を送っている。」がやや下降し
ていることが学習結果にも繋がっているのではないかと考える。この点について、分析を行っていた
だきたい。
・何よりも全校生徒が全員登校されているということは素晴らしい。そういう状況にするために、それ
まで教師が様々な方面からの、一人の生徒を大切にする、惜しみない努力が実を結んでいると思
われる。
・小規模校の利点を生かし、教師と生徒の距離が非常に近く、喜びもそうでないことも共有しなが
ら、一人一人の生徒をしっかりと大切にしながら、けじめ、ルールを伝えていると思う。
・生徒質問紙での８割以上が肯定的な回答が多いことからも、基本的な習慣が身についている。学
校においても生徒と向き合い、より良い改善に繋げていってほしい。
・大きな問題ゼロ、不登校ゼロは十分評価できる。教師側の自己満足で終わらないよう、１００％を
目指して継続して行っていただきたい。

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を
　活用した。（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
　自尊感情や自己有用感の育成した。
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
　ムジカドルチェ&バッタくんプロジェクトを
　招聘し、参加者が増えた。

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今後も図る。
①今年度から実施されている評価についての研修を深めた。
　さらに、発展させていく。
②親子人権学習会の休日開催を今後も継続すると同時に
　内容をさらに高めることで参加保護者の増加を図る。
〇生徒の人権感覚は、年々高まってきてるように感じる。
　継続した取組をすすめていく。

・評価Bは適切である。引き続き、道徳の評価、指導方法の工夫・改善を図り、生徒の道徳的実践力
の向上につなげていただきたい。
・継続的に取組まれている。また、親子人権学習では講師招聘を工夫され、参加者を増やすなど評
価できるところである。
・今年度から道徳の教科が始まったことで、生徒アンケートの道徳のポイントが上がっていると考え
る。　しかしながら、それについての取組と評価がないのが残念である。
・地域づくり研究大会時等、人権作文の朗読では、本当に堂々と、また、しっかりと発表していて素
晴らしかった。そうした発表、意見を持てるよう、きめ細やかな指導をしてくれる教師の努力がうかが
える。
・評価は適切である。伝統行事になっている折り鶴配布等、地域行事への積極的な参加を今後も継
続することをお願いしたい。
・新しい取組としての親子人権学習の内容は有意義であったと思われる。今後も保護者の参加を増
やし、保護者と同じ目線での講演等の機会を増やしていただきたい。

令和元年度　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

・自己評価方法は適切である。
・生徒、保護者及び教師アンケートが３者比較、年度推移で示され、わかりやすい評価方法となって
いる。そのことから今年度の成果と課題が明確になっており、改善の方策も具体的に示されてい
る。
・アンケート結果の分析データが、見やすく表・グラフにまとめられており、三者比較もしやすい。
・生徒・保護者・教師、とそれぞれの視点、観点から自己評価をしているのが、客観的であり、また、
とても分かりやすい。また、項目によっては、自分に厳しく、控え目に評価されているのではないか、
と思う部分もある。
・昨年度の学校関係者評価書での意見が盛り込まれており、本年度の取組状況も確認できるため
評価できる。
・各評価項目に対応した取り組み状況を今後も具体的に整理され、数値化してわかりやすくしてい
る点は評価できる。しかしながら、分析も必要ではあるが、学生の本分である学習指導において、
「家庭学習強化週間」のアンケート結果で、“できなかった”と回答する生徒がいることに、多分に課
題が残されているように思われる。



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や、
　　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
　　生徒参加等を継続している。
②生徒会を中心とした行事の実施している。
②「ひとりひと役を推進した。
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
　男女合同での活動している。
〇バレー部男子は、三木中との合同チーム
　で大会に出場した。

Ａ

①来年度も生徒数増加に転じるが、今の方向性を継
　続し、学校再編を見据えた生徒ファーストの工夫した
　進め方をさらに検討する。
②新生徒会も、今年度同様、全員に活躍する場を与え
　ていくことで生徒の主体性を育んでいく。
③部活動については４つの部活動に精選した形ですす
　めているが、学校再編を視野に入れた活動にも取り組ん
　でいく。
〇少人数教育のメリットを最大限に生かせるよう、活躍の
　機会を与えていく。

・評価Aは適切である。
・学校行事・生徒会活動において、一人一人の活躍の場が多く設定されており、少人数教育のメリッ
トが十分に生かされている。
・教職員は、少人数の中、生徒のことを考え、いろいろと工夫されて活動している。特に部活動につ
いては、学校再編を見据え三木中学校との交流を一層すすめられたい。
・生徒会を中心とした行事も、それぞれ、自主性と前向きな責任をもって進められている。体育祭に
おいても、少人数で休む間もなく活動し、そしてお互い助け合うことを、瞬時に実行に移されていた
ように見えた。
・今年度より、いよいよ学校再編に向けての動きが出てくる年度として、生徒に負担の無い進め方
で、生徒・保護者・教職員と一体となり取り組んでいってほしい。
・生徒主導の活動機会を増やし、地域の活動へも積極的に参加できるよう配慮願いたい。

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必要に応じて特別支援教育校内委員会
　を開催した。
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
　教育を推進した。
〇関係機関と連携することで、生徒の必要
　としている支援を理解し、指導に生かすこ
　とができた。

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。
〇関係機関との連携をより強固なものにしていく。

・評価Bは適切である。引き続き、特別支援教育校内委員会の（月1回）や、ユニバーサルデザイン
教育の実践に取り組んでいただきたい。
・支援を必要とする生徒に対して、関係機関と連携し取り組まれている。
・プライバシーの問題もあって、関係する資料がないと思われるが、来年度以降、特別支援教育の
資料を検討されたい。
・今後も一人一人に寄り添った教育をお願いしたい。
・評価は適切であると思われる。情報交換の場を設定し、生徒・保護者との連携を密にとっていただ
き、教育・支援を続けてほしい。

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計画通り年間４回のオープンスクール実施
　できた。保護者の参加が増えてきている。
②計画通り、学校通信を発行できた。
④生徒がスタッフとして夏まつりや文化祭の
　地域の行事に参加することができた。
〇地域行事に参加することが定着し、地域
　にも歓迎されている。

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
　報管理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
　子ども会行事への参加を促す。
〇家庭・地域の方に、学校に対してより関心を持っていただく
　ために、さらに工夫をこらした取組をすすめる。

・評価Bは適切である。
・地域との連携においては、生徒たちの地域行事への参加も充実している。
・家庭への情報発信手段として、保護者の立場から学級通信の充実が望まれる。
・家庭・地域と良好な関係を築くため、継続的に取組まれている。このことで生徒が地域への理解を
深めていると考える。
・学校再編を見据えると今までどおりの地域行事への参加が難しいかと思われる。しかしながら、で
きるだけ継続できるように検討していただきたい。
・CMSについては、他校と比べて少ないように感じる。積極的な発信をされたい。
・地域行事にも生き生きと参加しているところもとても良いと思う。
・評価は適切である。オープンスクールや授業参観は参加しやすい時間帯・曜日が選定されてお
り、保護者・地域の方々との交流につながっており継続していってほしい。
・対外的なホームページ、学級通信の定期的な発行は負担がかかりすぎないように取組を続けてい
ただきたい。

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全教師が研究授業を実施し、指導力の向上
　に努めた。
②生徒指導力を向上促進するためにカウンセ
　リング研修を実施した。
③三校合同による生徒指導に関する夏季研
　修会を実施した。（小中連携教育，キャリア）
③研修資料配布による紙上研修を実施した。
　（授業改善、生徒指導、働き方改革等）
〇教職員が日々元気に生徒と向き合うため
　業務改善は進んでいる。

Ｂ

①さらに少人数指導、同室複数指導の効果的にすすめる
　指導方法の研修を実施していく。
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
　実施していく。
〇生徒理解のためのカウンセリング研修を今後も実施
　していく。また、教職員がさらに元気になるように、業務
　改善を進めていく。

・評価Bは適切である。引き続き、資質の向上に励んでいただきたい。
・教職員のアンケート結果からも高いポイントがうかがえ、取組の成果と考えている。しかしながら、
学習指導の項目については、ポイントが下降していることから、この辺りを意識した研修等の実施に
取り組まれたい。
・評価及び改善策も適切と考える。今後とも研修に励み、スキルアップと意欲を高めていってほし
い。
・現状での研修参加等の活動で十分評価できると思われる。

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、下校指導を実施した。
①自転車保険の加入促進をすすめた。
②避難訓練の実施　時間を知らせずに実施し
　た。また、地域の防災訓練に生徒が参加し
　た。
③生徒会保健部を中心に保健指導をすすめた。
③熱中症予防講演会や薬物乱用防止教室を
　実施した。
③学校保健委員会を実施した。（12月5日）
〇大きな怪我や病気もなく、登校日数の８割は
　全校生徒全員出席である。

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。
　今年度より体育祭の組体操を行わず、マスゲーム
　に切り替えた。今後もその方向で進めていく。
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。
〇今後も迅速な対応で安全管理に努めていく。

・評価Aは適切である。引き続き、生徒や校区の実態を考慮した安全指導に努めていただきたい。
・生徒の交通安全と健康を第一に考え、適切に取り組まれている。
・生徒の安全を第一に考えながら、行事等、計画・立案されている。
・評価は適切である。体育祭に対する昨年度の意見を反映して種目の変更がしっかり行われてお
り、新しい種目での取組がなされている。これからも生徒数や競技種目の見直し等を定期的に行っ
ていってほしい。
・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％維持を次
年度以降も続けていってほしい。
・現状での取組で十分評価できると思われる。広い校区、地域の実態を考慮した安全指導、防災訓
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 等を実施した。
②立春式の実施（講師による講話）した。
　人権推進課の竹尾先生に講演して
　いただいた。人権の視点から大人として
　人として大切なことをお話ししていただいた。
○進路説明会を全学年対象とした。1,2
　年生の保護者も多数参加された。

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、９年間を見通したキャリア
　教育、進路指導を充実させる。
○全学年対象の進路説明会は、好評であったので、今後も
　継続実施する。

・評価Bは適切である。
・全学年を対象とした進路説明会やトライやる・ウィーク等の取組において、きめ細やかな指導がさ
れている。引き続き、進路指導が単なる進学指導となることのないよう、キャリア教育の充実に取り
組んでいただきたい。
・継続的な取組に加え、全学年を対象とした進路説明会を開くなど充実した取組みができている。
・トライやる・ウィークのビデオを見て、参加した2年生が様々な場で、いろいろな経験をして人の温
かさや優しさ、また、仕事の大変さ・うれしさを感じ取っていた。そして、最後には、誰もが、感謝の言
葉を口にしていたことは、本当に良い経験をされたのだなと思った。
・評価は適切である。学年に応じた指導を今後もお願いしたい。
・現状での取組で十分評価できると思われる。引き続き積極的な進路情報の提供をお願いしたい。


