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評価指標と活動計画

規範意識や 1 相手の気持ちを
評価指標
思いやりの
考えた言動がで 1
相手の気持ちを考えた言葉遣いができている
心を持ち，
きるようにす
と考えている生徒が７０％以上いる。
自ら考え行
る。
（アンケート調査）
動できる生 ２ 自ら考え，行動 ２ 自分の気持ちを素直に表現したり，自分で考
徒を育成す
できるようにす
え行動することができたと考えている生徒が
る。
る。
７０％以上いる。（アンケート調査）
３ あいさつの習慣 ３ あいさつをきちんとできたと考える生徒が，
を定着させる。
７０％以上いる。（アンケート調査）
活動計画
１ 生徒一人一人の人権感覚を高める取り組みを
実施する。

２

３

集団の中で，生徒自身が自ら考え行動する機
会を行事や体験的な活動等を通してつくる。

あいさつ運動を実施する。

徳島市北井上中学校
次年度への課題と
今後の改善方策

評価
評価指標の達成度
１ できていると考える生徒が６７％
であり，目標を達成できなかった。
２

できたと考える生徒が６３％であ
り，目標を達成できなかった。

総合評定
（評定）

Ｃ

３

できたと考える生徒が９０％であ （所見）
り，目標を達成できた。
３の評価指標につい
て，目標を上回ることが
活動計画の実施状況
できた。しかしアンケー
１ 道徳の授業を中心に普段の授業を ト結果によると『相手の
参観する取り組みを実施した。ま 気持ちを考えた言葉遣い
た，各学年で研究授業を実施し，校 ができていない』と考え
内研修を行った。
る生徒が，２０％以上存
２ 防災学習，食育パワーアップ作戦 在する傾向が継続してい
等は実施できたが，非常食炊き出し る。今後とも様々な機会
体験（１年），職場体験（２年）， を通して，『思いやりの
保育実習（３年）等，各学年におい 心』の育成に努めてい
て，体験的な活動を取り入れた学習 く。生徒が活躍できる場
である，学校行事等の重
が実施できなかった。
３ 生徒会を中心に『朝のあいさつ運 要性についても再確認し
た。
動』を計画的に実施した。

生徒一人一 １ 基礎的な知識や
評価指標
評価指標の達成度
総合評定
人に個に応
技能を習得する １ 朝の読書にまじめに取り組んでいると考えて
１ 取り組めたと考える生徒が７８％
（評定）
じた確かな
とともに，それ
いる生徒が７０％以上いる。（アンケート調査）
と目標を達成できた。
学力を育成
を活用して課題
する。
を解決するため ２ 授業中に自らの考えを積極的に発表できたと
２ できたと考える生徒が４５％であ
Ｂ
に必要な思考力
考えている生徒が４５％以上いる。
り，目標を達成できた。
等を育成する。
（アンケート調査）
３ １日平均１,２年生は２時間，３年生は３時
３ １年生５０％，２年生４１％，３ （所見）
間の家庭学習ができていると考えている生徒が
年生５０％であった。目標まであと 昨年に引き続き，家庭
２ 自ら学ぶ力を身
過半数以上いる。（アンケート調査）
少しなので改善可能である。
学習の充実を教職員共通
につけさせる。
理解のもと取り組んでき
たが，まだまだ十分では
活動計画
活動計画の実施状況
ない。『自分の考えを発
１ 朝の読書や図書カード記入により読書習慣の
１ 図書委員による本の紹介，授業で 表する』は，新学習指導
定着を図り，表現力等の基礎を養う。
のポップ制作，図書カードの利用 要領でも求められる，育
等，図書館利用を増やす取り組みを 成すべき力と捉え，今後
した。
とも場面を設定し，日々
２ 授業中に自ら考え発表する機会をつくること
２ コロナ禍の中であるが，発表の機
の学習活動の中で粘り強
により，思考力を養う。
会を減らさない授業展開を計画し，
く取り組んでいく。２の
思考力を高める工夫をした。
項目は昨年度より１０％
３ 自主学習の仕方についてアドバイスをし，効
３ 家庭学習を実施する生徒は増加傾 増加している。
果的な家庭学習の習慣を身につけさせる。
向にある。また，毎週水曜日をノー
部活ディとし，質問教室を実施し
た。

・それぞれの学年において
様々な体験的な学習に取り
組む予定であったが，コロ
ナ禍の中，学校行事や部活
動での生徒の活躍の場が減
り，『目標を持って生活で
きた』と答える生徒が減少
した。学校生活に関しては
概ね高い自己評価を示して
いる。今後さらに新たな企
画を模索し，継続的に進め
ていく。
・『特別の教科 道徳』の
実施２年目の反省をふま
え，道徳の年間計画に人権
教育をどのように位置づけ
ていくかさらに検討し，よ
り本校の実態にあった計画
の作成と授業の実施に取り
組んでいく。
・『朝のあいさつ運動』を
生徒会を中心に継続するこ
とにより，笑顔のあふれる
学校づくりに取り組んでい
く。
・今年度新聞を読み，感想
を書く活動を始めた。『朝
の読書』をさらに充実させ
るため，今後とも工夫改善
に取り組んでいく。
・『生徒自らの考え』をよ
り多くの場面で発表できる
ようにするため，研究授業
等を通して，授業改善に取
り組んでいく。
・『家庭学習の習慣化』と
『家庭学習の中身の充実』
を念頭に，粘り強く・計画
的に取り組むとともに，各
家庭に協力を呼びかけ，家
庭と学校が連携しながら，
学習習慣の確立を目指して
いく。

自
重点課題

重点目標

己

評

価
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評価

健康に留意 １ 健康の大切さを
評価指標
し，基本的
理解させる。
１ 健康や体づくりに関しての行事は役に立って
な生活習慣
いると考えている生徒をできるだけ１００％に
を身につけ ２ 時間を守ること
近づける。（アンケート調査）
た生徒を育
ことの大切さを
２ 時間を守ることができたと考える生徒が７５
成する。
理解させる。
％以上いる。（アンケート調査）

評価指標の達成度
１ 役立っていると考える生徒は８０
％であった。コロナ禍で実施不可能
な行事が多数あった。

活動計画
１ 健康や体力づくりに関する活動や行事を実施
する。

活動計画の実施状況
１ 薬物乱用防止教室，食育パワーア
ップ作戦は実施できたが，ブラッシ
ング指導，救急救命法講習会，防災
炊き出し体験等は実施できなかっ
２ た。
予鈴での移動等，教職員共通理解
のもと指導を行った。

２

学校生活の中で時間を守ることの意義につい
て，機会を捉えて指導する。

開かれた学 １ 保護者や地域に
評価指標
校づくりを
対して，積極的 １ 学校は家庭連絡をきちんとしていると考えて
めざす。
に情報発信をす
いる保護者が７０％以上いる。
る。
（アンケート調査）
２ 学年だより等学校からの各種たより等を通じ
て学校の様子がよくわかると考えている保護者
が７０％以上いる。
（アンケート調査）
活動計画
１ 日頃の連絡や三者面談，オープンスクール等
を通じて，できるだけ子どもたちの学校での様
子がわかるよう取り組む。

２

学年だより等の各種たよりを通じて，教育活
動の様子について積極的に知らせる。

次年度への課題と
今後の改善方策

２

８２％の生徒ができたと考えてお
り，目標は達成できた。

・アンケート調査では，家
庭で決められた時間を守れ
（評定）
ていると考える保護者が，
５５％と生徒の考えとずれ
Ｂ
が見られる。学校では人の
（所見）
目が多いのでは緊張感が違
本年度も様々な講演
うのかもしれない。今後と
会・講習会を計画してい も家庭と学校が連携して，
たが，すべてを実施する 繰り返し粘り強く指導に当
ことはできなかった。来 たっていく。
年度に向け今後よりいっ
そう内容を吟味し，マン
ネリ化を防ぎ，生徒が興
味関心を持てる内容の企
画を検討していく。
総合評定

評価指標の達成度
総合評定
１ 家庭連絡ができていると考える保
（評定）
護者が７６％であり，目標を上回る
ことができた。
Ｂ
２ ７３％の保護者が各種たよりをよ
く読んでいると考えており，目標を
（所見）
達成することができた。
各家庭・地域に対し，
学校行事や各種便りを通
活動計画の実施状況
じて情報を発信してき
１ 日頃の連絡はもちろんのこと三者
た。概ね目標を達成でき
面談・オープンスクールを実施した
たと考える。しかし今年
が，回数は制限された。また北中祭
度は実際に生徒の活動を
は映像で開催，連合運動会等は中止
見ていただく機会が少な
となった。
かった。今後とも，『開
２ 学年だより・給食だより・保健だ かれた学校』を念頭に，
より等を月一回発行するとともに， 情報発信の工夫に努めて
ＨＰを利用して発信することができ いく。
た。

「評定」の基準 Ａ：十分達成できた。 Ｂ：おおむね達成できた

・各家庭への情報発信は，
プリント・ＨＰ・メール等
いくつかの手段を活用して
いる。本年度は生徒の活動
する姿を見せることができ
なかったので，保護者は残
念に思っている。コロナ禍
の中で制限があったり，個
人情報に対する配慮が必要
だったりするが，地域へ生
徒の様子が伝わるよう，情
報発信を工夫する必要があ
る。地域の関係諸機関と連
携を図りながら，本校の情
報をより積極的に発信でき
るよう努めていく。

Ｃ：達成できなかった

＜学校関係者評価＞
・ コロナ禍の中一致団結して，１年間大きな問題等なく安心・安全に過ごせたことは評議員として，大きな喜びであった。引き続き
適切な指導をお願いしたい。
・ 部活動に対しては生徒，保護者の本音を聞き取り，実情にあった改善策を考える。
・ 子どもたちの様子を見ると，たいへん落ち着いて授業を受けられている。学習規律や服装等がきちんと守られている。
・ 水曜日に実施されている質問教室では，多くの生徒が積極的に先生に質問できている。非常に良い傾向なので継続してほしい。
・ 不登校の対処では，子どもたちや保護者の願いを正面から受け止め，具体的な手を打つとともに魅力的な学校づくりをする。
・ これから入試シーズンを迎えることになるが，生徒たち一人一人の希望に添った進路決定へ向けてサポートしてほしい。
・ ＧＩＧＡスクールに関しては，生徒のためになる活用法を研究する。

