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評価指標と活動計画

評価

規範意識や 1 相手の気持ちを
評価指標
評価指標の達成度
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と １ できていると考える生徒が７５％
心を持ち，
きるようにす
考えている生徒が７０％以上いる。 （アンケー
であり，目標を達成できた。
自ら考え行
る。
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，自分で考え ２ できたと考える生徒が６０％であ
徒を育成す
できるようにす
行動することができたと考えている生徒が７０％
り，目標を達成できなかった。
る。
る。
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。
８０％以上いる。（アンケート調査）
１

２

次年度への課題と
今後の改善方策

３

できたと考える生徒が８１％であ
り，目標を達成できた。

活動計画
活動計画の実施状況
生徒一人一人の人権感覚を高める取り組みを実 １ 道徳・人権についての研究授業を
施する。
各学年で実施し，校内研修を行っ
た。また，学校全体でポジティブな
行動支援に取り組んだ。

集団の中で，生徒自身が自ら考え行動する機会 ２ 運動会や文化祭は感染症対策をと
を行事や体験的な活動等を通してつくる。
りながら工夫し実施することができ
たが，修学旅行や職場体験，保育実
習等，実施できなかった活動もあっ
３ あいさつ運動を実施する。
３ た。
生徒会を中心に『朝のあいさつ運
動』を計画的に実施した。

総合評定
（評定）

Ｂ

・引き続き，道徳・人権に
ついての研修を進め，すべ
ての生徒が自分らしく安心
して生活できる学級・学校
づくりを進める。

・学校全体で取り組むポジ
ティブな行動支援の内容･
（所見）
方法を工夫し，生徒のよさ
「相手の気持ちを考え や頑張りを引き出す。
た言葉遣い」について
は，昨年度より８ポイン ・学校行事や体験的な活動
ト向上している。「自分 において，できるかぎり生
の気持ちを表現，自分で 徒が活動の計画や準備・運
考え行動」については， 営などに関わるようにさせ
コロナ禍で十分な活動が る。
できなかったが，文化祭
では，各学年，アイデア ・３学期からスタートした
を出し合い主体的に活動 ＧＡＣＶ運動（あいさつ・
することができた。あい 清掃活動ボランティア）を
さつについては，大きな 活性化させる。
声であいさつできる生徒
が増えてきている。

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
人に応じた
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５７％
（評定）
確かな学力
とともに，それ
いる生徒が７０％以上いる。（アンケート調査）
であり，目標を達成できなかった。
を育成す
を活用して課題
る。
を解決するため ２ 授業中に自分の考えを積極的に発表できたと
２ 発表できたと考える生徒が３３％
Ｃ
に必要な思考力
考えている生徒が４５％以上いる。
であり，目標を達成できなかった。
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３９％，２年生４０％，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２３％であり，すべての学年で 「授業中に積極的に発
２ 自ら学ぶ力を身
過半数いる。（アンケート調査）
目標を達成できなかった。
表」については，昨年度
につけさせる。
より１２ポイント低下し
た。さらに，生徒の主体
活動計画
活動計画の実施状況
的な学びを促す授業改善
１ 朝の読書や図書カード記入により読書習慣の定 １ 授業での読書カード制作，図書委 に努めていかなければな
着を図り，表現力等の基礎を養う。
員による本の紹介，図書カードの利 らない。家庭学習の時間
用等，図書室利用を増やす取り組み については，どの学年も
をした。
目標より１時間程度少な
２ 授業中に自ら考え発表する機会をつくることに ２ 感染症対策に留意しながら，生徒
いが，塾での学習を含ま
より，思考力を養う。
が意見を交流する場面を取り入れた
ないことが影響してい
授業を展開し，思考力を高める工夫
る。生徒の５７％，保護
をした。
者の５６％は，家庭学習
３ 自主学習の仕方についてアドバイスをし，効果 ３ 「学習の手引き」を配布し，各教
がきちんとできていると
的な家庭学習の習慣を身につけさせる。
科で学習の進め方などを指導した。
とらえている。
また，毎週水曜日をノー部活デーと
している。

・朝の学習から読書への切
り替えをきちんと行い，読
書の時間を確保する。
・鳴門教育大学や教育委員
会と連携し，生徒の主体
的・協働的な学びを促すた
めの授業改善を進める。
・すべての教科で言語活動
を充実させるための取組を
考え，実践する。
・教科間で調整しながら，
計画的で適切な家庭学習課
題を設定する。その際，タ
ブレット端末を積極的に活
用する。

自
重点課題
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己

評

価

評価指標と活動計画

評価

健康や安全 １ 健康や安全の大
評価指標
評価指標の達成度
総合評定
に留意し，
切さを理解させ １ 健康や安全に関しての行事は役に立っていると １ 役立っていると考える生徒は
（評定）
基本的な生
る。
考えている生徒をできるだけ１００％に近づけ
８４％であり，昨年度より４ポイン
活習慣を身 ２
Ｂ
る。（アンケート調査）
ト向上した。
につけた生
時間を守ること
徒を育成す
の大切さを理解 ２ 学校や家庭で時間を守ることができたと考える ２ 守ることができたと考える生徒は （所見）
生徒が７５％以上いる。（アンケート調査）
７２％であり，目標まであと少しで 食育委員が「食育クイ
る。
させる。
ある。
ズ大会」を企画・運営す
るなど，生徒が主体的に
活動計画
活動計画の実施状況
活動することができた。
１ 健康や安全に関する活動や行事を実施する。
１ 食育パワーアップ作戦，通学路安 また，防災訓練では，
全点検，防災訓練は実施できたが， 様々な状況を想定し，訓
交通安全教室，救急救命法講習会等 練を行った。時間を守る
は実施できなかった。
ことについては，学校生
２ 学校生活の中で時間を守ることの意義につい
２ 予鈴での移動等，教職員共通理解 活の中ではおおむね良好
な状態である。家庭にお
て，機会を捉えて指導する。
のもと指導を行った。
いて時間を守ることが課
題である。
開かれた学 １ 保護者や地域に
評価指標
評価指標の達成度
総合評定
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い １ 家庭連絡ができていると考える保
（評定）
めざす。
に情報発信をす
る保護者が７０％以上いる。 （アンケート調
護者が７５％であり，目標を達成で
る。
査）
きた。
Ａ
２ 学年だよりやホームページ等を通じて学校の様 ２ 学校の様子がよくわかると思って
子がよくわかると思っている保護者が７０％以上
いる保護者が８６％であり，目標を
（所見）
いる。（アンケート調査）
達成できた。
生徒としっかり関わ
活動計画
活動計画の実施状況
り，気づきを教職員で共
１ 日頃の連絡や三者面談，オープンスクール等を １ 日頃の連絡はもちろんのこと三者 有するとともに，家庭と
通じて，できるだけ子どもたちの学校での様子が
面談・オープンスクールを実施した の連絡を密にすることに
わかるよう取り組む。
が，回数は制限された。また，文化 よって，保護者の理解・
祭や運動会はケーブルテレビで放映 協力を得られることがで
きた。また，ホームペー
してもらった。
２ 学年だよりやホームページ等を通じて，教育活 ２ 教育活動の様子や感染症対策につ ジによる情報発信の回数
動の様子について積極的に知らせる。
いて，ほぼ毎日，ホームページで情 や内容の充実を図ること
報発信した。また，学年だより・保 により「学校の様子がよ
健だより・給食だより等を月一回発 くわかる」が昨年度より
１３ポイント向上した。
行した。
「評定」の基準 Ａ：十分達成できた。 Ｂ：おおむね達成できた

次年度への課題と
今後の改善方策
・「自分の命は自分で守
る」ための判断・行動が取
れるようにするための学習
や訓練を進める。
・認定こども園，小学校，
中学校，地域合同の防災訓
練を実施する。
・自分の生活を振り返り，
効果的な時間の使い方につ
いて考え，実践する機会を
設ける。

・地域協働学校運営協議会
の活動を活性化させる。
・感染症の状況に応じ，安
全を確保しながら，保護者
や地域の方々に，できる限
り教育活動を見てもらう。
・地域の人材の活用や関係
機関と連携して，豊かな体
験活動等の機会を設ける。
・引き続き，ホームページ
による情報発信の回数や内
容の充実を図る。

Ｃ：達成できなかった

＜学校関係者評価＞
・自ら考え，行動できる子どもに育ってほしい。中学生のときに，いろいろな経験をしてほしい。自分以外の人の意見や考え方から得られることは多い。
・生徒アンケートの５，６，９の項目が少し低めなので，自分に自信が持てるような体験が大切である。また，家庭での会話や自信が持てるような声かけなども必要である。
・相手を思いやれる優しい気持ちやいじめがあったら助けるという項目は高いのですばらしい。
・少人数を生かし，一人一人に気をかけてほしい。
・気持ちよくあいさつをすることが定着していて，校外で会ったときもかわいくあいさつをしてくれる。地域の方々もうれしく感じ，子どもたちを見守ってくれている。
・学習に関して，学校で気軽にあたりまえのように質問できる環境づくりやテストの後のフォローをしてほしい。
・先生や家族などの経験を子どもに聞かせてほしい。
・小中がしっかりと連携して，確かな学力の育成に取り組んでいきたい。
・生徒の学習意欲が向上するような授業内容をお願いしたい。
・家庭学習の時間は塾の時間を含めてもいいと思う。
・登下校の様子や休日の様子から，基本的な生活習慣が確立しており，健康安全に留意して生活できている。
・コロナ禍の中，感染症対策をとりながら，学校行事など，できることを進めていき，子どもたちのためにがんばってくれている。
・「自らの命は自分で守る」リアルな知識や経験が効果的で，危険回避行動を身に付けさせる。通学路安全点検の取り組みはよかった。
・学校ホームページで積極的に情報発信しており，楽しみにしている保護者が多い。
・保護者も積極的に学校のことを知ろうとする意識を持たないといけない。

