
ビジョン

尾道市立久保中学校

改善計画

7月 1月

実態把握に基づく授業改
善の推進

・授業改善実施計画の作成と実施
     1授業スタイルの確立
     2検証テストの作成と実施
・学力分析に基づく校内研修の実施

・生徒アンケート
　　学習意欲
　　達成感
　　授業満足度

80% 65.3% 74.8% 94 Ｂ

・基礎基本の県平均と比較すると、差は国＋0.5 理－
6.6英＋5.2であり 、国理英は無答率0、数は３未満を
目標としたが、国3.1理8.7英1.5数4.4であった。しか
し、生徒の７０％以上は授業を楽しみにし、意欲的に取
り組んでいる生徒も７５％いる。習ったことを生活に役
立てたいと考えている。また、８７％の生徒が学習に対
して達成感を感じている。今後も、学力、課題分析、授
業改善、検証テストを繰り返し、学力の向上を図る。

○

・生徒の課題を全職員で共有するととも
に，学習意欲を高める授業を行う。
・活動場面を取り入れた生徒主体の授業
スタイルを確立するとともに，生徒指導
の３機能を活かした授業を行う。
・基礎基本定着状況調査，全国学力学習
状況調査の分析結果を踏まえた授業改善
に取り組む。

個人カルテの活用による
個別指導の充実

・『家庭学習の手引き』を活用した年間５回の
     学習指導週間の実施
・校内検定テスト、ドリルタイムの実施

・国数英の
　検定テストの実施
　　　（年２回）

合格率
８０％
数は
70％

80%
英語

国数は
未実施

70.3% 88 B

・ＱーＵ結果から課題の見られる生徒を抽出して、個人
カルテを作成し、授業での手立てを考えるなど、個別指
導に活かしている。校内検定の取組は英語科で久保検定
を行うなどして意欲付けを行っている。国数での取組は
これからである。定期テスト前の学習指導週間には、Ｃ
評価の生徒を対象として全職員が分担して個別指導に当
たっている。

○

・家庭学習の手引きの配付時に，丁寧に
学習方法を指導するとともに，学習意欲
を高めるため自主学習ノートにＡＢＣの
評価をする。
・学習指導週間での指導内容を学習意欲
を高める内容とするため各教科と連携し
充実させる。
・久保中検定を，国語，数学，英語の３
教科で実施する。

授業及びその他の教育活
動の改善・充実

・活動の場面を取り入れた授業づくり
・生徒主体の学校行事づくり
　　各種委員会の積極的運用

・生徒アンケート
　　満足度と実施率
・教職員アンケート
　　実施率

80%

64.1%
生徒

75％
教職員

75.3%
生徒

83.4%
教職員

88 Ｂ

・授業で生徒の活動を取り入れるなどして工夫している
と答えた教員の割合は８３％から９２％まで増加した。
校内研修の成果が表れてきた。引き続き、授業改善を
図っていく。
・学校行事で生徒が主体となって活動していると捉えて
いる職員は約９２％であった。生徒委員会活動は７１％
から８３％へと増加した。今後も生徒会役員が中心と
なって委員会や係を動かし、活性化を図ることが課題で
ある。

○

・活動場面を取り入れた生徒主体の授業
スタイルを確立する。
・計画的な研究授業を実施するととも
に，授業風景のビデオ撮影を起こない，
授業改善に取り組む。
・生徒会の各委員会で生徒主体で行える
活動を企画させ，積極的な委員会活動を
行わせる。

リーダーの育成
・生徒会活動の改善と実施
　　異年齢活動の企画と実施
・地域貢献活動の企画と実施

・生徒アンケート
　　自己有用感

100% 70.6% 75.3% 75 Ｃ

・クラブ活動や学校、学級の行事に積極的に取り組んで
いると思っている生徒は８０％が８３％へ微増した。し
かし、自分がクラスや学校の活動に貢献していると思っ
ている生徒は６０%から７２％へ増加したが、自己有用
感は依然として低い。
・地域のボランティア活動に参加している生徒の割合は
６２％から６６％と微増した。今後も星の里ボランティ
ア等の取組を、生徒会（リーダー）を中心に活発にし、
有用感を高めていく。

○

・リーダー育成の観点から，「学級委
員」の活動を活性化させる。
・自己有用感，自己存在感を育成するた
めに，異年齢活動，地域貢献活動を企画
する。

継続的な指導と評価によ
る基本的生活習慣の確立

・生活ノートによる自己評価、教師評価の実施
・時間厳守の徹底
・挨拶指導の徹底
・整理整頓の徹底
・履き物指導の徹底

・生活実態調査
　　　　（年３回）
　時刻、挨拶、礼儀
　整理整頓

90% 72.6% 75.3% 84 Ｂ

・基本的生活習慣に係わる調査結果では、時間を守って
いるが８７％から８９％へ、挨拶をしているが８０％か
ら８５％へ、整理整頓しているが７１％から７２％へと
微増した。生活に係わっては課題の見られる生徒が
20％もおり、目標には届いていない。自律に向け、本
人への継続指導を行うとともに、家庭の協力をお願い
し、課題改善を行っている。

○

・授業開始時の挨拶と忘れ物点検を各教
科で徹底する。忘れ物については教科担
任と学級担任の間で連携を取り指導の徹
底を図る。
・学級担任が，生活委員会の服装点検が
自主的に，質の高い点検が実施できるよ
うに指導する。

継続的な指導と評価によ
る体力・運動能力の向上

・朝練習の改善と指導
・合同トレーニングの実施
・「走力」「筋力」「柔軟性」運動向上に係る
   年間指導計画の作成と実施

・新体力テストにおける
　「走力」「筋力」
　「柔軟性」の結果

全国平均
以上

1年男
子の
み，全
国平均
を上
回っ
た。

95.0% B

・本年度3回ほど50m走のﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙを実施してきた。4
月よりﾀｲﾑが上がった生徒は80％を越えるが，どの学年
も学年平均が全国平均に達していない。
・朝練習の開始時間に全員が集合することの指導はして
きたが，一部の生徒が集まれていないので，顧問を中心
に声かけをしている。
・後期は，持久力ｱｯﾌﾟをねらいとして，12分間走など
合同練習を実施した。１０月より週２回実施し、９５％
の回数を行えた。来春のスポーツテストで、持久走の全
国平均を上回らせることで評価をしていく。

○

・部活動の垣根を越えた合同練習を実施
をする。
・体育の時間だけでなく，部活動の時間
でも「走力」「筋力」「柔軟性」を高め
る運動を取り入れる。
・１２分間走の実施を継続して行う。

積極的な情報公開による
開かれた学校づくり

・学校だより等の発刊及びHPの更新
・オープンスクールの充実

・保護者アンケート
　満足度

90% 61.5% 65.5% 73 Ｃ

「学校は教育方針を分かりやすく伝えている」の肯定的
評価が７７．８％から６９．０％とさがり、「学校の取
組について満足している」の肯定的評価が８１．２％か
ら７５．９％へとさがった。「学校の様子は、懇談会や
学年・学校通信・ＨＰなどによってよく知ることができ
る」の肯定的評価が６１．５％から６５．５％と少しあ
がった。学年・学校通信の発行が少なく、学校の様子が
伝え切れていない。

○

・学校だより，学年だよりの発行，学校
ＨＰの更新を定期的に実施し，積極的な
情報公開を行う。
・多くの保護者，地域住民が参加できる
ようにオープンスクール（授業公開，学
級懇談）の内容を充実させる。

保護者、地域との連携・
協働による満足度の向上

・きめ細かな家庭連携の実施
・地域貢献活動の改善と実施
・学校行事、参観授業の改善と実施

・保護者、地域
　　　　アンケート
　　満足度

90% 81.2% 82.6% 92 Ｂ

体育大会については、「生徒の声がよく出て、元気に一
生懸命やっていると思いました。生徒の表情が生き生き
して良かったと思います。」「自主的な行動も見て取れ
ました。」と高い評価を受けた。
校内立志式では，「凜とした空気の中で素晴らしい式で
あったと思います。発表する生徒はもちろですが，聞い
ている生徒の姿勢が大変良かったと思います。全ての生
徒が本当に良い経験ができていると感じました。」と高
い評価を受けた。

○

・地域の行事へ生徒を積極的に参加させ
るとともに，教職員も保護者とともに参
加する。
・ＰＴＡ役員を中心とした保護者の学校
行事への協力を求めるとともに，多くの
保護者が参加できるようにする。

　

平成２5年度　学校評価表　

ミッション
・小中学校９年間教育により、学力・体力の向上を図る
・保護者、地域との協働により、地域の期待に応える学校をつ
くる

○生徒が主体的に学び、リーダーが中心となって活動する学校　　　○保護者、地域と力を合わせて生徒を育てる学校

評価計画 自己評価 学校関係者評価

 二次評価

コメント 改善案中期経営目標 短期経営目標 目標達成のための方策 評価指標
目
標
値   達成値   達成値 イ ロ ハ

確
か
な
学
力
の
向
上

教科学力の基
礎的・基本的
な学力の向上

達
成
度

評
価 結果と課題の説明

・久保中検定や個別指導により，わかりたい出来るようになりたい…
と思う生徒が増えてきているのは先生方の取組が実を結んで来ている
と思います。
・生徒の学習意欲が上昇しているのは高評価，先生の努力の賜であ
る。Ｃ評価の生徒は，単に勉強を教えるだけでなく基礎学力があれ
ば，こんな良い点（メリット）があるんだよ，とかを理解させること
が先になる。それに勉強の仕方が分からないのだろうと思う。先生方
の体験談などで，こうやればクラストップになれるぞと自信とプライ
ドをかき立ててやることが必要。
・「個人カルテ」及び「個人指導」の充実や家庭学習の習慣化を図る
取り組みなど，地道な取り組みによる高い学習効果が出ることを期待
します。
・数学・理科に課題が残っており，学力向上に向けての取組をお願い
する。検定テストの実施は，生徒の学習への意欲付に有効だと考えら
れるので，国語数学の実施も是非検討して欲しい。
・学力差の大きいのは，生徒の選別が出来ない公立校共通の問題です
が，理科については，授業の工夫が必要と思います。個人的な学習指
導についてはの取組については良い評価が出来ると思います。

豊
か
な
心
の
育
成

主体性・自律
性の向上

・生徒の満足度と教職員の意識の詳細を分析し，一層の授業改善を期
待する。自己有用感，自己肯定感等の向上は小中通じた課題であり，
十分連携して取り組んでいただきたい。
・アンケートで学校行事やクラブ活動に積極的に取り組んでいる，楽
しんでいる等の自己評価は高いが，周りの人から認められていると思
うという評価が少し低いのは，自分が自分を認めているより，他人が
どう思っているものかという部分に不安があるのかなと思います。楽
しみ方や積極性は人それぞれ差があるので，そのあたりを認めてあげ
れば自己有用感はあがるのではないかと思います。
・先生，生徒の自己評価は割合高い数値を示していますが，評価の難
しい項目です。引き続き努力をお願いいたします。
・生徒の主体的活動の充実は，生徒の成長に欠かせない。さらに充実
を目指して欲しい。
・優しい心を持つには，体験，経験が一番。点数には表れないボラン
ティアを経験して欲しい。
・自分は誰かのために役に立てているんだ，だから頑張れるんだ，そ
のことを決して気恥ずかしいことでもなく，立派なこと，誇らしいこ
となんだということを理解させる。みんなリーダーになる必要はな
い。リーダーは一人居れば良い。その他の人はリーダーをうまく活か
す人になるべきだ。

健
や
か
な
体
の
育
成

基本的生活習
慣の確立と体
力の向上

・「挨拶をする」「時間を守る」など基本的生活週間の充実を。より
高いレベルを目指して指導して欲しい。
・企業も挨拶から新入社員を厳しく躾ける。ロンドンにいた頃，通学
バスで降りるとき大人から子どもまでみんな「サンキュ」とか
「チャーズ」とか言う。時間はかかっても大人が率先垂範し続けるし
かない。挨拶ができる子は時間も守れる，整理もできる，勉強もでき
る，体育も真面目に取組む。一点突破，全面展開。
・子どもたちが将来何をやるにしても，最後は体力勝負になる事を先
生方や親の体験でリアルに理解させることが大切。
・課題の見られる生徒へのきめ細やかな指導をお願いする。
・優しい心を持つには体験，経験がi一番。点数にはあらわれないボ
ランティアを経験して欲しい。
・生活習慣に関しては家庭との連携も必要となるので，難しい部分も
あると思いますが，小学校からの継続が出来るよう，指導して欲しい
と思います。
・普通，どの学校でも同じことが言えると思います。今のまま頑張っ
て下さい。体力面では持久走を重視した方が良いのではと思います。
但し，朝食抜きの生徒が居ると思いますので，要注意です。

信
頼
さ
れ
る
学
校
づ
く
り

保護者・地域
からの信頼感
の向上

・保護者，地域への情報発信は，連携・協力体制作りに欠かせない。
定期的な細やかな便りやＨＰの更新など，より一層の充実したものを
目指して欲しい。
・地域向けの学校だよりは，作るとすれば，年３回位で良いのではな
いかと思います。写真を多くして，見せるものにするか，読ませるも
のにするかの選択は有りますが。
・学校側だけの問題ではない気がする。親は積極的に学校行事に参加
しているか。情報を得るために先生方に尋ねたり，努力をしたのか。
子どもの教育をプロである先生方に任せるのならば，親は勉強や教育
ができる環境を整える必要がある。学校教育は先生がやるからまかせ
てください。その代わり，家に帰ると親がしっかり教育して下さい。
互いの信頼で生徒は成長する。アンケートも親に教育について考えて
もらう内容にしたらどうか。例えば，今，子どもに伝えたいことと
か，自分の中学時代のできなかったこと，やりたかったこと…とか。
まとめるのが大変ですけど。
・「満足している」の低下の原因をきちんと分析し，向上に向けた取
組をお願いしたい。
・保護者の方が学校に参加するようなしくみをもっと考えて頂きたい
と思います。

１００％～＝Ａ　８０％～１００％＝Ｂ　６０％～８０％＝Ｃ　６０％～＝Ｄ
【外部評価】
　　イ：自己評価は適正である。　　ロ：自己評価は適正でない。
　　ハ：わからない。

様式1


