
１　学校教育目標
教育目標 「ふるさとを愛し、自信をもって活躍できる生徒の育成」

　　　中・長期目標　　　　中・長期目標　　①　地域に愛され、信頼される学校づくりに努める。
②　安全で健康な心温まる真に楽しい学校づくりに努める。
③　魅力ある学校づくりの創造に努める。
④　開かれた学校づくりに努める。

めざす学校像　　「地域とともにある学校」
～美しい学校　　学力の向上をめざす学校　　挨拶の声が響く学校　　いじめのない学校～

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）
・「み・そ・あ・じ」の合言葉のもと、落ち着いた学校生活を送っている。反面、自分たちの手でさらに学校生活をよりよくさせるという自治意識に欠ける面がある。
・「地域とともにある学校づくり」をめざし、コミュニティ・スクールや小・中連携をより積極的に進める必要がある。
・学力向上については、基礎学力が不十分な生徒が多く、授業改善の工夫、家庭学習の定着が今後の大きな課題である。
・不登校生徒が在籍しており、保護者との連携をより密にするとともに、教育相談の充実を図ることが今後の課題である。

３　本年度重点を置いて目指す成果・取り組むべき課題
①　学力の向上　・・・・　生徒の学習意欲を喚起させるための授業の工夫および家庭学習の習慣化を図る必要がある。
②　豊かな心の醸成　・・・　道徳の授業の工夫を図るとともに、全教育活動を通じて心の教育の推進に努める必要がある。
③　積極的な生徒指導の推進　・・・　「み・そ・あ・じ」の合言葉のもと、基本的な生活習慣の確立を図る必要がある。
④　保護者や地域との連携を深めた教育活動　・・・　保護者や地域等との連携を密にし、湯田中版コミュニティ・スクールを推進する必要がある。

評価
領域 　重点目標　 具体的方策（教育活動） 　評価基準 達成度 重点目標の達成状況の診断・分析 学校関係者からの意見・要望等 評価

学
校
教
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「ふるさとを愛
し、自信をもっ
て活躍できる生
徒の育成」の具
現化を図る

○　各教科、道徳の時間、特別活動、総
合的な学習の時間等、全教育活動を通
じて、ふるさとを愛する心を育て、自己肯
定感をもたせる指導を行う。
〇　生徒の活躍を校長室だより「湯田の
風」、学年だより、HP、掲示板等を通じ
て、家庭や地域に発信する。
〇全校集会で生徒に講話をするととも
に、活躍ぶりを披露する。
　

・「ふるさとを愛している」「自信
をもって頑張っている」という
生徒の回答率が８０％を超え
る。
４：  十分達成できている (８０％以
上）　３：  概ね達成できている（６
０％以上）　２：  やや不十分である
（５０％以上）　１：  不十分である
（５０％以下）（以下の基準も同じ）

4

・「学校教育目標が、本校の特色や実態を生かしたものになっている」
に対して、９２％の教職員が肯定的な回答であった。教職員・生徒・保
護者が同じベクトルで進むことができたと思われる。「ふるさとへの愛
する心」については、９２％の生徒が肯定的な回答であった。「自信を
もって活躍できる態度（自己肯定感・自己有用感）」についても、９１％
の生徒が肯定的な回答であった。次年度に向けて、学校の実態・生
徒や保護者・地域の思いを踏まえながら、学校教育目標を明確化し、
具現化につなげていきたい。

・「ふるさとを愛する心」についての肯定的な回答が９割を超えていることを
うれしく思う。
・教育目標がわかりやすく、具体化しやすいことが成果につながっていると
思う。
・校長室だよりから地域に根ざした取組や校内の様子などを知ることができ
た。発信することで連携も深まり、ふるさとを愛する心が育っていくと思われ
る。
・各種コンクール等をはじめ活躍ぶりを頼もしく思う。

A

基礎的・基本的
事項の定着を
図る

○　やまぐち学習支援プログラムを計画
的に活用する。また、家庭学習の定着を
図るため、生徒一人一人の課題やノート
の確認を行い、個に応じた指導を行う。
　

・やまぐち学習支援プログラム
学期末評価問題での平均正
答率が８０％を超える。
・「生徒の家庭学習の習慣が
身についている」という生徒・
保護者の回答率が８０％を超
える。

3

・２年生の国語科に着目すると、すべての観点において県平均よりは
すべて上であったが、平均正答率は６０～７０％前後で、８０％には
至っていない。特に「読む力」に課題がある。家庭学習については、
生徒の肯定的な回答は７０％、保護者に至っては５９％であった。１学
期と比較して数値は伸びてきているが、まだまだ十分とは言えず、本
校の課題でもある。家庭学習の習慣のついていない生徒の個別ノー
トでの指導など、もっと対策を講じる必要がある。

・全体の落ち着いた雰囲気から着々と成果が上がっている。
・評価テストの結果から課題を抽出し、指導の改善に生かされていると思
う。
・量より質を重要視してほしい。（テストに対応できる能力を）
・家庭学習の肯定的回答が少ないのが気になる。
・正答率８０％は厳しいのではないか。前年正答率と比較してはどうか。

B

思考力・判断
力・表現力の育
成の観点から
授業改善を図
る

○　教職員全員が授業研究を実施し、学
ぶことの楽しさ・学習意欲を喚起する質
の高い授業づくりを行う。

・生徒による授業評価で「授業
が楽しい」「授業がわかる」の
回答率が８０％を超える。
・生徒による学校評価「自分に
自信がもてるようになった」の
回答率が８０％を超える

4

・「授業が楽しい」に対する生徒の肯定的な回答は９２％であった。ま
た、「確かな学力の向上をめざす学習指導を推進するために、授業改
善をはじめとする様々な工夫をした」という項目について教職員の肯
定的な回答は８３％であった。年間４回の全体での授業検討会に加
え、全教職員によるミニ研修会を実施し、「わかる授業づくり」に取り
組んできた成果でもある。しかし、これで十分ではない。生徒の実態
を踏まえ（授業評価）、さらに授業改善を行う必要性がある。特に苦手
な生徒への対応が急務である。

・９割以上の肯定率はすばらしい。残り８％の生徒の支援をしっかりしてほ
しい。
・「わかる授業」について個々の教員の認識を確認し合うことで共通理解が
深まると思う。
・ミニ研修会などの実施が学力の定着に結び付いていると思う。授業を見
学した時、生徒がとても集中していた。
・このまま継続してほしい。

A

基本的生活習
慣の確立を図
る

○　「み・そ・あ・じ」が生徒自身のものと
なるよう、生徒会活動とリンクさせて指導
を行う。
○　生徒指導主任、学年主任、学年生徒
指導主任を核として、生徒に関する情報
の共有化と早期対応に取り組む。

・「『み・そ・あ・じ』が徹底され
ている」という生徒の回答率が
８０％を超える。
・「生徒に関する情報共有化と
早期対応に努めている」という
教職員の回答率８０％を超え
る。

4

・身だしなみ（９７％）、掃除（９５％）、学校での挨拶（９７％）、地域で
の挨拶（８８％）に対して、生徒の肯定的な回答の割合はかなり高
かった。生徒会活動や諸行事等に対してもお、９５％の生徒が肯定的
な回答をしている。チャレンジ目標『み・そ・あ・じ』を意識した指導に努
めた」という項目について、教職員の肯定的な回答も８３％に及んだ。
今後、生徒の自主性・自発性を育てる上で、生徒会とも連携を図りな
がら、「み・そ・あ・じ」の徹底を図っていきたい。

・訪問時、生徒からの自発的な挨拶や掃除時間の光景から習慣化している
ことがわかる。
・学校の外でも生徒は気持ちのいい挨拶をしていて感心する。
・家庭での挨拶に対する意識改革を促してほしい。
・生徒を主人公をした活動を仕組むことで、更なる飛躍が望まれる。積極的
な生徒指導に期待したい。

A

教育相談の充
実を図る

○　 教育相談の時間を十分確保し、一
人一人の生徒に寄り添った教育相談に
努める。

・生徒による学校評価で教育
相談の肯定率が８０％を超え
る 4

・生徒の「教育相談」に対する肯定的な回答は９３％と高かった。今年
度は、担任だけでなく、管理職も含めて希望する教職員との教育相
談も実施した。今後、教育相談の実施時期や、スクールカウンセラー
との連携等を検討し、さらに生徒理解の充実をめざしていきたい。

・週１回のアンケートで生徒の様子を把握し、対応していることに感心する。
・教育相談について工夫されていて生徒も幸せだと思う。日常的な相談の
ために教師は感性を磨き、常にアンテナを張っておいてほしい。 A

「道徳の時間」
の授業の工夫
を行う

○　道徳の授業の工夫改善に取り組む。 ・「全校体制で生徒の豊かな
心の育成にあたっている」と回
答する教職員の回答率８０％
を超えている

3

・教職員の肯定的な回答は７４％であった。道徳の授業展開もこれま
でのパターン化されたものだけでなく、地域参画型の授業展開を導入
したり、道徳の授業に対して真摯に取り組もうとする姿勢が見られ
た。今後、更なる授業改善を行い、心の教育を推進する必要がある。

・授業を参観したが、熱心に議論していた。立派な授業態度だった。
・いろいろな工夫、熱心な取組により成果が上がっていてすばらしい。
・授業だけでなく、生徒は教職員の生き様を生徒が見つめていることを自覚
しておいてほしい。

A

朝読書を通して
「心の教育」の
充実を図る

○　学校図書館の本を活用した朝読書
を毎日実施する。

・「生徒の読書の習慣が図ら
れている」と回答する教職員
の回答率８０％を超えている 4

・教職員の肯定的な回答は８４％であった。生徒の読書の習慣も少し
ずつ定着してきている。その結果、今年度は県の読書感想文コンクー
ルで学校賞、個人で県最優秀賞を受賞することができた。さらに読書
好きの生徒を増やし、生徒の感性を磨いていきたい。

・朝読書をすることで、落ち着いて一日のスタートが切れると思われる。引
き続き継続してほしい。
・読書習慣の定着がコンクール等の成果に結び付いていると思う。 A

開かれた学校
づくりを推進す
る

○　情報の発信を最低毎月１回行う。
○　保護者アンケートを計画的に実施
し、学校運営に生かす。
○　学校公開日を毎学期設定し、保護者
による授業評価を行う。

・「学校のことがよくわかる」と
回答する保護者の回答率が８
０％を超える 4

・「たよりやメール等、積極的に情報発信している」と回答した保護者
は９７％と高く、肯定的な回答が多かった。学校公開日も毎学期設定
し、保護者による授業評価も実施することができた。今後、安心安全
な学校づくりと保護者の方々への情報発信の方法をさらに工夫する
必要がある。

・HPのリニューアルや校長室だよりの発行など、情報発信は十分できてい
る。
・参観日や講演会に保護者の参加数が少ないのが残念である。
・保護者対象に、書道・美術・家庭科等を開講してみてはどうか。（夏休み
等に）

A

湯田中版コミュ
ニティ・スクー
ルを推進する

○　「学校運営」「学校支援」「地域貢献」
をベースに、地域と連携した取組を積極
的に進める。
○　学校運営協議会と連携を図った学校
運営を進める。

・「地域との連携に努めた」と
回答する教職員の回答率が８
０％を超える

3

・教職員の肯定的な回答は７７％であった。教職員の意識をもう少し
変えていく必要がある。反面、今年度は「地域貢献」として、生徒会主
体によるVS活動や地域行事への参加など積極的な取組を行った。地
域からも感謝され、地域コミュニティ運営協議会からも表彰された。次
年度は、市のコミュニティ・スクールモデル校に指定されており、小中
連携、学校支援にも力を入れていきたい。

・生徒が地域に出ることはすばらしく、伝統として続けてほしい。
・教職員の７７％は意外に思った。教職員の理解が広がるように地域も協
力できる方法を模索したい。
・地域住民が参加する意義やメリットを精査してほしい。
・もう少し深く、地域との連携を図ってほしい。

B

そ
の
他

部活動の充実
をめざす

○　部活指導だけでなく、人間教育の一
環として部活動を位置づけ、積極的に推
進していく

・生徒による学校評価で「部活
動での人間的成長が図られて
いる」という回答率が８０％を
超える

4

・部活動において人間的成長を感じた生徒は８７％、保護者は９１％
と高く、一定の成果が上がっている。部活動への参加により、学校生
活が豊かなものになるように、部活動の運営等、更に充実させたい。

・学校だより等で生徒が目標に向かって努力している姿がうかがえる。結果
にとらわれず努力することの意義や達成感が味わえるような指導をお願い
したい。
・教員の負担にならない方策を考えてみてはどうだろうか。

A

学校の組織等

機能的で行動的
な組織体制を構
築する

日常的な業務

会議時間を短
縮する

勤務状況

長時間勤務をす
る教職員の減
少、メンタルヘル
スに配慮した取
組を推進する

【学校教育目標】具体的な達成目標を高く設定し、生徒の愛郷心や自己有用感を高めながら、「地域とともにある学校」をめざしていく。
【学習指導】課題の分析から解決に向けての具体的な取組、活用する力を高める授業実践、生徒による授業評価の定着、家庭学習の習慣化をめざす具体的な取組、地域住民や大学生からの学習支援等、多様な取組を積極
的に展開し、総合的に学力の向上を図りたい。
【生徒指導】本校生徒の強みである「挨拶」を内外に発信していくとともに、人権意識の未熟さを全教職員が課題として共通理解し、日常的に継続して指導するとともに、意図的に人権感覚を磨く時間を授業や行事の中に仕組
んでいきたい。
【心の教育】道徳の授業のねらいやつけたい力を再確認し、共通理解した上で、現在の授業の「型」を再度見直していく。さらに、新しい授業の展開を提案したり、質の高い新しい資料を収集したりしながら、道徳教育の充実に努
めたい。
【保護者・地域との連携】コミュニティ・スクールの一つの機能「地域貢献」をさらに充実させるとともに、「学校支援」の機能に力を入れ、保護者や地域住民が学校で生徒と関われる場を積極的に作っていく。
【業務改善】引き続き、管理職が一人ひとりの教職員と積極的に関わりながら風通しのよい職員室をめざす。ノー残業デーを定着化させ長時間勤務の短縮をめざす。

５　学校評価総括（取組の成果と課題）

６　次年度への改善策

心
の
教
育

B

・授業時数の兼ね合いや校務分掌の有り様などいろいろある中で８０％の
肯定は立派だと思う。
・教職員においては、心身ともに健全な状態で任務に携われる環境作りを
続けてほしい。
・異常な長時間残業には、指導や命令も必要だと思う。

A3

・勤務時間内に職員会議が終了した割合はほぼ８０％を超えている。
反面、今年度も企画委員会で提出議案の精選に努めてきたが、大き
な行事や新しい取組については、議論が白熱し、勤務時間を超える
こともあった。企画委員会の提案の仕方についても今後検討を要す
る。

・「各校務分掌、学年・学級相互の連携が円滑で、学校全体として意
欲や力を発揮できる組織である」に対して、教職員の肯定的な回答
は、７１％であった。教職員の意欲や力量に差があるのは否めない。
次年度に向けて、組織の見直しや業務内容について見直しを図って
いく必要がある。

生
徒
指
導

　　　　　　　　　平成２７年度　山口市立湯田中学校　学校評価書　　　　　校長（藤　本　孝　治）　　

４　自己評価

学
習
指
導

学校関係者評価

保
護
者
・
地
域
と
の
連
携

【学校教育目標】「ふるさとを愛する心」、「自信をもって活躍できる態度（自己肯定感・有用感）」について、生徒の肯定的回答が９割を超えた。教職員・生徒・保護者が同じベクトルで進むことができたと思う。
【学習指導】年４回の全校研究授業、ミニ研究授業を実施し、「わかる授業づくり」に取り組んできた。授業が楽しいと思っている生徒は多いが、基礎的学力が未熟な生徒や家庭学習習慣の定着に課題が残る。
【生徒指導】チャレンジ目標「み・そ・あ・じ」を意識し、生徒会活動や諸行事で生徒の自浄能力を育てる取組が効果的であった。自己肯定感の低さからか、人権意識に未熟な面がある生徒も少なくなく、今後の課題となる。
【心の教育】全教員が共通理解の下、道徳の授業を実践していくために「型を定めた授業」を実施し、成果を上げてきた。やや形骸化してきた面もあるので、道徳授業の在り方について研修を深めていく必要がある。
【保護者・地域との連携】積極的な情報発信や、地域の行事で地域が活躍できる機会を増やしたことなど、一定の成果が上がった。コミュニティ・スクールの「学校支援」の機能や小中連携に改善の余地を残している。
【業務改善】職員会議を勤務時間内に終わらせるように工夫し、一定の成果を上げてきた。管理職が積極的に声をかけ風通しのよい職員室の雰囲気づくりに努めた。依然、長時間勤務者が複数名いることが課題として残る。

業
務
改
善

○　議題の見直し（資料配布のみ、職朝
で連絡等）、簡潔で明快な資料の作成と
配布日時、提案の仕方等を検討し、１時
間以内の会議をめざす。

○　悩みが話しやすく、風通しのよい職
場環境をつくる。

3

・意欲や力量をカバーするのが組織プレーなので、適材適所に努めてほし
い。
・教職員の縦軸・横軸の連携を図り、多面的な学校運営をしてほしい。

・教職員による「管理職が長時
間勤務の防止や休暇を取りや
すいように配慮している」とい
う回答率が８０％を超える

・教職員の肯定的な回答は７９％であった。今年度、「風通しのよい職
員室」「開かれた校長室」をめざし、管理職による教職員への声かけ
を積極的に行うとともに、相談にも応じるように取り組んできた。教職
員からも感謝されることも多くなった。反面、毎月の時間外業務時間
がかなりの時間になる教職員も見受けられる。特定の教職員に負担
がかからないように配慮するとともに、長期休業に休暇を取りやすい
雰囲気をつくりたい。

・「勤務時間内に職員会議が
終了した」割合が８０％を超え
る

B

・工夫して職員会議が行われていることに感心した。
・限られた時間を有効に使ってほしい。
・ワークシェアに努めてほしい。

3

○　様々な分掌、委員会、学年内の組織
を洗い出し、業務の内容を検討する。

・教職員による「各分掌、学
年・学級相互にお連携が円滑
で、学校全体として意欲や力
を発揮できる組織である」とい
う回答率が８０％を超える


