
平成２９年度　小城市立小城中学校　学校評価結果

１　学校教育目標 ２　本年度の重点目標

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

学
校
運
営

○教職員の資質向上
・校内研究の充実
・研修会や研究会への参加推進

・教科部会の時間を確保し、教科で共通した
取組を推進する。
・全教科に助言者を配置し、教科の専門性を
生かした授業づくりの研究を行う。

・教科部会の時間を、年間4回以上設けることが
でき、また、各教科に助言者を設けることで、より
専門性を生かした授業づくりを行うことができた。
・年間3回の相互授業参観や1回以上の教育セン
ター講座や県・九州研究大会に参加に関しては
全員達成には及ばなかった。

・今後は、教科の枠にとどまらず、教科
間で横断的に授業つくりを行うことで、
より多面的で、生徒の立場に立つよう
な授業つくりにも力を入れたい。
・相互授業参観や研修等の参加につ
いては、研究部が中心となって、どの
ような研修があるかなどを具体的に広
く呼び掛けていく必要がある。

・本校生徒の実態を踏まえた指導方
法の確立による学力向上

・黙想ｰ立腰ｰ礼から始まる規律ある授業づく
りを行う。
・本時のめあての明確化と授業の振り返りに
よる学びの定着を図る。
・全教科においてホワイトボードに授業の流
れを掲示し、生徒にとって見通しが持てる授
業づくりを行う。

・２学期後半に行った調査において「授業がわか
る」と答えた生徒は、教科毎に７０％～９１％と
なっていた。９教科の平均は約７８％であり、目標
の８０％にわずかに届かなかった。
・学習状況調査において、現３年生は県平均より
やや下ではあるが、昨年度の結果を上回ることが
できていた。現２年生は、教科によるが概ね横ば
いであった。
・具体的方策に示した共通実践事項は、概ねでき
ていた。

・これまで取り組んできた「本時の
目標」「授業の流れ」「授業の振り返
り」を継続するとともに、それらが生
徒の理解しやすいものとなるような
工夫をしていく。

・きめ細かな指導による学力向上

・１年生において小規模学級を編制し、基本
的学習習慣を確立させる。特に家庭学習の
習慣化を図る。
・単元や内容の特性を生かしてＴＴ及び少人
数授業をそれぞれ実践する。

・計画通り、１年生における小規模学級の編成や
数学、英語でのＴＴ及び少人数授業を行うことが
できた。
・成績の経年比較では、毎回向上とはいかなかっ
たが安定してきた。
・１年生の家庭学習時間については２時間以上の
生徒は半分以下の状況である。

・効果が見込まれる教科、単元に
おいてはＴＴおよび少人数授業を積
極的に取り入れていく。

●教育の質の向上に
向けたＩＣＴ利活用教育
の実施

・ ＩＣＴ機器活用した指導力の向上

・すべての授業で毎時間電子黒板を活用し
効果のあった事例は校内研で紹介する。
・教科部会でタブレットを活用した授業を検討
する。
・自作教材は共有フォルダに保存・整理し、
全員で活用できるようにする。

・電子黒板の活用は、すべての教科で行うことが
できた。さらに効果的な使い方を各教科で検討し
ながら有効に活用したいと考える。
・自作教材や資料は、少しずつ共有フォルダに保
存することができた。

・タブレットＰＣのソフトやハードの面で
不具合が出始めて授業に対応できな
い所もあったので、今後、修理などの
を順次行っていく必要性がある。
・校内研究で取り組む道徳の資料をデ
ジタル化し、活用し安いように整理して
いく。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

●いじめ問題への対
応

・いじめの未然防止・早期発見早期対応

・道徳や学級活動においていじめの未然防
止に関する授業を実施する。
・教育相談週間の持ち方やいじめ・体罰アン
ケートに関して見直す。
・育友会や生徒会と連携してスマホに関する
協議を行う。

・道徳や学級活動、各種集会や講演会を行い、い
じめ防止に関する取り組みができた。また、毎月、
アンケートやいじめ０宣言を行い実態把握と啓発
を行えた。
・教育相談期間を年間を通して2回行い予防・対
応に努めた。
・育友会ではスマホ使用の約束等を明記したス
テッカーを作成し、啓発を行った。また、今年度の
佐賀県の生徒指導連盟の取り組みを基に実態を
把握し、生徒会と連携して全生徒に啓発を行っ
た。
・課題は全家庭、生徒への充実を図ることであ
る。

・保護者との連携が必要不可欠な
ので、理解してもらいたい保護者へ
も、しっかりと内容が浸透するよう
に、各活動や啓発の時期を精選し
ていくことである。（入学式、家庭訪
問、学校メールの活用等で）

・人権・同和教育の充実

・社会科で差別や人権に関する内容の授業
がある場合は事前に学年で検討会を設け
て、教科担当と学級担任が連携した計画的
な授業を行う。
・教師自身の人権感覚を磨くために校外の研
修への参加を推進する。

・社会科で差別や人権に関連する内容の授業を
実施する際には、担任をはじめとして関係の教師
が参観するとともに、該当学年での事前、事後の
道徳・学活などを行うことができた。
・人権意識を高めるための取組を各教師が行って
いったが、共通理解を図るための研修の場が十
分に取れなかった。

・職員研修の時間を確保し、教職
員の人権意識を高めるとともに、生
徒達に指導していく際の共通実践
事項を確認しながら進めていくこと
が必要である。

・郷土を愛し，誇りに思う教育の推進

・小城祇園７０１年、小城鍋島藩４００年、明
治維新１５０年などの行事に地域と連携して
積極的に参加させる。
・郷土史と関連した社会科の授業を充実させ
る。
・生徒会主催のボランティア活動を充実させ
る。

・小城祇園７０１年の道行踊りとボランティアを含
め120名の参加。町民体育大会・本町まつりに生
徒と吹奏楽部の演奏参加、3年生全員参加のチャ
リティ募金など地域行事に積極的に参加できた。
・全校では佐賀の８賢人についての講演会、2年
生では佐賀新聞出前授業「祇園太郎」の郷土史
学習をする。また、小城鍋島藩４００年の市民劇
に生徒が役者として出演する。
・課題としては早めのアナウンスと活動内容を含
めたＰＲをすることが大切だと思った。

・地区の行事、催しと学校内での郷土
学習を調整して、年間カリキュラムに
入れることで理解が深まり参加者が増
えると思う。
・明治維新１５０年の行事に全校生徒
が参加するので事前・事後の指導を通
して郷土愛と誇りを醸成させる。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

教
育
活
動

●健康・体づくり
・基礎体力の向上
・食育の推進

・ 授業における補強運動を徹底させ体力の
向上を図る。
・ 放送・給食指導・便りを通して、食に関する
関心を高める。

・新体力テストは、事前に自分の目標を明確にさ
せ取り組めたため県平均５種目以上をほぼ達成
することができた。
・放送・給食指導・お便り・食育授業を実施し、食
に関する関心を高めることができた。これを実生
活に結びつけられるようにする必要がある。

・体と食の関わりについて、保健の
授業を通して今後も継続して指導
をする。
・現状指導の継続と、外部機関の
利用を図り、実生活につながるよう
にする。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

・不登校対策の充実

・教育相談週間を見直し、生徒が相談しやす
い体制を構築する
・ＳＣ，ＳＳＷ，市家庭教育相談員、児童相談
所など関係者による情報交換会を定期的に
開催し、具体的手立てを検討する。

・関係機関との連絡や情報交換を密にすることが
でき、その結果家に引きこもっていた生徒２名が
登校するようになった。
・教育相談組織を共通理解し、校内適応指導教
室の運用を全職員の協力によって行ったので、教
室に入れない生徒３名が教室復帰を果たすこと
ができた。
・友人関係や家庭環境などから新たに不登校に
なる生徒もあり、不登校全体の人数を減らすこと
はできなかった。

・校内の教育相談体制を周知す
る。
・不登校の未然防止のために、教
育相談週間の充実を図り、生徒の
抱える問題を早期に把握するよう
努める。
・職員間の情報交換を密に行う。

・特別支援教育の充実

・特別支援教育に関する職員研修会を開催
する。
・定期的に事例研究会を実施し、指導・支援
に関する共通理解を図る。
・外部機関（ＳＣ・特別支援学校・病院・市適
応指導教室など）との連携を推進する

・特別支援教育に関する職員研修会を4月に実施
して、職員の支援の質が向上した。
・特別支援学級担任の連絡会を毎週１回は開催
して指導・支援に関する共通理解を図ることがで
きた。
・外部機関〔特別支援学校（6月、11月に巡回相
談・病院（各種の研修会参加）・市適応指導教室
（定期訪問、情報交換）など〕との連携を推進する
ことができた。
・課題は通常学級の中にいる配慮や支援を必要
とする生徒への支援をどうするかである。

・職員研修を年度はじめに実施する。
・ＳＣ部会（特別支援担当者会）の充実
を図る。
・通常学級の中にいる配慮や支援を必
要とする生徒のサポート体制を整え
る。
・気になる生徒の状況把握と生徒との
面談を行う。

●は共通評価項目、○は独自評価項目

４　　本年度のまとめ　・　次年度の取組

・今年度は、学校目標が「豊かな心をつくり、未来をめざし実践する生徒の育成」から「自他を大切にし、社会に貢献できる生徒の育成」に変わった。それにともない重点目標も６つだったものが、５つに精選され、そのうち2つは内容が一新された。
よって学校評価の観点も変わり、昨年14あった評価項目が10項目になった。
・生徒が「小城中に行ってよかった」、保護者が「小城中にやってよかった」、教職員が「小城中に勤めてよかった（服務の規律保持・健康増進・資質向上）」と感じる学校経営については、学校評価アンケート（1/15～1/22）実施の結果を昨年度と比
較してみると生徒も保護者もほとんどの項目で数値がアップしていて、概ね良好であった。職員の日々の取り組みが、生徒・保護者に評価してもらったと思う。
①確かな学力の定着については、校内研の研究主題「学ぶことが楽しくなる授業づくり」が4年目となり、研究の集大成の年であった。その成果を11月８日の小城市教育研究大会で全職員が授業公開を行い発表することができた。学習状況調査
の数値は学力向上とまではいっていないが、向上の兆しは見られる。生徒アンケートで「授業がわかる」「授業が楽しい」をいう割合が増えてきているので、今の「小城中スタイル」を継続しながら、指導法改善に努めたい。
②豊かな心の育成については、評価の観点（具体的評価項目）がⅰいじめの未然防止・早期発見早期対応ⅱ人権・同和教育の充実ⅲ郷土を愛し、誇りに思う教育の推進とわかりやすい観点に一新された。今年度スマホ・携帯などの使用に「小
城ん町ルール」のマグネットステッカーを育友会が作成して、全校生徒に配布し啓発活動を行った。次年度の校内研テーマが”道徳教育”になるので全職員で「豊かな心の育成」を研鑽したい。
③健やかな体の育成については、新体力テストで県平均を５種目以上を達成することができ、また食に関する関心を高める放送・給食指導・便り・食育授業の実施ができた。体育科教諭と栄養教諭を中心に目標を達成することができた。活動内
容を家庭と学校が理解し、サポートしていくことで基礎体力の向上も食育の推進もさらに向上すると思う。
④生徒指導の充実の不登校対策については、年度はじめに校内適応指導教室（スマイル）から３名教室復帰をすることができた。また完全不登校の生徒２名が進路に向けて学習会に臨んだり、面接の練習に参加したりすることができた。しかし、
新たな不登校生がでて目標達成とはならなかった。特別支援教育については、特別支援担当教諭を中心に支援体制が整えられてきている。来年度も年度はじめに「特別支援研修会」を行い、共通理解を図りたい。

④生徒指導の充実

具体的目標 達成度

教
育
活
動

○生徒指導の充実

・不登校生徒数を前年度より２５％以上
下回る
・不登校生徒・保護者対象の進路説明
会や情報交換会を学期に１回以上開催
する

B

・特別支援学級担任の連絡会を毎週１
回以上は開催する
・交流学級担任と特別支援学級担任が
月に１回以上は授業を相互参観する

A

Ａ

③健やかな体の育成

具体的目標 達成度

・ 新体力テストで県平均を５種目以上上
回る。
・食に関する授業を全クラスで実施する

Ａ

②豊かな心の育成

具体的目標 達成度

教
育
活
動

・いじめ解消率を１００％にする
・フリー参観において、全学級で保護者
参画型の道徳の授業を実施する
・ＳＮＳの正しい利用方法やスマートホン
等使用上の約束事についてパンフを完
成し配布する

A

●心の教育

・教科担任と学級担任が連携した差別や
人権に関する授業を年間に２回以上は
行う
・各教職員が１回以上は研修会に参加
する

B

・地域行事への参加生徒を昨年度より２
０％増やす
・小城の歴史や文化の理解に関する取
組を学期に１回以上行う

・全職員が３回以上の相互授業参観を
行う
・全職員が１回以上は教育センター講座
や県・九州研究大会に参加する

B

教
育
活
動

●学力向上

・調査において「授業がわかる」という生
徒を８０％以上にする。
・４月及び１２月の学習状況調査におい
て経年比較をし、昨年度の結果を上回
る。

Ｂ

・１年生において平日の家庭学習２時間
以上の生徒を６０％以上にする。
・１２月調査及び実力テストにおいて、２
年生数学、３年生英語の成績を経年比
較し、昨年度より向上させる。

Ｂ

・ 電子黒板を活用した効果的な授業を
各教科で１回以上は公開する。

Ａ

自他を大切にし、社会に貢献できる生徒の育成

１　生徒が「小城中に行ってよかった（進路保障）」、保護者が「小城中にやってよかった
（高校卒業・就職）」、教職員が「小城中に勤めてよかった（服務の規律保持・健康増進・
資質向上）」と感じる学校経営を実践する
２　教科をこえたテーマで校内研を充実させ、学ぶことが楽しくなる授業づくりを実践し、
学力向上を目指す
３　人権・同和教育をさらに充実させ、自他を尊重し、郷土を愛し、社会に貢献する心を
育成する
４　スポーツ・文化活動をとおして心身の健康増進と望ましい仲間づくりを行う
５　家庭・地域との連携をさらに深め、信頼され、愛される学校・生徒・職員を目指す

３　目標・評価

①確かな学力の定着

具体的目標 達成度

重点目標を具体的に評価するための項目や指標を盛り込む

達成度
Ａ：ほぼ達成できた

Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：やや不十分である

Ｄ：不十分である

資料２


