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学 校 関 係 者 評 価

※実施日 平成２９年 ２月１４日

現状と課題 重点目標 具体的方策 達成度 学校関係者からの意見・要望・評価等
領 域

・ＰＴＡとの積極的な連携のも
と、あいさつ運動、美化活動な
どに努めてきた。
校区小学校との連携に努め、互
いの教え方や授業の工夫などを
学び、交流を深め、９ヵ年を見
通した小中連携づくりに努め
る。

【別紙】平成２８年度 学 校 自 己 評 価 重 点 目 標 シ ー ト （川口市立 在家中 学校）

・常に危機意識を持ち、引き続き温
度差のない見届けのあるきめ細やか
な指導を定着に努める。

・引き続き情報交換が気軽にできる
職員室の環境づくりに努める。

①温度差のない見届けのある指導を
展開することにより、落ち着きのあ
る学校づくりを進めることができ
た。

②教職員全員で指導の方向を確認し
あい、前向きな意見交換を重ねる中
で、情報共有がスムーズに取れる職
場づくりを進めることができた。

次年度への課題と改善策

目指す学校像

年 度 目 標

重点目標の達成状況
①落ち着きと潤いのある学校づ
くりを進める。

②学校の良さを伸ばし、更に新
しい輝きを生み出せるよう、各
分掌の課題発見をもとに方向性
を共有し、明るく前向きな職場
をつくる。

①施設・設備の安全確保を第一
に考えた環境づくりを行う。

②校内環境美化に努め、落ち着
いた環境を維持する。

・学力向上を図れない層へのき
め細やかな指導を、学習相談室
などを通して実践する。

・学力課題を明確にし、指導方
法の工夫改善のための研修を深
める。個々の希望を適格にとら
え、将来（卒業後）のあり方も
視野に入れた指導を行う。

・地域行事に積極的に参加し、
中学生としてできることを主体
的に実践し、保護者との信頼関
係を強化継続する。

・授業交流、部活動交流、挨拶
運動などを通して、中学校から
の情報提供を定期的に実施す
る

Ｂ

Ｂ

・震災等が発生したとき、頼りにさ
れる中学生の育成を目指し、町会及
び近隣小学校との連携をさらに重視
して図りたい。

・予定していた授業交流が十分にで
きなかったので、さらに連携を深め
ていきたい。

①基礎基本の定着を重視した授業を
展開することで学年に応じ学力の定
着を着実に図ることができた。また
言語活動を意識した授業改善を行う
ことができた。

②将来の在り方、生き方を含めた長
期的な視野に立った進路学習を進
め、生徒たちの将来の夢につながる
一助となる支援ができた。

①町会のラジオ体操などへの参加を
はじめ、被災地への入浴剤の贈呈な
ど継続的な活動を進めることができ
た。

②継続連携として近隣小学校と交流
する計画を進めたが、行事日程等の
調整が難しく積極的な交流までは至
らなかった。

Ａ

Ｂ

・子どもたちにとって、安心安全な場としての学校
づくりを引き続きお願いする。

・校舎が築３０年以上経つと聞くが、明るくきれい
に保たれていると感じる。日ごろ清掃活動にしっか
りと取り組んでいる成果が表れている。

・授業内容がマンネリ化しないよう
に、教員は常に新しい情報に基づい
て授業を工夫する必要がある。

・一部保護者の方からいただいた苦
言、要望を真摯に受け止め改善して
いきたい。

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

※学校関係者評価実施日とは、学校関係者
評価委員会を開催し、学校自己評価を踏ま
えて評価を受けた日とする。

・校舎の老朽化に伴う破損箇所につ
いては、教育委員会との連絡を密に
し改善していく必要がある。

・校内美化を現在の状態を維持する
ため、教職員による清掃指導の徹底
をさらに進める。

学 校 自 己 評 価

施設・設備等の管理

学校教育目標達成に向けて、職
員が一丸となって組織的に課題
の改善に努め、学校運営に取り
組んでいる。「あいさつ・生徒
の主体性」を誇りに感じ、学校
の良さを伸ばし、更に新しい輝
きを生み出せるよう、各分掌に
おける課題発見をもとに改善に
努める。

１.心身ともにたくましい生徒 ２.自ら進んで学ぶ生徒 ３.豊かな情操を培う生徒

①学習規律を授業の根底として、ア
クティブラーニングを意識し、生徒
が主体的に授業に参加できる環境の
整理を進めユニバーサルデザインを
生かした教室経営、授業展開に心掛
けることができた。
②保護者からの学校評価から、学校
の教育活動及び指導の在り方につい
て徐々にではあるが信頼関係につな
がる意見をもらうことができた。

①管理職による校内点検を毎日実施
した。危険箇所、破損個所を早期に
発見し改善を進めることできた。

②隅々まできれいにする清掃活動が
校内美化に結びつき、落ち着いた美
化環境を作り出すことができた。

校務分掌や主任制を適切に機能
させるなど、組織的な運営・責
任体制を整備する。
各教科の指導において言語活動
を重視した授業を展開し、児童
生徒の思考力・判断力・表現力
等の育成に努める。

①多くの方々に学校へ足を運ん
でもらい、率直な意見を取り入
れられるよう積極的に地域の中
の中学校としての存在価値を示
す。

②９ヵ年を見通した小中連携づ
くりと共に、教育活動等の交流
を積極的に進める。

・教科部会が中心となり授業研
究を進めるとともに、言語活動
を生かした教材研究を確実に行
う。

・服務管理を徹底し、校内研
修・倫理確立委員会を通して教
育公務員としての意識の高揚を
図る。

・定期安全点検を確実に実施
し、危険箇所、破損箇所の早期
改善を適切に行う。

・全生徒、全職員による清掃活
動を実施し、勤労意欲の高揚を
確実に図る。

達
成
度

年 度 評 価 （ 平成２９年２月１０日 現在 ）

①生徒にとって魅力ある授業を
展開するため、教員の指導力向
上を目指す。

②地域や保護者から信頼される
教職員集団を形成する。

開かれた学校づくり

学力向上に重点をおいた、個々
を大切にしたきめ細やかな指導
実践に努めてきた。各教科の指
導において基礎的・基本的な内
容の定着を図るとともに、言語
活動を重視した授業を展開し、
児童生徒の思考力・判断力・表
現力等の育成に努める。

ほぼ達成（８割以上）

・職員に整理整頓を習慣化及び
徹底させ、職場環境の効率化を
図るため、職員同士の行動連携
を強化する。生徒は環境美化に
努めており、隅々まで清掃に取
り組んでいる。老朽箇所がある
ため、安全点検を定期的に実施
し危険箇所、破損箇所の早期改
善に努めたい。

Ａ

Ｂ

・学力の向上が図れない層への支援
を一層充実させ、個に応じた適切な
指導を行う必要がある。

・自分の将来の在り方に目が向かな
い一部生徒への支援、対策を考えて
いかなければならない。

学校教育目標
概ね達成（６割以上）

組織運営

教育課程

教職員の資質向上

・是々非々の対応で、褒めるべ
きは褒め、指導すべきは指導す
る姿勢をつらぬく。

・教職員同士が何でも話せ、情
報交換・情報共有が気軽にでき
る明るい職員室をつくる。

①学習指導要領等に基づき、生
徒の発達段階や学力・能力に即
した学習指導・生徒指導に取り
組み、基礎基本を確実に定着さ
せ学力向上を目指す。

②一人ひとりの生徒に応じた指
導をしていくという教育の原点
を大切にし、学習内容の理解を
深めることができるよう、学習
ルールを定め、それに基づいた
授業を展開していく。

・防災における中学生の役割は大きいものがある。
ぜひ、地域と連携を図り、生徒たちの防災意識を向
上させてほしい。入浴剤の贈呈はたいへん良い取り
組みだと思う。

・ホームページは貴重な情報源で多くの人が見てい
る。定期的な更新をお願いする。
・小中の連携は、これからもぜひ進めてほしい。

・学校全体の学力が向上している今、学力が向上で
きない生徒へのきめの細やかな支援をよろしくお願
いしたい。

・保護者学校評価に多くあるように、挨拶は大切な
ものである。家庭の躾と学校の指導の両面から進め
てほしい。
・記名式でいただいた保護者からの意見や要望は大
切にしてほしい。

生徒一人ひとりが「夢」の実現に向かって前進し、地域に信頼される学校
変化の兆し（４割以上）

不十分（４割未満）

・地域の中での生徒の様子は、非常に落ち着いてい
る様子が伺えるものである。この状態をいつまでも
継続してもらいたいと思うと同時に地域とのコミュ
ニケーションを一層深めてもらいたい。

・先生たちが温度差のない指導を心掛けていること
が何よりである。生徒たちにも良い影響を与え、健
全な心身が育めるのと思う。

・毎回授業を見学しているが、いつも静かな環境
で、真剣に授業に取り組む生徒の姿を見ることがで
きた。特に３年生の姿が素晴らしかった。

・進路学習の授業は、これまで見たことがなかった
が、将来の夢や希望を語れる雰囲気はとても好感を
もち、さらなる希望を与えられるような指導に尽力
してもらいたい。


