
令和２年度　輪之内町立輪之内中学校　　評価書
学校の
教育目標

経営の
重点

町の重点 評価の窓 評価 ２学期までの成果 ３学期及び来年度以降の課題と改善策
【学校経営】
全教職員が協力して活
力ある学校経営をす
る。

勤務の適正化と教職員が健
康でやりがいをもてる経営 B

・会議の開始終了時刻を設定し、ほぼ時間通りに諸会議が実施されている。
また、短く要点をまとめて話し合うことができた。
・各学期や月の指導の見通しを書面で共有して、学年間の情報共有や連携
を密にできた。
・管理職からの法令の説明があり、勤務の適正化への意識が高まった。
・「水曜日課」を設けたことで日課表や昼休み指導を見直すきっかけになっ
た。

・今年度、縮小や中止となった朝部活、休日の部活動、行事等について、活
動の意味や目的を再検討してどのように見直していくか話し合う。
・10分間の掃除について、効率よく充実した活動ができるように分担、道具
の見直しを行う。
・授業時数をきちんと確認し、成績処理や年度末事務の時間を勤務時間内
に確保できるようにする。
・部活動の運営・指導方針を顧問、社会人コーチが再確認して徹底する。

【研修】
自己の課題を明確に
し、主体的に研修を進
め、確かな指導力を身
に付ける。

学校教育目標実現に向けて
資質向上を図り、組織的・
継続的な研修の実施

C

・授業研究会などの機会が少なく、授業を観て学ぶことは不十分であった
が、若手研修で学び会うことができた。
・悉皆研修に加えて、県センター研修への主体的な参加があった。
・自己啓発シート作成と個人面談で、自己の課題を明確にして教育活動にあ
たることができた。
・研修等で学んだことを、学校職員全員に還元できるような機会や工夫をさ
らに行う。

・来年度は全校研究会を実施して、全職員による授業参観、授業研究会をも
つ。
・学校の教育目標「ひとりだちのできる生徒～自ら考え、よりよく判断して主
体的に行動する生徒～」の達成にはまだ課題がある。自らの判断で行動し
た結果が正しいものだったのか共有する場を日常的に位置づけるなどの工
夫をしていく。
・研修で学んだことを分かりやすく伝えることや、コーディネートする力を職員
が身に付ける。

【教科指導】
基礎的・基本的な知
識・技能の習得を図る
とともに、思考力・判断
力・表現力及び自ら学
ぶ意欲や態度を育て、
学力向上を推進する。

主体的・対話的で深い学び
の視点からの授業改善 B

・コロナ禍で、ペア、グループ学習を取り入れ、対話的な学びを作り出す場の
設定は弱かったが、各学年・学級でできることを少しずつ工夫して取り組む
ことができた。
・どの学年も授業姿勢の向上に自分たちで取り組み、落ち着いて学習でき
た。
・少人数指導や支援員の指導で、「自分でできた」や「次もがんばる」という生
徒が増えている。
・授業研究は積み上げることはできなかったが、授業で人権教育を推進する
という姿勢は続けることができた。

・指導方法の工夫改善を常に考え学力の向上、定着を図る。
・ペア、班での交流が難しいため、他の方法での交流や個人での活動の方
法を教科ごとに研究していく。
・小集団グループでの活発な交流、ペア学習やグループ学習を通して、着実
に学力を定着させる工夫が必要である。
・全校研究会が難しい場合は、部研という形で授業を公開し、授業力向上へ
の努力を図るようにする。

【道徳教育】
自己を見つめる力と他
を思いやる心を育て
る。

生き方についての考えを深
める特別の教科道徳の充実 B

・各学年の学級担任で発問、ワークシートのなどの打ち合わせを行い、年間
３５時間の授業実施ができた。道徳の指導が大切にされている。
・職員会で月の重点や他の教育活動との関連等について提案があり、全職
員で取り組むことができた。
・授業後には、生徒の様子や反応、考えの深まりについて学年毎に振り返る
ことができた。

・道徳担当の指導主事の先生からお話を聞いたり、授業実践をしたりして道
徳の指導力を付けたい。実践を学び、学年ごとに授業の内容を検討しなが
ら、授業を行うことを継続する。
・道徳教材として、資料だけでなく映像、地域人材、新聞記事などから開拓し
て実践を積み上げていく。

【外国語教育】
 外国語に慣れ親しみ、
コミュニケーション能力
を高める。

主体的にコミュニケーショ
ンを図る姿が具現される指
導方法等の工夫

B

・生徒が興味・関心をもつような教材教具を準備して授業が実践できた。
・ペア活動やグループ活動を位置づけることによって、生徒に主体的にコミュ
ニケーションを図る姿が見られた。
・英語検定の受験数が増えてきた。

・英語の授業だけでなく他の教科や行事など、ＡＬＴを活用する場を工夫して
国際理解教育に努めていく。
・カナダ研修やスピーチコンテストが中止され、自分の英語力を試す場が少
なかった。積極的な参加を促す指導を継続する。

【総合的な学習の時
間】
探究的な学習を通し
て、よりよく問題を解決
する資質・能力を育て
る。

「ふるさと輪之内」に学ぶ
態度と輪之内を愛し誇りに
思う心を育成する探究活動
の充実

C

・職場体験学習や環境に関わる企業訪問などができず、年間計画のように
学習を進めることはできなかった。探究活動を十分行うことはできなかった
が各学年で学習内容を工夫できた。
・1，2年の宿泊研修が中止になったことは残念だったが、研修先についての
調べ学習や交流の準備はできた。。
・２年の防災士学習は、中学生の実態に合った内容、学習の進め方などが
さらに必要である。

・探究的な活動を行うためには、防災というテーマを貫く課題の設定や単位
時間に解決した課題から次の課題につなげる、連続性や系統性がないとい
けない。来年度に活かせるようにする。
・学年末に学習の成果を発表する場があるとまとめ方の工夫や発表する力
の育成にもなる。
・ふるさと学習を指導するには、教職員が輪之内町について学習する必要
がある。

【特別活動】
所属感を高め、よりよ
い生活や望ましい人間
関係を築こうとする自
主的、実践的な態度を
育てる。

望ましい人間関係や学級集
団としてのまとまりを育て
る学級経営の充実（ＱＵ検
査の活用）

B

・コロナ禍の中、行事は少なかったものの生徒会がよく動いていた。
・修学旅行やスポーツレクフェスティバルでは、学級のリーダーを中心に声を
かけ合う姿が見られた。一方で、計画や準備・約束決めが不十分であったた
め、リーダー指導や班の協力や団結といったものには弱さがあった。
・学年主任、生徒指導が学級担任と共に組織的な対応を働きかけたことで、
学級担任を中心に、生徒相互の人間関係づくりを意識した指導援助や継続
的な支援ができた。
・年間２回のQU検査で、個別支援、効果的な学級経営を行うことができた。

・学級、学年、学校の取組ややり切り活動に対して、リーダーを中心に熱意
をもって向かえるようにする。
・感染防止対策を十分とった上で、できることを生徒と一緒に考え、集団とし
ての力が高まるような行事を行っていく。
・行事や集会のやり方について職員で積極的な議論を行い、生徒達が意欲
的に参加できるような場を設定する。

【生徒指導】
共感的な児童生徒理
解に徹し、よりよい人
間関係の形成を図り、
自己指導能力を育て
る。

児童生徒理解の深化を図
り、教職員と児童生徒との
信頼関係の構築

B

・心のアンケートについて、迅速な対応がなされ未然に防ぐ生徒指導、効果
的な支援につながった。
・心のアンケート、QU検査をもとに月1回は生徒と二者懇談ができた。
・生徒指導主事を中心に、各学年や担当の職員で、丁寧に生徒に寄り添い
指導を進めることができた。
・ロッカーの整頓、机椅子の整頓、残り姿など、継続して指導することができ
た
・些細なことでも相談してくれる生徒が多く、生徒と教員が話しやすい関係で
あることが分かった。

・休み時間の過ごし方や廊下や階段の歩き方、いじめの問題については、さ
らに厳しく指導する必要がある。
・ＱＵ検査を活用しながら、生徒理解を深めていく。
・生徒指導についての情報交流は大切にして、職員間の共通理解・共通行
動を図る。
・掃除について、生徒が主体的に取り組もうとする気持ちや取り組みができ
るように、生徒と一緒に話し合うことを大切にする。
・状況に合わせて、ルールを見直しができた。それが、生徒の生活に定着で
きるように、見届けをしていきたい。

【キャリア教育】
社会的・職業的自立に
向けて必要な基盤とな
る資質・能力を育てる。 勤労観・職業観を育成する

体験活動の位置づけと事
前・事後指導の充実

C

・進路指導を通して、自身の将来について考える場を設けることができた。
・「生きる」という教材を使用して自分自身の将来について1年生から考える
ことができた。
・職場体験学習や企業訪問ができなかったこともあり、勤労観や職業観を深
めることが難しかった。体験したり、話を聞いたりする機会は減ったが、各学
年が工夫して学習を進めることができた。
・キャリアパスポートを作成し、月の目標、反省を積み上げていくことで次の
ステップにつなげることができた。三者懇談で保護者とともに成長や頑張り
を確認するなど活用をしていきたい。

・コロナ禍で日々奮闘してみえる職業の方々について知ることで、社会の動
きにあった進路学習ができるといい。
・系統的にキャリア教育を推進していく必要がある。来年度も職場体験が難
しいのであれば、職業講話や出前講座のような体験ができる機会を考えて
いきたい。
・キャリアパスポートの有効な活用として、三者懇談で保護者とともに成長や
頑張りを確認するとよい。

【健康安全
教育】
運動に親しみ、進んで
健康で安全な生活を営
む態度を育てる。

自ら命を守りきる防災意識
を向上させるための指導方
法や指導体制の工夫改善

B

・コロナ対策や熱中症対策等、生徒の健康と安全を最優先に考えた動きが
できた。
・マスクの着用や手洗いの指導徹底ができた。給食の様子など職員、生徒と
も感染予防に努力できている
・緊急時には、救急車の要請や保護者への連絡等、迅速な対応ができた。
・1学期の終業式の「交通安全指導」はわかりやすく有効であった。自転車の
乗り方など、引き続き何度も指導していく必要がある。校風委員会など生徒
の活動として安全教育をすすめていきたい。

・廊下歩行、歯磨きの様子、教室の過ごし方など危険な姿がある。もっと呼
びかけたり委員会の活動を考えたりして安全な生活への意識を高める。
・これからも健康のために、手洗いうがいなどの徹底をしていく。
・防災士の資格取得に取り組んでいることを活かし、校内の防災について、
生徒が自ら考えられるようにしたい。
・生徒の心はとても不安定である。自分の気持ちを相手に伝える方法や、相
手の気持ちを理解する方法など、心の健康についての授業を取り入れてい
く必要がある。

【特別支援教育】
一人一人の教育的
ニーズに応じ、自立し
社会参加するための基
盤となる力を育てる。

特別支援教育コーディネー
ターを中心とした校内支援
体制づくりと合理的配慮の
構築

B

・生活単元の学習で、海津特別支援学校高等部や西濃高等特別支援学校
を見学し、進路について考えるきっかけになった。
・校内教育支援会議を中心に、毎週の生徒指導交流を通して、要配慮生徒
への対応について全教職員で情報共有できた。
・交流学級での授業を通して、温かい人間関係をつくり、生徒間の関わり合
いができている。
・主幹教諭を中心に担任会などを行い、指導方針や配慮事項について共通
理解をすることができた。専門性を生かしたて働きかけがあり、生徒や保護
者との面談、検査を身近に考えることができた。

・特別支援学級の生徒達の指導目標を明確にし、教科担任が一人一人の
ゴールを見据えた指導をしていく必要がある。
・合理的配慮が曖昧になっていることがあると感じる。発達障害特性だけで
なく、コミュニケーションが困難な生徒や気分障害（うつ）の生徒などへの対
応について共通理解をもって指導したい。
・次年度、特別支援学級に在籍する３年生の生徒が４人いる。交流学習のあ
り方については、年度末に検討したい。

【人権教育】
自他の大切さを認め、
互いに人権を尊重する
望ましい人間関係を醸
成する。

児童生徒と全教職員が一体
となったいじめや差別を許
さない学校・学級づくり

B

・いじめをしない、ゆるさないという学校・学級づくりを意識している。しかし、
まだまだ揺るがない強さがない。
・あいさつすることで相手を認めることにつながること、丁寧な言葉遣いが人
権感覚を磨くことにつながることなどを継続的に指導することができた。
・ひびきあいの日は、生徒が主体的に考えて取り組むことができた。
・職員会等で、いじめに関する研修を行い、いじめや差別の事象に対して敏
感に反応できる感覚を養った。

・大きないじめの事案はなかったものの、教室に入れない生徒や欠席が多
い生徒への援助がさらに必要である。
・教職員がいじめ・差別に対して、常にアンテナを高くしておく必要がある。
・小学校から大切にしている「さんづけ」を徹底する。
・かがやき見つけで発表された事実について教職員も価値付けを行ってい
く。

 【ＩＣＴ教育】
児童生徒の情報モラル
を高め、情報社会に対
応できる情報活用能力
を育てる。

ＩＣＴを有効活用した学習
活動の充実 B

・ICTを効果的に活用し、生徒の興味をひく授業を展開することができた。デ
ジタル教科書を使用した授業づくりや、生徒用タブレットを使用した学習を行
うことができた。
・生徒がタブレット端末を使う頻度も多くなっている。上手に活用できる生徒
もいれば、情報モラルを守れない生徒もいる。機会を捉えて何度も指導する
必要がある。

・ICTを活用すれば、必ず生徒達が生き生きと活動に取り組むとは限らない。
活用することのメリット・デメリットについて、さらに研究していきたい。
・教員がコンピューターを自由に使うことができるように研修を積む必要があ
る。
・年度の当初にタブレットの使用の仕方や、情報モラルについての授業を行
えるとよい。
・生徒会活動など、グラフを作って印刷をしたり、ワークシートに直接打ち込
んだものを印刷するなど授業の範囲内での活動から広めていきたい。

「ひとりだちのできる生徒」～自ら考え、よりよく判断して主体的に行動する生徒～

①確かな人権感覚を育てる教育課程の編成・実施・改善　②危機管理の徹底　③学力向上　④情報モラル意識の向上　⑤学校のスリム化

学校関係者評価

・学校の教育方針や生徒の様子（よさ）が学校だより等で伝えられている。今年度は難しかったが、来年度は授業参観等で子どもの
頑張りを見る機会を作ってほしい。
・様々な悩みを抱える生徒もいると思うが、先生方が悩みを聞き、早めの対応をしていることが分かった。
・今年はコロナウイルス感染症対策で様々な行事が今まで通りにできなかったが、その中でも子どもたちはできる方法を考え、取り
組んでいる。これからは、そういった力が必要となってくる。
・ＩＣＴ教育が充実しており、子どもたちの学習に役立っている。今後もより有効な活用方法を考え、実践していってほしい。


