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2019 年度 学校評価報告書 
 

１ 学校教育目標                            ２ 今年度の学校重点目標 

「夢や希望をもち、目標に向かってたくましく生きる生徒の育成」 

 真（真実を見抜く力、学力）善（思いやりの心）美（誇り、美しい行動） 

～めざす学校像～ 

◆安全・安心の学校＜学習活動、環境の充実、適切な危機管理＞ 

◆開かれた学校＜学校･家庭･地域、異校種、関係機関との連携＞ 

◆あたたかい学校＜迅速･組織的な生徒指導、教育相談の充実、 

共感的生徒理解＞ 

 ① 学力向上に向けた授業改善の工夫 ② 特別支援教育の充実と発展 

③ 新学習指導要領と特別の教科「道徳」に対応した取組の充実 

④ 家庭・地域との連携       ⑤ 学校園所連携の推進  

⑥ 学校業務改善（勤務時間の適正化） 

 

３ 総合的な自己評価                          ４ 総合的な学校関係者評価 

学校教育目標やめざす子ども像を意識した学校としての取組が進んできた。

しかしながら、アンケート結果で教職員と生徒・保護者の割合が異なるものは

昨年度と同様であり、更なる周知と連携した家庭、地域との取り組みの必要が

ある。新学習指導要領では、「社会に開かれた教育課程の実現」(学校が地域社

会との連携や協働をより一層推進していくこと)が求められている。タイムリー

な情報発信を工夫し、家庭や地域の理解と協力を得、学校教育目標の実現を図

りたい。 

 生徒は学校や学年、学級の目標に向かって、日々前向きに頑張っている。

下記の教育課程・学習指導、生徒指導、家庭・地域との連携の各項目におい

て好ましい状況にあると言える。昨年度設定された学校教育目標やめざす学

校像・生徒像の確立に向け、教職員が意識して取り組んでいることがわかる。

今後も学校・家庭・地域が連携し、生徒の健全育成と学校教育目標の実現を

図ってほしい。 

５ 評価結果  

自己評価 学校関係者評価 

分野・領域 評価項目（取組内容） 評価結果及び分析 改善の方策 学校関係者評価委員会の意見 

教育目標 学校教育目標や重点目標、目指す生徒像・学校像

を意識した教育活動が日々実践されているか。 

目標に向かって、日々前

向きに頑張っており、お

おむね良好と言える。特

に、教職員の学校教育目

標を意識した取組が進

んでいる。 

学校教育目標やめざ

す生徒像の浸透を図

り、保護者、地域、教

職員が一体となって

生徒の自尊感情や愛

校心、安全で美しい教

育環境を高めていく。 

学校は保護者や地域の理解と

協力を得ながら、学習環境を整

え、充実感のある教育活動を行

っている。学校教育目標やめざ

す学校像・生徒像の確立に、引

き続き保護者・地域一体となっ

て取り組んでほしい。 

生徒が学習する場としての教育環境が整ってい

るか。 

保護者や地域の理解と

協力を得ながら、環境整

備や不審者対策を進め

ている。特に PTA美化作

業に生徒も一緒に取り

組めたことが良かった。

また、来校時の名札、シ

ールの貼付が定着した。 

ＰＴＡや生徒会、部活

動と連携し、一層の環

境整備充実を図る。ま

た、不審者対応訓練な

ども行い、危機意識を

更に高めたい。 

保護者と生徒が一緒になって

行う美化作業は、とても良い。

また、来校時の名札やシールの

貼付が定着したことも評価で

きる。一層、環境整備の充実と

危機管理意識の高揚を図って

ほしい。 

教育課程 

学習指導 

適切な時期と目的により、充実した学校行事を実

施できているか。 

有意義な学校行事や部

活動、生徒会活動ができ

ている。特に、学校行事

を学校ＨＰ、通信等でタ

イムリーに発信できた。 

充実感のある行事や

活動となるよう、めあ

てと振り返りをしっ

かりと行い、自尊感情

を高めていく。 

有意義な行事や活動が行えて

いる。目的とめざす生徒像を明

確化して、取り組んでほしい。 

「学力向上指導改善プラン」に基づき、授業改

善・家庭学習・読書活動・放課後の学力補充・小

中連携の充実に取り組めているか。 

教職員の意識した取組

は進んでいるが、授業や

宿題・復習、読書、学力

補充については、保護者

の期待が大きい。 

「学力向上指導改善

プラン」の取り組みを

年度当初から発信し、

取り組んでいく。 

学習指導に対する期待は生徒、

保護者ともに高い。年度当初か

らプランを実行し、「めあて」

や学習内容の板書など、視覚支

援もお願いしたい。 

学校名 三田市立富士中学校   
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生徒指導 教育相談の充実により生徒理解に努めるととも

に、問題行動の早期発見・早期対応、未然防止に

取り組めているか。 

毎月の生活アンケート

や教育相談などを有効

に活用するなど、教職員

の意識した取り組みが

進んでいる。「にこにこ

デー」を内外に周知でき

たことは良かった。 

生徒理解と早期発見

早期対応に一層努め

る。挨拶については、

家庭や地域、生徒会と

一体となり取り組み

を進める。来年度、校

則の見直しを行う。 

「にこにこデー」の横断幕を作

成し、挨拶運動を学校内外に周

知できたことはとても良かっ

た。担任に限らず、学年の先生

や教科担任、部活動顧問など、

話しやすい先生に相談できる

体制や雰囲気を作ってほしい。 

「学校いじめ防止基本方針」に基づき、いじめ問

題に迅速かつ組織的に対応できているか。 

いじめ対応チームで情

報共有と方針決定を行

うなど、組織的に取り組

んでいる。 

生活アンケートや教

育相談の継続、日常よ

り生徒に向き合う時

間の確保と積極的な

声掛けを行っていく。 

生活アンケートや教育相談、日

常の声かけを通じて生徒理解

に一層努めてほしい。 

家庭・地域との連

携 

通信やＨＰ、オープンスクールによって家庭や地

域に情報を発信し、開かれた学校づくり・信頼さ

れる学校づくりができているか。 

学校ＨＰのアクセス数

も増加し、アンケートか

らも情報発信を評価い

ただいている。 

タイムリーで積極的

な情報発信を行う。定

時退勤や部活動ガイ

ドラインなど、教職員

の勤務時間の適正化

について、さらに理解

を得ていく。 

今後も家庭や地域に学校の情

報を積極的に発信してほしい。

教職員の業務改善をさらに進

めながら、生徒に向き合う時間

も大切にしてほしい。 

学校運営へのＰＴＡや地域住民の参画、及び協力

を推進しているか。 

保護者や地域ボランテ

ィアの方々に、図書の貸

し出しや和文化体験、部

活動、補充学習、環境整

備、生け花、写真ビデオ

撮影、トライやるなどに

大変協力いただいた。生

徒会や部活動のボラン

ティア参加の機会も作

っていただいた。 

保護者メールでの連

絡や募集が有効であ

り、学校支援ボランテ

ィアのタイムリーな

導入を検討したい。ま

た、地域クリーンデー

やその他のボランテ

ィア参加の機会を地

域やＰＴＡと共につ

くっていく。 

全校集会での「感謝を伝える

会」（３月４日実施予定）の企

画はとても良い。ボランティア

の方々に感謝する場を持つこ

とは大切である。生徒たちに

は、日々感謝する気持ちを持っ

てほしい。 

 

６ 学校自己評価の実施状況について                   ７ 学校関係者評価委員会の活動について 

時  期 内  容  時  期 内  容 

12月 6～20日 生徒・保護者・教職員対象にアンケートを実施  7月 3日 第１回学校関係者評価委員会（学校教育目標説明、評価計画） 

 2月 17日 アンケート結果及び学校自己評価のまとめ  9月 14日 第 29回体育大会参観 

 2月 28日 アンケート結果を保護者に配布  11月 3日 第 29回文化祭参観 

3月 6 日 学校評価の総括  12月 4日 第 2回学校関係者評価委員会（アンケート内容の確認） 

１月 25日 オープンスクール参観 

2月 26日 第 3回学校関係者評価委員会（評価・総括） 

※学校自己評価…外部（児童生徒・保護者・地域等）アンケートの実施を含む  

８ 学校評価の公表について   

時 期 手  段 内  容 添付 

3月 学校ホームページ 「学校評価アンケート結果」、「学校評価報告書」を掲載。   ○ 

3月 学校だより 学校評価結果を記載。保護者に配布、地域に回覧。   ○ 

4月 ＰＴＡ総会 2019年度学校評価結果を踏まえ、2020年度の取組等を説明。  

※ 公表の具体がわかる印刷物等がある場合には添付願います 


