平成 28 年度 学校評価総括表

学校名 生駒南中学校 相木正則

印

Ⅰ 学校教育目標
Ⅱ 前年度に残された課題

Ⅲ 本年度の重点課題

Ⅳ 来年度に残された課題

①基本的生活習慣の確立及び規範意識の醸成→挨拶など礼儀 ①基本的生活習慣の確立及び規範意識の醸成
正しくよくできている。家庭学習の定着を含め基本的生活習慣の ②教育相談体制の確立
確立について家庭との連携を深め継続的な指導が必要。
③学習意欲や自主的な学習態度の育成及び読書の習慣の向上。
②教育相談体制の確立→教育相談週間が定着した。いじめや不 ④生徒会活動や係活動等の活動内容の周知。
登校の相談に対しては、生徒・保護者が相談しやすい環境におい ⑤開かれた学校づくり
てはまだまだ課題がある。
③学習意欲や自主的な学習態度の育成及び読書の習慣の向上
→生徒が意欲や関心を持って学習や教育活動に取り組めるよう
創意工夫した魅力ある授業の展開を図る。読書への興味付けと
ともに、時間の確保を探る。
④生徒会活動や係活動等の活動内容の周知→様々な活動、取り
組みについての情報提供の工夫を図る。
⑤開かれた学校づくり→保護者や地域との繋がりについて、取り
組みの工夫。
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○「あいさつ革命スクール
南中」－世界一あいさつが
飛び交う学校ーを合言葉
に率先垂範で指導に当た
る。自己評価および外部
① 評価で７０％以上を目指
す。
○校長・教頭・
生徒指導主事が中心にな
り毎日、校門であいさつを
する。
新年度当初に全校集会で
生徒に紹介。プリントおよ
びメールで保護者に周知
徹底。市Ｃｏと県Ｃｏの連携
② の促進。特に、県Ｃｏにつ
いては月１回の不登校親
の会ピアサポートクラブの
主催。別室登校生徒の教
室復帰への手立てについ
○家庭学習の時間を増や
すため「毎日の記録」（１
年）を書かせる。家庭時間
１時間以上する生徒の割
合を７０％にする。
③ ○全校一斉の朝読を毎週
木曜日に実施する。３年生
では毎日実施する。毎日
読書を３０分以上する生徒
を３０％にする。「まったくし
ない」を25％以下にする。
生徒の主体性を尊重し
た活動を保証し、自己有
用感の割合８０％以上に
する。
④

○学校の活動内容等の情
報配信を積極的に行う。
（毎週金曜日校長メール・
随時ホームページ・月１回
⑤ 学校だより）の工夫。）
○生徒の地域活動に参加
する割合を６０％以上にす
る。○体育的行事だけで

[4]外部アンケートの分析
児童生徒アンケート
保護者アンケート

実施日12月3日
公表日1月10日
公 ホームページ
表 文書配布
方 説明会実施
法 その他

実施日12月21日
公表日1月10日
ホームページ 評定 公
公 文書配布
表
表
方 説明会実施
方
法 その他
法

①基本的生活習慣の確立及び規範意識の醸成→挨拶など礼儀正しくよくできてい
る。 家庭学習の定着を含め基本的生活習慣の確立について家庭との連携を深
め継続的な指導が必要。
②教育相談体制の確立→教育相談週間が定着した。いじめや不登校の相談に対
しては、生徒・保護者が相談しやすい環境においてはまだまだ課題がある。
③学習意欲や自主的な学習態度の育成及び読書の習慣の向上→生徒が意欲や
関心を持って学習や教育活動に取り組めるよう創意工夫した魅力ある授業の展開
を図る。読書への興味付けとともに、時間の確保を探る。
④生徒会活動や係活動等の活動内容の周知→様々な活動、取り組みについての
情報提供の工夫を図る。
⑤開かれた学校づくり→保護者や地域との繋がりについて、取り組みの工夫。
最終評価（成果と課題）
評 価 12/21
公 表 1/10

[5]自己評価
ホームページ
文書配布
説明会実施
その他

課題の改善策等

[6]学校関係者評価
評価者人数
6人
評価日3月4日
公表日3月24日
公 ホームページ
表 文書配布
方 説明会実施
法 その他

「生徒が挨拶やきちん 「生徒が挨拶やきちん 「生徒が挨拶やきちんとした言葉づかいができるよ 教員は指導をしているつもりでも、生徒や保 生徒の様子が良い方向に変わって
とした言葉づかいがで とした言葉づかいがで うに指導している」4.6ポイントで昨年より０．１ポイン 護者の感じ方にはギャップがある。校門での きている。あいさつもよくしてくれる。
きるように指導してい きるように指導してい ト上回った。
挨拶や普段からの教師の声かけをさらに増や 挨拶ができない子どもには大人から
る」４．０ポイントで昨年 る」４．１ポイントで昨
していくことが必要である。
声かけをすると心を開いてくれる。
の結果と比較して変化 年より0.1ポイント上
「ほめる」ことを意識して子どもと接し
が無い。「あいさつをし 回った。
たい。
B
ている」「あたはまる」
は58％であったが、「ど
ちらかといえばあては
まる」を加えた数値は
95％から９７％に増加
該当項目無し
該当項目無し
ピアサポートクラブを８回実施。参加者は固定され 保護者との連携を重ねる中で、不登校生徒が 不登校生徒の進路が決まって安心
徐々にであるが前向きに学校生活に向かうよ している。地道な学校の取り組みの
ていた。(3～4名）。
3年生不登校生徒5名の内2名は教室に完全復帰。2 うになってきている。継続して取り組みたい。 成果であろう。
名は、不登校状態から別室登校に。1名は教育支援 また、不登校生徒ばかりでなく、特別支援学
級生徒をはじめ特別の配慮の必要な生徒の
B 室に。5名とも進路が決定。
2年生不登校生徒2名は、不登校の状態から週に数 保護者にもピアサポートクラブへの出席の声
回、数時間だけ別室への登校ができるようになって かけをしたい。
きた。 1年生不登校生徒1名は教室へ完全復
帰。
｢学力をつけるための ｢学力をつけるための ｢学力をつけるための取り組みに努めている」4.2ポ 来年度は読書活動の推進を第一優先に、全 読書推進には学校で様々な取り組
イントで、昨年より0.1ポイント上回っている。授業改 教師と家庭の協力を得ながら進めていきた みをしてもらっている。家庭の問題で
取り組みに努めてい 取り組みに努めてい
い。
もある。朝学習やテストの問題の難
る」4.2ポイントで昨年い る｣3.8ポイントで昨年 善等わかる授業の推進に努めたい。
易度に批判的な意見を持っておられ
比べ0.1ポイント上回っ より0.2ポイント上回っ
る人がおられるが、もう一度「自分の
ている。家庭学習1時 ている。生徒及び教職
子どもの問題」として家庭で話し合っ
間以上の生徒５８％か 員と比べると低い数値 B
てみる必要がある。「できている生
ら７０％と増加し目標達 になっている。保護者
徒」が大半なのだから学校は自信を
成。読書を30分以上す が時間で切るような学
持って推し進めていただきたい。
る生徒は21％であった 力向上の取り組みを
が、全くしない生徒は３ 進めたい。
６％から２９％に減少し
た。
｢学校行事を通して生 ｢学校行事を通して生 「学校行事を通して生徒に自主自立の力をつけてい ○行事等がマンネリ化しないように、少しづつ 行事等で先生方が楽しく盛り上げて
徒に自主自立の力をつ 徒に自主自立の力を る」4.8ポイントで0.1ポイントで昨年より0.1ポイント上 改善を加えながら実施していきたい。
くれる。行事のたびに生徒と教員が
けている。」4.2ポイント つけている。」4.4ポイ 回った。高い数値でありさらに充実させたい。
○「自己有用感」を持たせるため「褒める教 一体となった、「いい学校だな」と思
で昨年と同じであった。 ントで昨年より0.2ポイ
育」の実践を教職員全員で進めていきたい。 う。
高い数値でありさらに ント上回った。高い数 B
充実させていきたい。 値でありさらに充実さ
自己有用感は76％から せていきたい。
80％に増加し、目標を
達成できた。
地域行事に参加する割 「通信やＨＰ、携帯メー 「通信やＨＰ，携帯メールなどで家庭に積極的に情 通信、ＨＰや携帯メールの内容のさらなる充実 メール配信で確実に通親類が手に
合は53％から57％に増 ルなどで家庭に積極
報を伝えている」４．８ポイントで、昨年よりも０．３ポ を図る必要がある。
入り学校の様子がよくわかる。
加した。
的に情報を伝えてい
イント上回った。高い数値であり、今後も継続して取
る」４．５ポイントで昨 B り組みたい。
年と同じであった。高
い数値でありさらに充
実させていきたい。

