
豊かな心

①教育相談や各種アンケート等の結果を学年
間・職員間で共有し、相互理解の充実を図る。②
次年度全面実施の道徳教育を多角的・多面的な
見方へと広げられるように、議論する授業を推進
する。③生徒会を中心に「あいさつ運動」等に取
り組む。すべての生徒が安心して豊かに生活で
きる「あったかい学校」作りの具現化を継続する。

B

B

B

①校内での職業講話では体験型学習が増
え、生徒の興味関心の幅を広げることがで
きた。②公開授業週間に合わせて、職場
体験の事後学習を廊下に掲示した。また、
事後学習を関係各所にも配布し、成果を
報告することができた。③進路説明会の形
態を見直し、生徒・保護者間の情報共有に
生かすことができた。

①本年度は、特に合理的配慮に関する校内研
修を実施した。「学校生活で困っていることに関
するアンケート」等の結果が、個のニーズに応
じた支援につながるようスキルアップを図った。
②概ね週１回のペースで、特別支援教育委員
会を定期的に開催することができた。③特別支
援教育委員会を中心として、関係諸機関との連
携を密にし、適切な支援方法を探ることができ
た。

①地域・学校ともにメンバーの入れ替わり
が多かった。その中でも連携を深めていく
ことができた。②連合町内会の会長からも
中学校の全面的な協力のもと、地域行事
を推進することができたとのお言葉をいた
だくことができた。今後も連携を深めてい
く。③年６回の発行が定着し、情報がス
ピーディーに流れている。

健やかな
体

①新体力テストの結果から、体力向上に向けて
生徒一人ひとりの具体的な目標を定め、体力向
上を目指し、継続して実践する。②一校一実践運
動である「縄跳び」に授業の導入で、継続して取
り組み、体力の向上を図る。③学校保健委員会
による活動を、クラスや個人で生かせるような取
組を継続的に実践し、体力づくりの向上に努める
とともに食の大切さに継続して取り組む。

学校経営
中期取組
目標
振り返り

　小中一貫ブロックの取組が定着してきたこともあり、合同研修、情報交換、研究授業などの内容を
深めることができた。地域全体で子育てをしている意識があり、その中核を担う立場として、さらなる
連携をすすめたい。すべての教職員が学校運営に積極的に関わる姿勢をさらに育てること、小規模
校の良さを生かせるような組織作りがこれからの課題である。

学校経営
中期取組
目標
振り返り

今年度から新たに設定された項目である、いじめに関してはいじめ防止対策委員会が主体となっ
て、迅速且つ適切に対応することができた。またいじめ防止基本方針改定にあたっては、学校運営
協議会やブロック内小学校とも連携して制定できた。特別支援教育では、コーディネーターを中心に
合理的配慮に関する研修やスクリーニングやアンケートを実施し、関係諸機関との連携やいじめ防
止に繋げることができた。健やかな体の項目においては、活動実績から市と区の学校保健優良校
表彰を受けた。小中一貫や地域連携では、より円滑な連携を図っていく。

学校経営
中期取組
目標
振り返り

学校関係者
評価

鴨志田中ブロック内の3校の連携が地域行事推進の要になっている。地域、学校、家庭（PTA)それ
ぞれの立場で、連携が進んでいる。3校の連携は大切だが、大変難しい課題であることも認識して
いる。地域をまとめていくには、学校を軸にしていくことが重要であると考えている。今後も継続して
取り組んでほしい。

学校関係者
評価

地域との連携が一層推進された。職場体験や模擬面接では、地域の事業所や経験豊かな人材を
積極的に活用することができ、地域のブランド力を高めるとともに学校と事業所双方において、大き
なメリットがあった。ふれあいコンサートやふるさとマラソンでは、学校を軸に地域とのつながりをより
密接に実行することができ、ブロック内小中３校が地域密着を同歩調として連携できていた。

学校関係者
評価

ブロック内
相互評価
後の気付

き

○昨年度に引き続き、三校合同授業研究会を年三回実施し、各校が一回ずつ担当した。指導案や
研究協議会の持ち方を工夫し、相互理解が深まった。
○小中一貫教育部会、全体会、中学校教員による小学校での授業(音楽)を年間を通して定期的に
実施し、九年間の子どもの育成に協働して取り組んだ。地域の行事には生徒、教職員とも小中合同
で参加し、連携が深まってきた。
○小中の円滑な接続を目指し、より丁寧な情報交換を継続していきたい。

ブロック内
相互評価
後の気付

き

○小中一貫教育部会、全体会、中学校教員による小学校での授業（音楽）を年間を通じて定期的に
実施し、九年間の子どもの育成に取り組んだ。３校の教職員が連絡を取り合う機会が多くなり、教職
員の交流が促進された。
○地域行事にも生徒・教職員ともに３校で積極的に参加することができ、地域との連携がより深まっ
てきた。
○小中の円滑な接続を目指し、小さいことでも丁寧に情報を交換することで、児童生徒の安心・安
全を図っていきたい。

ブロック内
相互評価
後の気付

き

①Y-Pアセスメントのアンケートを通して職員間
での相互理解に努めた。来年度はより活用して
いきたい。②生徒一人ひとりの状況をこまめに
把握し、記録をすることができた。また、事由が
発生した時には、校長をリーダーとし、いじめ防
止対策委員一丸となってチームとして解決に努
めた。③いじめ防止基本方針改定にあたり、学
運協と連携して作成できた。

いじめに関
する項目

①「子どもの社会的スキル横浜プログラム」等を
アンケートや授業、学校行事の場面での活用を
継続する。②生徒一人ひとりの状況について記
録を作成し、校長をリーダーに主幹教諭・学年教
諭・生徒指導専任等からなるチームによる支援と
学校運営協議会との連携も推進する。③「いじめ
防止基本方針」の改定を受け、その周知を図る。

いじめに関
する項目

①「子どもの社会的スキル横浜プログラム」等を
授業や学校行事の場面で活用する。②生徒一人
ひとりの状況について記録を作成し、校長をリー
ダーに主幹教諭・学年教諭・生徒指導専任等か
らなるチームによる支援を進める。

人材育成・
組織運営

①メンターチームを中心とし、学校全体で取り組
むＯＪＴの実施体制を作る。②外部指導者や専門
家を積極的に活用するとともに、校外や自主的な
研修参加を推奨し、指導力向上を目指す。③職
員組織の見直しを計画的に行う。

①メンターチームを中心として、実施体制
はとることができた。②年5回にわたり、全
国的に開催される道徳研修会に職員が分
担をして参加した。また、それぞれのキャリ
アステージに応じた研修を行うことができ
た。③課題点を絞り、小規模校の良さを生
かせるような組織づくりが課題である。

人材育成・
組織運営

①メンターチームを中心とした学校全体で取り組
むＯＪＴの実施体制を継続する。②外部指導者や
専門家を積極的に活用するとともに、校外や自
主的な研修参加を推奨し、更なる指導力向上を
目指す。③職員組織の見直しを積み重ねる。

①教職員間の風通しがよくなるような活動
をメンターチーム主導で行うことができた。
②自主的研修に加え、外部講師を招いた
全体研修も複数回行うことができた。③年
度末反省をもとに、次年度に向けて職員組
織を見直している。

人材育成・
組織運営

①若手を主体としたメンターチームを中核として、
その定期的開催と学校全体で取り組むＯＪＴの実
施体制を継続する。②外部指導者や講師、専門
家を積極的に活用するとともに、校外や自主的な
研修参加を推奨し、指導力向上を目指す。③若
手の積極的登用とベテランの有効な助言指導を
図り、職員組織の活性化と見直しを推進する。

キャリア教
育

①職業講話、職場体験、3年生面接練習とも、学
習がより効果的になるよう、講師や体験場所等
の充実に努める。②教科や各教育活動と、地域
社会との横断的つながりを意識し、密接に取り組
むとともに学習成果を学校内外に積極的に発信
する。

キャリア教
育

①職業講話、職場体験、3年生面接練習とも、よ
り効果的な運営を目指し、講師や体験場所等の
拡充にも努める。②教科や各教育活動と、地域、
社会とのつながりを意識できるような指導計画を
工夫する。③キャリア学習（進路情報含む）の情
報を積極的に発信し、効果的な情報整理の仕方
を指導する。

①地域の材を活用したキャリア教育の充
実を図ることができた。②③キャリア学習と
しては、年度の計画を見直す必要がある。

キャリア教
育

①職業講話、職場体験、3年生面接練習とも、学
習がより効果的になるよう、講師や体験場所等
の拡充にも努める。②教科や各教育活動と、地
域、社会とのつながりを意識し、学校内外に積極
的に発信する。③キャリア学習（進路情報含む）
の情報を積極的に発信し、その有効的な活用方
法を指導する。

BB

特別支援
教育

①より充実した校内研修を実施し、スクリーニン
グや「学校生活で困っていることに関するアン
ケート」等の結果を踏まえ、全職員が生徒個々の
特性に応じた多様なニーズに対応できるようスキ
ルアップを図る。②特別支援教育委員会を週1回
ペースで定期的に開催することを継続し、配慮を
要する生徒の情報と対応について共有する。③
スクールカウンセラーや関係諸機関との連携を
密にし、適切な支援方法を実践する。

特別支援
教育

①校内研修を実施し、全職員が生徒個々の特性
に応じた多様なニーズに対応できるようスキル
アップを図る。②特別支援教育委員会を定期的
に開催し、配慮を要する生徒の情報と対応につ
いて共有する。③カウンセラーや関係諸機関と連
携し、適切な支援方法を探る。

①全職員対象の研修を、年間２回実施し
た。今後も継続していく必要があると考え
る。②週１回のペースで特別支援教育委
員会を実施することができた。③特別支援
教育委員会を中心として、関係諸機関と連
携した適切な支援方法を探った。

特別支援
教育

①より充実した校内研修を実施し、スクリーニングや
「学校生活で困っていることに関するアンケート」等の
結果を踏まえ、全職員が生徒個々の特性に応じた多
様なニーズに対応できるようスキルアップを図る。②特
別支援教育委員会を定期的に開催することを継続し、
配慮を要する生徒の情報と対応について共有する。
③カウンセラーや関係諸機関との連携を密にし、適切
な支援方法を探る。

AA

学校運営
協議会

①学校家庭地域連携の中核としての学校運営協
議会を、より一層の協力体制を構築できるように
する。②校内外の連携行事を今後も継続し、生
徒が地域とのつながりを感じられるようにする。
③学校運営協議会だよりを活用し、地域・保護者
に向けて活動内容を周知する。④ブロック三校の
合同開催に向けて連携を深める。

学校運営
協議会

①学校運営協議会のもち方を工夫し、関係職員
が参加することでより連携を深める。②校内外の
連携行事を継続し、生徒が地域とのつながりを
感じられるようにする。③学校運営協議会だより
などで、活動内容を周知する。

①学校運営協議会に多くの教職員が参加
し、連携して学校運営をすることができた。
②地域の材を活用した行事を継続して行う
ことができた。地域防災拠点との連携も定
着化、改良してきた。災害時の対応など再
確認をしていく。③学校運営協議会だより
を年に6回発行し、活動内容を広報するこ
とができた。

学校運営
協議会

①学校家庭地域連携の中核としての学校運営協
議会を、より一層の協力体制を構築できるように
する。②校内外の連携行事を今後も継続し、生
徒が地域とのつながりを感じられるようにする。
③学校運営協議会だよりを活用し、地域・保護者
へ向けて活動内容を周知する。

AA

健やかな
体

①新体力テストの結果を基に、体力向上に向け
て生徒一人ひとりの目標を定め、実践する。②一
校一実践運動の「縄跳び」への取組を通して、体
力の向上を図る。③学校保健委員会による活動
を、クラスや個人で生かせるような取組をしてい
く。

①新体力テストを実施して,自分の診断結
果から長所や短所を把握して体力向上に
努める。②体育の授業で取り組んでいる
が、取り組む姿勢に差が出ているのが現
状である。生涯体育の取り組みを意識させ
ながら継続していきたい。

健やかな
体

①新体力テストの結果から、体力向上に向けて
生徒一人ひとりの具体的な目標を定め、体力向
上を目指し実践する。②一校一実践運動である
「縄跳び」に継続して取り組み、体力の向上を図
る。③学校保健委員会による活動を、クラスや個
人で生かせるような取組を継続的に実践し、体力
づくりの向上に努めていく。

A

豊かな心

①教育相談やスクリーニング、各種アンケートを
活用し、相互理解の充実を図る。②生徒指導、特
別支援教育、人権教育、特活指導を土台とした
道徳の授業づくりと学級経営に取り組み、自己有
用感を醸成する。③生徒会を中心に「あいさつ運
動」等に取り組み、「あったかい学校」作りの具現
化に努める。

①各種アンケートを用いた生徒理解は非
常に有効であったといえる。多角的な見方
や、教職員同士での声の掛け合いにも有
効であった。②各種アンケートを基にした
授業づくりを行った。生徒の取り組み状況
などを鑑みると、成果はあったといえる。③
生徒会の目指す「あったかい学校」作りに
むけて、より一層の取組みをしていく。

豊かな心

①教育相談や各種アンケート等の結果を学年
間・職員間で共有し、相互理解の充実を図る。②
道徳教育を要とした教科指導、生徒指導、特別
支援教育、人権教育、特活指導に取り組む。③
生徒会を中心に「あいさつ運動」等に取り組む。
すべての生徒が安心して豊かに生活できる「あっ
たかい学校」作りの具現化に努める。

①新体力テストを実施して、その結果から生徒
が具体的な目標を定め、実現に向けて取り組
むことができた。②補強運動として毎授業の導
入で「縄跳び」に取り組み、体力の向上を図っ
た。③学校保健委員会による活動の一環で「朝
食コンテスト」やｱﾝｹｰﾄを通して食の大切さがク
ラスや個人で浸透してきているのが大きな収穫
である。来年度も進めていきたい。

A

①アンケートを個に応じた指導に活かすこ
とができた。また、学年・学級の様子を他
学年とも比較検討する機会を設けることが
できた。②生徒の気づきを大切にした授業
展開をすることができた。多角的・多面的
な見方へと広げられるように、議論する道
徳の授業を目指す。③あいさつ運動に関
わる生徒の幅を広げることができた。

A

B

総括

B

具体的取組 自己評価結果 具体的取組 自己評価結果 具体的取組

確かな学
力

①小中合同授業研、公開授業週間、授業参観等
で積極的に授業公開し、お互いに見合って授業
力向上に努める。②小さなＰＤＣＡサイクルを工
夫して授業改善を図る。③様々な学び方を指導
したり、授業における効果的な学び方を工夫する
などして、学習習慣の定着を図る。

①毎月の授業公開、教員相互の授業参観
に取り組んだ。公開授業週間や授業参観
の参観率の向上が課題。②PDCAサイクル
の意識はあるが、行動が定着しているかど
うかが課題。③学び方の指導などは、今後
も検討の余地がある。教科内アンケートの
実施など、新たな試みが必要である。

確かな学
力

①ブロックの「9年間で育てる子ども像」を目指し、
小中合同授業研では3校で共通のテーマを明確
にして実施するなど、内容を充実させる。②小さ
なＰＤＣＡサイクルを工夫して授業改善を図る。③
様々な学び方を指導したり、授業における効果
的な学び方を工夫したりするなどして、学習習慣
の定着を図る。

①小中合同授業研では３校での共通の
テーマを明確にして実施することができ
た。来年度は、より９年間を見据えた形に
変え、実施する。②テストの振り返りや授
業評価アンケートの実施などを通じて、指
導の振り返りに生かすことができた。③
ipadや図書室の積極的利用が随所に見ら
れた。今後も新しい活用方法を探したい。

重点取組
分野

確かな学
力

①ブロックの「9年間で育てる子ども像」を目指し、
小中合同授業研では3校のローテーションで実施
する。②小さなＰＤＣＡサイクルを工夫して授業改
善を図る。③少人数授業やＴＴ授業における効果
的な学び方を工夫し、学習習慣と基礎学力の定
着化を図る。④ipad等ＩＣＴ機器の授業での活用
や図書室の積極的利用を推進し、さらに新しい
活用方法を模索する。

総括

B

横浜市立 鴨志田中学校 学校評価報告書 （平成28～30年度）

重点取組
分野

平成２８年度 重点取組
分野

平成２９年度 平成３０年度

自己評価結果
総括


