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〇今年度は授業を見合う週間や研究授業を実施
することができた。職員が授業を見合い、研究会で
は授業のよかった点や課題となる点について意見
交換することができた。実現できてよかったと感じ
ている職員も少なくない。次年度はテーマや課題を
しっかりと定めて、授業を見合う週間や授業研究
会を実践していきたい。

B
生きてはた

らく知

「わかる授業・楽しい授業」を目指し、授業改善を繰り
返す
①授業を見合う週間　年３回
②新学習指導要領の研修　年３回
③生徒による授業評価　年２回
④研究授業　年１回

　主体的に学習に取り組む態度を育てるために、
学習プリントや学習カードを工夫し、生徒一人ひと
りの学びや課題を丁寧にみとることができた。授業
も課題解決学習やグループ討議など生徒の学び
合う場面がみられた。来年度も授業研究会を通し
て、学校全体で指導方法や評価方法の研究を実
践していきたい。

B
生きてはた

らく知

○授業評価の方法、活用の仕方等を教科主任
会で検討して、「わかる授業・楽しい授業」を推進
する。
〇夏休み前に授業評価を行い、その結果をもと
に授業改善を行う。

〇夏休み前の授業評価アンケートは各教科
担当の授業改善に役立ったが、授業を見合う
取組が不十分だったので、次年度は改善策を
考えたい。○生徒が授業アンケートに真剣に
臨んでいるか疑問も生じている。生徒の本音
を引き出す質問となるように作成・活用方法に
工夫改善を行いたい。

B
生きてはた

らく知

○「わかる授業・楽しい授業」の実現に向けて、授業を
見合う週間や研究授業などの取組を通して、授業力
向上に努める。生徒による授業評価を行い、結果を分
析し、指導方法や授業内容の改善に生かす。
〇TT授業や少人数指導を取り入れることで、生徒の
学習状況の把握と個に寄り添った支援を充実させ、基
礎学力を身につけさせる。

〇感染防止対策として、生徒集会を放送や動画を
活用して行った。今後も選択肢の一つして考えて
いきたい。〇生徒会主催の「学年を越えた活動」は
今年度は１２月に行ったが、来年度はより早い時
期にできると良い。〇今年度は学区の小学校で生
徒会が挨拶運動を行った。小学校児童にも好評
で、交流も図ることができた。

B 豊かな心

生徒一人ひとりの人権意識と自尊感情を育てる
①挨拶運動　年１回
②小学校での挨拶運動（子ども会議で相談）
③ローテーション道徳　通年
④人権を意識した授業づくり　通年　⑤人権週間の取
組　12月　⑥金沢ブロック人権研修　年２回　⑦校内
人権研修　年６回

　連絡票の教科所見は「成果（みとめること）」・「課
題（はげますこと）」を全教科で記載し、生徒の自尊
感情の育成に努めた。今年度も学区の小学校で
生徒会が挨拶運動を行ったり、各校で作成した「あ
いさつ運動」のポスターを交換し合ったりするなど、
挨拶を通して交流することができた。

B豊かな心

○各委員会への協力要請や集会の場での呼び
かけを通して挨拶運動を充実させ、日常から挨
拶のとびかう学校を目指す。
○集会を増やす等、生徒の学校単位での活躍の
場を増やす。
○授業力向上をさらに目指して、研修を続ける。
評価に関しても、職員間で共通理解を深める。

〇全校集会は良いスタートを切ることができ
た。引き続き行っていきたい。前期に2回、後
期に２回程度が適切と考える。
〇挨拶運動については今後の工夫が必要と
感じた。生徒会だけでなく、他の委員会などと
タイアップした企画を考えられると良い。

B 豊かな心

○生徒会や委員会活動などを通して、生徒が主体的
に挨拶運動を展開する環境をつくり、生徒間で挨拶が
自然にかわされる学校を目指す。
○集会活動の計画・運営を通して、多くの生徒が活躍
できる場を増やしていく。
〇道徳を中心に全ての教育活動を通して、生徒一人
ひとりの人権意識や自尊感情を育てていく。

〇地震や津波訓練では、どの係が具体的にどんな
動きをするのか、自分の係にこだわらず、計画全
体を把握しておくことが大切だと思う。実際は、自
分の係がどう動くかを確認するので、手いっぱい
だったように思うが、いつ、災害があっても行動で
きるように、どの係も自分の動きも理解して準備す
る必要があると思う。

B
健やかな

体

自他の命を大切にできるベースとなる健やかな体を作
る
①生徒が活躍する体育祭　６月
②避難訓練　年３回
③中学校給食の取組　通年
④保健室だよりを活用した保健指導　随時

　感染防止対策に細心の注意を払いながら体育祭
の計画運営に取り組むことができた。迅速で安全
な避難を実現するために避難時の役割分担や校
内の環境整備の改善を図ることができた。保健だ
よりでは食育コーナーを設け、食文化の理解や健
康につながる情報を発信することができた。

B
健やかな

体

〇職員も生徒も、実際に災害が起きた時をさらに
意識して避難訓練が行えるようにする。また、地
震や津波の事前学習の教材を工夫する。
〇体育祭では、クラス対抗の意識を越えて、縦割
りで応援しあえるような雰囲気づくりをする。多く
の生徒が活躍できる場を設ける。

○避難訓練では職員間で指導上のポイントが
十分に共通理解できなかったため、思わぬ失
敗につながった。有事の際の約束事や訓練
計画の見直しを図り、訓練を通して、職員も生
徒も意識を高めていきたい。

B
健やかな

体

〇地震や津波、火災などを想定した避難訓練や事前
指導を通して、生徒が自分自身の身を守る意識や行
動力を育てる。
〇体育祭では、クラス対抗の意識を越えて、縦割りで
応援しあえるような雰囲気づくりをする。多くの生徒が
活躍できる場を設ける。

〇教育課程作成に向けて、新しい学習指導要領に
ついての研修を行った。新しい学習評価のあり方
について学ぶと共に、授業づくりも工夫改善が求
められることを理解することができた。今後は、アク
ティブラーニングや問題解決学習の実践や「主体
的に学習に取り組む態度」の見とり方などをテーマ
に研究・研修を進めていきたい。

B
教育課程・
学習指導

新しい教育課程を実践し、見直し、質を上げていく
①新学習指導要領の研修　年３回（再掲）
②キャリア教育推進（１年マイスター　12月　２年職場体験
12月　3年進路学習　通年）
③地域行事（祭礼７月　地域清掃７月）
④地域理解（家庭訪問5月　人権研修　年６回）

　年間を通して新しい学習評価についての研修や
研究授業、管理職との評価の振り返りを継続して
きたため、職員の新しい学習評価についての理解
が深まり、評価方法の工夫改善に取り組むことが
できた。1年生でマイスター体験を実施することで、
職業についての理解や意識が深まった。2年生の
職場体験はコロナ禍で中止した。

B
教育課程・
学習指導

○評価評定、学習指導要領改訂、職場体験等の
研究・研修を行う。
○地域行事を地域とのつながりの中で大切な行
事であることを職員がはっきりと認識し、、地域行
事実行委員会を中心にしっかり取り組む。
○マイスター体験をキャリア教育の一環として1
年生で実施する。

〇評価については、職員に学習状況の捉え
方や評価方法に不十分な点がみられた。来
年度は研修を通して、評価の見直しを図ると
ともに、職員の授業力向上にもつなげたい。
○ １年は職業マイスター、２年は職場体験を
実践した。系統的・発展的なキャリア教育を計
画実践することができた。

B
教育課程・
学習指導

○新学習指導要領についての研修や研究授業を通し
て、新しい教育課程の理解を深め、指導力の向上に
努める。
○地域行事を地域とのつながりの中で大切な行事で
あることを職員がはっきりと認識し、地域行事実行委
員会を中心にしっかり取り組む。
○職場体験を中心としたプログラムを系統的・発展的
に行い、社会的自立や職業的自立への資質能力を育 〇面談前や教育相談の前に生活アンケートを行い、結果

を学年、専任、養護教諭、管理職で共有し、課題や不安
をもつ生徒にアプローチするなど、予防的な生徒指導に
つなげることができた。
〇毎朝の打ち合わせや臨時の部会を通して、各学年の
情報共有ができた。生徒の変化を複数の目でみていく体
制は維持ができ、一人ひとりの生徒との関係性を前提と
した指導風土ができていると感じた。

A
児童生徒

指導

生徒理解を深め、課題の予防・早期発見・早期解決に
取り組む
①生活アンケート　年５回（再掲）　②生活相談　年３
回（再掲）　③YPアセスメント　年２回
④家庭訪問５月（再掲）　⑤学年超情報交換　毎日
⑥部長の育成　年３回

　生徒指導部では日々の情報共有を徹底した。学
年の事案に対しては、各学年の生徒指導部が中
心となり、組織的な支援体制で取り組むことができ
るようになった。生活アンケートを行い、結果を学
年、専任、養護教諭、管理職で共有し、課題や不
安をもつ生徒にアプローチするなど、予防的な生
徒指導につなげた。

A
児童生徒

指導

〇月１回のアンケートを内容も検討しながら継続
する。YPを年度当初と年度終わりに行う。
〇あいさつの定着や、事を起こさないような積極
的な生徒指導を目指す。
〇新たな試みとして各部長の会合を開くなど、
リーダーの育成を図る。(部活動顧問会と部長会)

〇生活アンケートを活用し、生徒理解を深め、
問題の早期発見・早期解決を実現できた。〇
情報交換も毎日行うことで各学年で起きてい
る生徒指導の様子を把握できている。〇ＹＰ
の取組が計画的にできなかったので、次年度
は前期と後期に1回ずつ行い、生徒理解につ
なげていきたい。

A
児童生徒

指導

〇生活アンケートやYPを活用し、生徒理解を深め、問
題の早期発見・早期解決に努めていく。
〇学年や生徒指導部で日々の情報共有を徹底し、組
織的な対応をめざす。
〇各部長の会合を開くなど、リーダーの育成を図る。
(部活動顧問会と部長会)

〇特別支援教室の運営や個別指導計画作成な
ど、特別支援コーディネーターを中心に生徒の課
題や困り感に寄り添った支援・指導を組織的・計画
的に進めることができた。〇特別支援教育の研修
を通して、特別支援教育やユニバーサルデザイン
のあり方について学び、生徒への支援方法の工夫
改善を図ることができた。

B
特別支援

教育

誰もが安心して豊かに生活できる環境を作る
①特別支援教育研修　年1回　②ユニバーサルデザイ
ン研修　年1回
③個別の支援計画・指導計画の作成と共有4月→7月
④特別支援教室利用生徒のファイル作成　4月
⑤特別支援教室の担当を時間割化　通年

　不登校生徒の登校支援として特別支援教室を運
営している。登校頻度が増えた生徒、教室で授業
が受けられるようになった生徒もみられるようなっ
た。今後は、生徒の居場所づくりとして、生徒の課
題や困り感に寄り添った支援体制が実現できるよ
うに、特別支援教室の改善を組織的に進めたい。

B
特別支援

教育

〇特別支援教育の取組を全校体制で推進し、支
援を要する生徒に対して、理解に基づいた指導
を行う。
〇ユニバーサルデザインや特別支援教育の研
修を行い、より一層の理解につなげる。

〇特別支援教室の運営や個別指導計画作成
など、特別支援コーディネーターを中心に生
徒の課題や困り感に寄り添った支援・指導を
組織的・計画的に進めることができた。〇研修
を通して、特別支援教育について学び、生徒
への支援方法の工夫改善を図ることができ
た。

B
特別支援

教育

〇特別支援教育やユニバーサルデザインの研修を通
して、生徒が安心して生活できる環境づくりや生徒の
特性や実態に応じた支援のあり方を学び、実践できる
ようにする。
〇特別支援教育コーディネーターが中心となり、課題
や困り感のある生徒の個別の支援計画・指導計画を
作成し、課題解決に向けて組織的・計画的に取り組
む。 〇地区懇談会にはじまり、地域祭礼・地域清掃、餅つき

大会と年間に予定していた行事が中止となったが、全校
道徳を通じて地域行事について考える機会をつくること
ができた。その中で考えたことについても、手紙を通じて
地域に届けた。また中学生川柳を通じて、間接的ではあ
るがつながりをもつことができたと感じる。川柳の作品を
各町内会の掲示板に掲示していただき、地域の方も喜ん
でいただいた。

B
保護者・地
域との連携

生徒自身が、自分も地域の一員であるという自覚がも
てるようにする
①地域理解（家庭訪問　４月　人権研修　年６回）（再
掲）
②地域行事（祭礼７月　地域清掃７月）（再掲）
③中学生川柳　９月　④学校だよりの発行数増　年４
回

　今年度も中学校川柳に取り組み、地域の方から
喜ばれた。地域交流事業として定着してきた。来年
度発足する学校運営協議会の体制や計画案を作
成することができた。地域とのつながりを少しでも
意識できるように来年度は地区別会議を５月と７月
に行い、それぞれの地区内で生徒と地区委員や町
内会長が交流する機会をつくりたい。

B
保護者・地
域との連携

〇地区懇談会をより一層参加しやすいものにす
る。
〇地域行事の円滑な運営を目指して、連携を強
化する。

〇地区懇談会では事前にアンケートをとるな
ど資料を準備したことで、明確なテーマをもっ
て話をすることができた。
〇地域祭礼については、計画的に地域と連携
を図りながら、準備を進め、当日も円滑に行
事を行うことができた。

B
保護者・地
域との連携

〇地域行事に参加する機会を積極的に設けていくこと
で、生徒が地域との関わりを深め、自分も地域の一員
であるという自覚を育てていく。
〇学家地連や地区懇談会を通して、地域や保護者に
学校の方針や生徒の様子を伝え、教育活動や生徒指
導への協力体制を築いていく。

〇今年度は、小中連携する場面が少なくなってし
まったが、小中９年間で育てていく資質・能力への
取組について、学習・生徒指導・人権の３つの視点
から情報交換を行った。また、金沢ブロックの人権
研修会では小学校の先生方と話す場面があり、児
童生徒の情報交換をすることができた。

B
小学校との
緊密な関

係

９年間で切れ目なく、子どもの資質・能力を育てる
①金沢ブロック人権研修　年２回  　②小中ブロック授
業参観　年２回
③小学校での挨拶運動　年１回（再掲）　④小中合同
地域理解研修　8/25
⑤小学校卒業式練習の見学　３月　⑥小中児童生徒
交流日　10月

　今年度も学区小学校で生徒会が挨拶運動を行っ
たり、各校で作成した「挨拶運動」のポスターを交
換し合ったりするなど、挨拶を通して交流ができ
た。小学校の研究授業も職員が参観し、小学校の
課題解決型の授業を見学できた。金沢ブロックの
研修会を通して、人権教育の視点から授業づくり
や教科指導法を研究していく必要性を感じた。

B
小学校との
緊密な関

係

〇研修会等で情報共有の時間を増やし、関係を
密にする。
〇実務者同士の会合を増やし、児童生徒の情報
交換や授業参観等、より一層教科指導の連携を
深める。教科だけでなく、道徳や特活・宿泊行事
も小学校の取組内容を把握し、中学校の取組を
考えていくようにする。

〇小学校の研究授業や人権研修を通じて、
小学校の職員とつながることができている。次
年度も研修会などを通して、情報共有の機会
を設け、児童の様子や特徴を把握して、生徒
理解につなげ、新入生のクラス編成にも生か
していきたい。

B
小学校との
緊密な関

係

〇研修会等で情報共有の時間を増やし、関係を密に
する。
〇小中連携担当の会合を増やし、児童生徒の情報交
換や授業参観等、より一層教科指導の連携を深め
る。教科だけでなく、道徳や特活・宿泊行事も小学校
の取組内容を把握し、中学校の取組を考えていくよう
にする。

いじめ防止対策委員会を定期的に開催し、いじめの未然
防止・再発防止に努めることができた。生活アンケートや
教育相談を通じて、生徒理解を深め個や集団の変化に
気づき、具体的な対応につなげることができた。いじめ防
止対策委員会を定期的に開催し、いじめの点検・再発防
止に努めることができた。日頃から生徒指導に関する情
報共有を指導部のみならず朝の連絡会や学年、場合に
よっては全体で行うことができた。

A
いじめへの

対応

差別やいじめに対して「おかしい」と言える子どもを育
てる
①生活アンケート 年５回（再掲）　②生活相談　年３回
（再掲）
③YPアセスメント 年２回（再掲）   ④学年超情報交換
毎日
⑤GWTの全校実施　通年　⑥いじめ防止対策委員会
を月間予定表に明示　通年

　いじめ防止対策委員会を月1回開催し、事案に関
わった生徒の経過観察の様子や現在の対応方法
について情報共有したことで、生徒のフォローアッ
プや再発防止につながった。生活アンケート結果
を関係職員で回覧した。多くの目でいじめへのアン
テナを高く張ることができた。授業参観の道徳など
グループ活動を行い、生徒の他者理解が深まっ
た。

A
いじめへの

対応

〇ＹＰを計画的に実施する。
〇組織的な支援を継続し、丁寧に取り組む。
〇改善策が講じられていることが目に見えるよ
う、対応の見える化を目指す。
〇丁寧な活動を継続させる。

〇毎月の会議でいじめの把握とその経過につ
いて確認をすることができた。また、全職員で
対応するために情報を共有することができ
た。
〇次年度はＹＰを計画的に実施して、学級の
集団づくりや個々の変化の把握に生かしてい
きたい。

A
いじめへの

対応

〇生活アンケートやYPを活用し、生徒理解を深め、問
題の早期発見・早期解決に努めていく。
〇いじめ防止対策委員会を定期的に開催し、生徒の
様子や人間関係を詳しく共有し、いじめの未然防止・
再発防止に努める。
〇職員一人ひとりが生徒の様子を把握し、職員間で
の情報交換を重ね、個や集団の変化に気づくように努
める。

ブロック内
評価後の
気付き

〇ブロック内で「小中の９年間で育てる子ども像」を共有して、日々の情報交換や合同授業研究を進め
ることを通して、学校間の相互理解が進展した。人権センター校ブロックとして、人権教育の中核的
テーマである「一人ひとり大切にする授業」を継続的に推進する。
〇今後は３校で「9年間で育てる資質能力の育成」を実現させるために、より連携を密に図り、授業力・
児童生徒指導力をともに高めていきたい。

ブロック内
評価後の
気付き

〇今年度は、当初予定していた学習・生徒指導・人権の担当者同士での「小中の９年間で育てる資質・
能力の育成」についての情報交換や合同授業研究・研修を進めることができなかった。次年度は「小中
一貫のカリキュラム・マネジメント」を具現化するために、連携を密に図り、児童・生徒の実態を共有し、
柱となる教科学習や児童・生徒指導、人権学習で一貫した指導ができるように努めていきたい。
〇小中連携行事はかなり制限されてしまったが、生徒会主催の小学校での挨拶運動など新しい取組
を実践することができた。

ブロック内
評価後の
気付き

〇ブロック内の小中交流や研修会等、交流事業は今年度もかなり制限されてしまったが、生徒会主催
の小学校での挨拶運動などは実践することができた。
〇金沢ブロックでの授業研究会を通して、人権教育の視点から授業づくりや教科指導法を研究していく
必要性を感じた。
〇課題や困り感を抱える生徒や保護者の対応について、小学校から情報をもらい、支援に役立てるこ
とができた。

○仕事の偏りが出てきてしまう部分が多々あった。
校内組織の運営のあり方について工夫改善が必
要である。
○データベースについては、少しずつすすめること
ができたが、うまく整理できていない部分もある。
○メンターメンティーは、計画的に開催することが
でき、情報共有など有意義な活動になった。

B

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

全職員が、安心して豊かに働ける職場にする
①メンター研　年６回
②主幹によるミドルリーダーの育成　通年
③校務分掌の見直し　通年
④保護者アンケートの電子化　年内（再掲）　⑤年休
10日取得プロジェクト　新設　通年

　メンター研を行事予定に記載したことで、計画的
に開催することができた。保護者アンケートの電子
化を実施したが、記入者が少ないことなど課題も
見つかった。次年度も継続し、課題の対応を検討
していきたい。年休10日プロジェクトを通して、休み
を取りやすい雰囲気に変わってきている。次年度も
取組を継続し、全員がきちんととれるような体制を
考えていきたい。

B

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

○情報交換を密にして、組織で動けるようにす
る。
○各行事や分掌ごとのフォルダーに必要な資料
をすべて入れて、情報の共有化を図る。
○メンターメンティチームを計画的に開催する。

○時間短縮やペーパーレスをねらいにミライ
ムを活用した。また、各学年、行事や生徒指
導等の情報共有を密に行い、組織的に動ける
ように活動した。
〇留守番電話や通話時間の制限を設け、職
員の負担軽減を図った。保護者からの理解も
得らている。

B

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

○情報交換を密にして、組織で動けるようにする。
○各行事や校務分掌ごとにデータベースを整理するこ
とで、業務の効率化・情報の共有化を図る。
○メンターメンティチームを計画的に開催し、授業力・
生徒指導力の向上を図る。

中期取組
目標

振り返り

〇生徒指導は組織的・計画的に支援指導を進めることができた。案件には専任や学年主任を中心に
迅速かつ適切に対応することができた。課題ある生徒に対しても丁寧に寄り添い、個に応じた支援指
導を行うことができた。
〇授業力向上に向けた取組が十分にできなかった。次年度は授業力向上及びカリキュラム作成に向
けて、各教科で計画的・組織的に授業・評価の研究を進めていきたい。

中期取組
目標

振り返り

〇日々の生活や教育活動のなかで感染防止の徹底を図ることができるよう、各組織で対策を検討し、
その実現に努めることができた。〇生徒指導は組織的・計画的に支援指導を進めることができた。案
件には専任や学年主任を中心に迅速かつ適切に対応できた。課題ある生徒に対しても丁寧に寄り添
い、個に応じた支援指導を行うことができた。〇授業力向上に向けた取組として、授業を見合う週間や
研究授業を実施した。新教育課程作成に向けて、学習評価の研修をしたり、各教科で教育課程の作成
や学習評価の研究を進めることができた。

中期取組
目標

振り返り

〇新しい学習評価について研修や研究授業、管理職との評価の振り返りなどを継続して取り組み、授
業づくりや指導方法・評価方法の工夫改善につなげることができた。〇生徒指導は専任や各学年の生
徒指導部が組織的・計画的に支援指導を進められるよう体制を整えることができた。課題ある生徒に
対しても丁寧に寄り添い、専門機関とも連携して個に応じた支援指導を行った。〇授業力向上に向け
た取組として、授業を見合う週間や研究授業を実施した。新教育課程作成に向けて、学習評価の研修
をしたり、各教科で教育課程の作成や学習評価の研究を進めることができた。

学校関係者
評価

〇生徒の日常生活は落ち着き、大部分の生徒が安定した生活を送ることができている。
〇地域の祭礼などの行事や防災訓練などにも生徒や職員が参加し、地域とのつながりは深い。地域、
保護者との連携もとれ、学家地連の行事も円滑に進められ、効果を上げることができた。
〇地域、保護者ともに学校に協力的である。各行事など学校関係者評価も概ね良好である。

学校関係者
評価

〇３年の修学旅行は残念ながら中止となったが、それ以外の体験学習や全校行事を感染防止対策の
徹底を図り、実施したことについて、保護者や地域から高い評価を得ることができた。
〇生徒の日常生活は落ち着き、大部分の生徒が安定した生活を送ることができているが、保護者や地
域の方々への挨拶が十分でないという指摘を受けた。
〇地域、保護者ともに学校に協力的である。職員の教育活動に対する取り組みも高い評価を得ること
ができた。

学校関係者
評価

〇生徒の日常生活は落ち着き、大部分の生徒が安定した生活を送ることができているが、保護者や地
域の方々への挨拶に関する評価が低下した。
〇地域、保護者ともに学校に協力的である。職員の教育活動に対する取り組みも高い評価を得ること
ができた。
〇地域、保護者ともに「わからない」という回答が増えてきた。学校の様子がなかなか伝わりにくい状況
と判断するとともに、より工夫した情報発信の仕方が求められると感じている。


