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①全校生徒を対象に生活アンケートを実施
し、生活習慣の乱れや電子機器使用の影
響に気付かせ、学校保健委員会や朝会を
通して全校に発信することができた。
②体育祭やマラソン大会の学校行事が
日々の体力向上への取組に良い影響を与
え、生徒が目標を定め意欲を高める結果と
なった。

豊かな心

①「特別の教科 道徳」では、副教材を活用し、多
面的・多角的な見方へと広げていけるような授業
作りを目指す。②生徒の発達段階に応じた平和学
習や人権学習を行う。③学校の仲間、家族、地域
の一員としての自覚を高め、自分に何ができるか
を考え実践することや、社会で通用する規範意識
の育成を行う。

①計画的に副教材を活用し、多面的・多角
的な授業作りができた。②それぞれの学年
に応じて一斉道徳を行い、世界・地域の平
和についての理解を深めることができた。
③人権意識を高める学習を行い、誰もが安
心して安全に過ごせる学校作りを目指すこ
とができた。
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①毎月の生活点検から、早期に生徒の悩
みや相談したいことを把握でき、クラスや部
活動などで生徒から話を聴くことができた。
また、長期休業後の面談は様子の変化に
気づくために有効であり、丁寧に行うことが
できた。②会合を通じて、地域での様子を知
ることができ、作文を読んだり意見を聞いた
りして、生徒・児童の考えを知ることができ

①学年連絡会等で情報の共有をし、取り出
し授業やＴＴなど、個に応じた支援体制を確
立することができた。また、そのための個別
の指導計画、支援計画の作成を早い時期
に徹底することができた。
②ハートフルルーム・スペース、通級指導教
室等関係機関との連携を図りながら、情報
提供することができた。

①職業講話の準備学習、職場体験を実施
し、マナーを身に付け、職業観を培った。
②3年では、進路情報を積極的に発信し、ま
た、2年でも具体的な進路調べをするなど、
生徒が自ら情報を得られるように育成した。
③生徒本人が自身の進路について考え、選
択し、決定できる力を養った。今後も、きめ
細かな指導を心がける。

健やかな体

①学校保健委員会を通して、自らの心身の健康に
関心を持ち、知識の習得により自己管理のできる
生徒の育成を目指す。
②体育的行事に発表の場を設けることにより、
日々の体力向上への取組に意欲を高める。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

・３カ年の初年として、学校経営中期取組目標については教職員の評価だけでなく、生徒・保護者・学
校関係者評価からも概ね満足の評価をいただいた。特に、教職員の研修や関係諸機関との連携を深
めることで、生徒の心に寄り添った教育相談等や情報共有をしっかり行うことができた。また、教科や
体育的行事を通じ、生徒が心身の健康や体力の維持・増進を心がけ、それに向けての意欲を高める
ことができた。来年度に向けてそれぞれの目標について具体的な取組を設定したが、特に人材育成・
組織運営については教職員の資質・能力の向上とともに、効率的な組織運営を推進し業務改善をす
すめていきたい。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

・創立７０周年の節目に、職員、保護者、地域の方々の連携で、豊かな教育活動を行うことができた。
今年度ブロック小中学校長間で確認した９年間の学びの見直しの共有や、生徒の学力向上に向けて
の地域の方々の思いをもとに、一つずつ丁寧に取組を構築していきたい。また、新学習指導要領に対
応する授業力向上のための職員相互の交流も意識的に深化させ、学校評価で生徒保護者と職員間
で隔たりのあるものについてはより発信力を高めるなど、柔軟に対処していきたい。人材育成の面か
らも職員組織の改編を行い、学校運営参画意識の向上と働き方改革にもつなげたいと考える。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

・職員、保護者、地域の方々の連携・協力のもと、教育活動が豊かに行えた。ブロック内小中連携で
は、各教科での児童生徒の現状を共に精査し、育てたい資質を四つに絞りこめた。新学習指導要領
実施に向け9年間の学びをより意識し、さらに校内の授業相互参観週間の充実を図り、授業力向上・
より確かな評価計画を進めることになる。また、今年度職員組織の改編を行い、学校運営参画と働き
方改革の意識向上は図れたが、反省は今後の充実に生かしたい。学校評価での生徒保護者と職員
間の隔たりや保護者間の思いの違いには、丁寧な説明と自省を大切に柔軟な対処に努力したい。

学校関係者
評価

・学力の向上に関しては、国と市の状況調査の結果を踏まえながら今後の課題と改善について検討し
ていく点は非常によい。緑区の中で田奈中学校がどのような通過率なのか、近隣の中学校と連携をと
ることで改善の糸口になるのではないか。　・生徒指導や豊かな心の育成で保護者の評価が低い項
目は、保護者が期待を込めている項目でもある。今後、地域・保護者・教職員がさらに連携を深めるこ
と、たとえばＰＴＡ役員と教職員がいじめなどについて意見を交わす場を設けるなど、保護者や生徒の
気持ちと教職員の気持ちが重なり合うような行動を行うことが学校を良い方向に導くのではないか。

学校関係者
評価

・確かな学力の向上については、学生ボランティアを活用して到達度の低い生徒への手立てを行って
いる点がよい。平日の放課後の学習会については地域の人材が活用できるように自治会等と連携を
進めながら行っていくと良い。そのためには目的をはっきりさせ、地域の方にもその目的を理解しても
らう必要がある。・豊かな心の育成については家庭でのこどもへの関わりも重要になるが、その保護
者が地域との関わりをどのようにとらえているかが大事である。新しい学習指導要領にも書かれてい
るが、保護者と学校と地域がさらに連携を深めることでこどもの健やかな成長に向け、それぞれの立
場で関わっていきたい。

学校関係者
評価

・開校から７０年以上が経過し、校舎や設備、備品の老朽化が進んでおり、安全で質の高い教育活動
を推進していくためにもより一層の環境の整備が必要と考えられる。
・地域の行事などに進んで参加し、協力的に取り組む生徒が多く、地域の方からもお褒めの言葉をい
ただいているが、さらに地域での生徒の活動を広報していくことも必要と考えられる。また一方、登下
校時のマナーや地域でのあいさつなど、地域、学校、家庭が連携して生徒の意識をさらに高めていく
ことも今後の課題と思われる。

ブロック内
相互評価

後の気付き

・中学校での合唱コンクールに小学校の児童を迎え、児童と生徒の合唱交流を行い、また、秋のふれ
あいの集いでは部活動や中学校の授業を児童が体験するなど、様々な場面を通して小中学校間の交
流を推進し、中学校生活への理解を深めてもらうことができた。一方、学校を地域にひらく.ことで、地
域との連携も深まり、児童生徒を取り巻く落ち着いた地域性が構築されている。2年生で行っている職
場体験では、中学生が小学校の仕事を体験することで将来の職業に対する意識を高めることができ
たため、今後の継続した取り組みが期待される。

ブロック内
相互評価

後の気付き

・確かな学力を定着させるための学習相談を、定期テストの前と夏季休業中に実施することにより、参
加した生徒にとっては成果のある取り組みとなっている。また、教科カリキュラムを作成し、学習指導
計画や評価について年度当初に説明会を開き、保護者、生徒に提示しているのは、中学校の学習に
ついての理解を得るためにも有効であると考えられる。生徒指導面では、毎月行っている生活点検や
いじめアンケート、長期休業後の教育相談等を通して、生徒の悩みや相談したいことなどを把握し、迅
速な対応ができているので今後も継続していきたい。

ブロック内
相互評価

後の気付き

・各教科の学習指導計画や評価について明記された「教科カリキュラム」を作成し、年度当初に説明会
を開くことにより、保護者、生徒に対して評価法を含め中学校の学習についての理解を深め、周知して
いく有効な手立てとなっていると考えられる。また、定期テスト前や長期休業中に行われる学習相談な
どもきめ細かな学習支援となっている。
・１年次の職業講話、２年次での職場体験、３年での進路選択と、連続的で具体的なキャリア教育の
計画がなされており、生徒にとって自らの進路を考える有効な指針となっている。

①年度初め、長期休業明けの教育相談、毎
月の生活点検、いじめアンケートより得る情
報で、防止対策委員会にていじめへの早期
対応と継続支援をすることができた。
②教職員へのカウンセリング、危機管理演
習等の研修を通して生徒へきめ細かく、丁
寧な対応を共通認識することができた。

いじめへの
対応

①教育相談、生活点検、いじめアンケートの実施
から生徒一人ひとりの状況についての記録を作成
し、いじめ防止対策委員会を中心とした支援を進
める。
②教職員の意識や生徒へのきめ細かく、丁寧な
対応を共通認識することができるように職員研修
を行う。

①年度初め、長期休業明けの教育相談、毎
月の生活点検、アンケートより得る情報で、
防止対策委員会にていじめへの早期対応と
継続支援をすることができた。継続した指導
の記録を共有したことから共通認識した支
援をすることができた。②危機管理演習等
の研修を通して生徒へきめ細かく、丁寧な
対応を共通認識することができた。

いじめへの
対応

①教育相談、生活点検、いじめアンケートの実施
から生徒一人ひとりの状況についての記録を作成
し、いじめ防止対策委員会を中心とした支援を進
める。
②教職員の意識や対応に齟齬が生じないように、
臨機応変な研修を行う。

人材育成・
組織運営

①メンターチームを組織し、中堅職員をリーダーと
しながら年８回の自主研修を行い、経験の浅い職
員の育成を図る。
②外部指導者や主幹教諭、拠点校指導教諭の助
言を仰ぎながら研究授業、校内研修を意図的、計
画的に実施しながら、教師力の向上を目指す。

①メンターチームの研修は、毎回メンバー
が交代でテーマ設定や運営を行った。基礎
的な知識を共有した。②外部指導者を招い
たり、各指導部が担当したりして校内研修を
行った。①②共に、多忙な業務の中でも、教
職員に求められる資質や能力を身に付ける
為に、適切な研修計画を立てていくようにし
たい。

人材育成・
組織運営

①メンターチームを組織し、中堅職員をリーダーと
しながら年８回の自主研修を行い、経験の浅い職
員の豊かな育成を図る。
②外部指導者や主幹教諭、拠点校指導教諭の助
言を仰ぎながら研究授業、校内研修を意図的、計
画的に実施しながら、教師力の向上を目指す。

①チームによる研修を計画的・機能的に行
うことで経験の浅い職員が日々直面する事
項について支援を行うことができた。
②小中一貫の中で外部講師を招いたり、初
任や２～３年次の職員の研究授業を行った
りはできたが、さらに積極的に互いの授業
を参観して、授業力向上を目指すことが必
要であると考え、次年度につなげたい。

人材育成・
組織運営

①メンター研修で、経験の浅い教員の指導力や学
校経営意識の向上を図る。全職員対象の研修を
通し、指導改善や危機管理意識向上に努める。②
研究授業週間等を設け、新学習指導要領に対応
する３年間を見通した授業力向上を図る。③職員
室アシスタントの配置を受け、業務の効率化・学年
間の情報共有の在り方を精査して組織運営改善
につなげる。

①メンター推進の教員を中心に、若手とミド
ルリーダーでグループを作って月ごとの研
修内容を設定した。
②新学習指導要領を意識した視点をもち、
お互いの授業を見て評価しあう研修を行っ
た。
③職員室アシスタントとの仕事分担を進め、
業務の効率化を進めることができた。

生徒指導

①毎月月末に生活点検や、４月と、８月の長期休
業明けの面談を実施し、生徒の悩みや課題を把
握し共有して、職員全体での取組としての相談活
動に役立てる。
②地域や小学校との会合（街の座談会・小中合同
研修会など）やカウンセラーの活用を通して、豊か
な生徒支援と、適切な課題解決を目指す。

①毎月の生活点検から、早期に生徒の悩
みや相談したいことを把握できた。また、長
期休業後の面談は、顔を合わせることで、
相談しやすい環境となり、丁寧に対応する
ことができた。
②会合を通じて、地域での様子を知ること
ができ、作文を読んだり意見を聞いたりし
て、生徒・児童の考えを知ることができた。

生徒指導

①毎月月末に生活点検を実施し、生徒の悩みや
課題を把握し、相談活動に役立てる。
②４月、８月の長期休業明けに全員と面談し、生
徒の様子を把握する。
③地域や小学校との会合（街の座談会・小中合同
研修会など）を通して、地域、小学校と情報を共有
する。

①毎月の生活点検から、早期に生徒の悩
みや相談したいことを把握でき、クラスや部
活動などで生徒から話を聴くことができた。
②長期休業後の全員との面談は様子の変
化に気づくために有効であり、各担任が丁
寧に行うことができた。③地域とのつながり
は会合を通じて、地域での様子を知ること
ができた。

生徒指導

①毎月月末に生活点検や、４月と、８月の長期休
業明けの面談を実施し、生徒の悩みや課題を把
握し共有して、職員全体での取組としての相談活
動に役立てる。
②地域や小学校との会合（街の座談会・小中合同
研修会など）やカウンセラーの活用を通して、豊か
な生徒支援と、適切な課題解決を目指す。
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特別支援
教育

①校内での情報共有や研修会を行い、要支援の
生徒に対する個別の指導計画等の作成を通し、
実態把握と具体的な支援方法を検討し、学校全体
で取り組む体制を構築する。
②関係機関や教育実践ボランティア、また家庭と
の連携を通して、取り出し授業等、個に応じたきめ
細かな指導を行う。

①支援が必要な生徒の情報共有と具体的
な支援方法を学年会等を活用し、検討する
ことができた。個別の指導計画等を活用し
ていくことが今後の課題である。
②ハートフルルーム・スペース、通級指導教
室、取り出し授業、TTなど、個に応じた支援
を検討し、校内での支援体制を確立するこ
とができた。

特別支援
教育

①支援が必要な生徒に適切な支援ができるよう定
期的に情報共有を行う。
②関係諸機関と密に連携し個々に応じた丁寧な
支援を行う。

①学年連絡会などで支援が必要な生徒の
情報を共有ができた。
②ハートフルルーム・スペース、通級指導教
室、学生ボランティアによる取り出し、TTな
ど個々に応じた支援を行った。

特別支援
教育

①校内での情報共有を定期的に丁寧に行い、支
援が必要な生徒に寄り添った、個に応じた支援が
できるように家庭との連携を密にし、確実に支援
の振り返りを行う。
②関係諸機関との連携を図るとともに、特別支援
コーディネーターを中心に、職員の知識とスキル
向上のための情報提供に努める。

BB

キャリア教
育

①１年職業講話、２年学校・地域コーディネーター
と共同し、職場体験学習を通して、職業観や地域
との交流、マナー意識を培う。②３年では生徒が
必要な情報を得ることができるように、進路情報の
積極的な発信を行う。③生徒本人が、自身の進路
について考え、豊かな選択肢が持てるように支援
し、自ら進路を決定できる力を養う。

①職業講話・職場体験では、地域とのかか
わりをもちし、職業観やマナー意識を培っ
た。今後は地域コーディネーターとの連携
が課題である。②３年では、進路情報を積
極的に発信し、１・２年でも進路に向けて意
識を高める機会をもった。③生徒本人が自
身の進路について考え、選択・決定できる
力を養った。きめ細かな指導を心がける。

キャリア教
育

①１年生では職業講話を実施、２年生では職場体
験を実施する。
②３年生では進路情報の積極的な発信に努め、
生徒が必要な情報を得ることが
　　できるようにする。
③生徒本人が、自身の進路について考え、自ら進
路選択、決定できる力を養う。

①職業講話、職場体験を実施し、マナーを
身に付け、職業観を培った。  ②3年では、
進路情報を積極的に発信し、また、2年でも
具体的な進路調べをするなど、生徒が自ら
情報を得られるように育成した。③生徒本
人が自身の進路について考え、選択し、決
定できる力を養った。今後も、きめ細かな指
導を心がける。

キャリア教
育

①１年職業講話、２年職場体験学習を通して、職
業観や地域との交流、マナー意識を培う。②３年
では生徒が必要な情報を得ることができるように、
進路情報の積極的な発信を行う。③生徒本人が、
自身の進路について考え、豊かな選択肢が持てる
ように支援し、自ら進路を決定できる力を養う。

BB

健やかな体

①年間通して保健体育の授業において体力向上
の習慣を身につける。
②体育的行事に発表の場をもうけることにより、
日々の体力向上への取り組みの意欲を高める。

①年間通して保健体育の授業で体力向上
の習慣を身につけることができてきた。
②体育祭やマラソン大会の学校行事が
日々の体力向上への取り組みに良い影響
を与え意欲を高める結果になった。

健やかな体

①年間を通した保健体育の授業において、体力向
上や心身の健康のための、知識取得と実践の習
慣を身につけられるよう支援する。
②体育的行事に発表の場をもうけることにより、
日々の体力向上への取り組みの意欲を高める。

A

豊かな心

①一斉道徳の時間を通して、平和学習や人権教
育をすすめる。
②認知症理解講座を通して、地域の課題解決に
努める。

①発達段階に合わせた内容で平和学習・人
権学習ともに行うことができた。次年度は、
道徳授業の充実に努めるだけでなく、日々
の学校生活で誰もが安心して過ごせる学校
づくりをするために、職員研修も継続して
行っていく。②中学生として地域の高齢者と
共にどのように生きていくか、家族の一員と
して何ができるか考えた。

豊かな心

①副教材を活用や、職員研修で、より安心・安全
な学校作りを目指す。
②道徳の時間や行事への取組を通して、発達段
階に応じた平和学習や人権学習を行う。
③学校の仲間、家族、地域の一員としての自覚を
高め、自分に何ができるかを考え実践すること
や、社会で通用する規範意識の育成を行う。

①年間通して保健体育の授業で体力向上
の習慣を身につけることができてきた。
②体育祭やマラソン大会の学校行事が
日々の体力向上への取り組みに良い影響
を与え意欲を高める結果になった。
③栄養教諭と連携を重ね、小中９年間の繋
がりのある取り組みができた。

B

①道徳の授業では副教材を活用し、発達段
階に応じ充実した学習を行おこなった。
②学年道徳では、それぞれの学年に応じ一
斉道徳を行い、地域・世界・平和についての
理解を深めることができた。
③誰もが安心して豊かに過ごせる学校作り
を目指し、人権意識を高める学習を行うこと
ができた。

B

A

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教科カリキュラムの作成と配布を行う。
②1年生で数学の少人数授業、2年生で英語のTT
指導を行う。
③定期テスト2～3日前の放課後に、教科ごとに教
室に分かれて学習相談を行う。
④夏季休業中に、各教科2～3時間の学習相談を
授業形式で行う。

①配布を行ったが、保護者への認知がもっ
と必要であった。  ②少人数やTTの実施に
より、個に応じた指導について考えることが
できた。  ③参加人数は少ないが、参加生
徒には有効な時間となった。  ④授業形式
や補習形式の実施により、参加者が増え、9
月以降へつなげることができた。

確かな学力

①教科カリキュラムを作成・配布し、生徒･保護者
への周知に努める。
②３年生で数学の習熟度別授業、２年生で英語の
TT指導を行う。
③定期テスト２～３日前の放課後に、教科ごとに
教室に分かれ50分間の学習相談を行う。④夏季
休業中に、各教科２～３時間・３日間の学習相談
を授業形式で行う。

①配布及び授業で話をして周知・徹底をは
かったが、保護者への認知が薄かった。
②３年生数学では、特に下位生徒に関して
個に応じた指導ができ、成果があった。
③参加人数は少ないが、参加した生徒に
とっては有効な時間となった。
④授業形式・補習形式により、参加者にとっ
ては充実した時間になった。

重点取組
分野

確かな学力

①教科カリキュラムを作成・配布し、生徒･保護者
への周知に努める。②３年生で数学の習熟度別
授業、２年生で英語のTT指導を行う。③定期テス
ト２～３日前の放課後に、教科ごとに教室に分か
れ50分間の学習相談を行う。④夏季休業中に、学
習相談をおもに授業形式で行い、その際学生ボラ
ンティアの活用を行うことで、きめ細かな指導を行
う。

①生徒や保護者への周知はできつつある
が、徹底することが今後の課題である。②
個に応じた指導ができた。③参加人数は少
ないが、参加した生徒の意識が高くなり、有
意義な時間となった。④参加人数が多く、授
業形式では復習授業ができ、演習形式では
習熟度に応じた指導ができた。

総括

AB
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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


