
                         【学校教育目標：健康で豊かな心と学力を身につけた実践力のある生徒の育成　～尽己の文武両道～】　　　　　　　　　　江田島市立江田島中学校

平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度

・
満足度（生徒自己評価）
「授業は分かりやすい」「授
業は楽しい」

分かりやすい：91.7%
楽しい　　　：88.0%

分かりやすい：93%
楽しい　　　：84%

分かりやすい：94%
楽しい　　　：85%

分かりやすい：95%
楽しい　　　：86%

 3年 国語A：107  3年 国語A：102  3年 国語A：104  3年 国語A：105 3年　国語：98.9

 　　国語B：102  　　国語B：102  　　国語B：104  　　国語B：105 　　 数学：102

 　　数学A: 114  　　数学A: 100  　　数学A: 102  　　数学A: 104  　　英語：94.6

 　　数学B: 109  　　数学B: 100  　　数学B: 102  　　数学B: 104

     英語A：100

・ 無答率を５％以下にする。

全てのテストで５％以下 全てのテストで５％以下 全てのテストで５％以下 無答率5.3％

1年 86.2% 1年 92.0% 1年 95.0% 1年 100.0% 1年　100％

2年 96.3% 2年 90.0% 2年 95.0% 2年 100.0% 2年　83.9％

3年 93.3% 3年 95.0% 3年 100.0% 3年 100.0% 3年　88.9％

全学年 90.8% 全学年 92.3% 全学年 96.7% 全学年 100.0% 全学年　90.6％

時　間 95.5% 時　間 95.0% 時　間 95.0% 時　間 95.0% 時間　89.1％

掃　除 90.0% 掃　除 90.0% 掃　除 90.0% 掃　除 90.0% 掃除　94.4％

返　事 93.2% 返　事 90.0% 返　事 90.0% 返　事 90.0% 返事　98.4％

挨　拶 74.0% 挨　拶 75.0% 挨　拶 75.0% 挨　拶 75.0% 挨拶　84.9％

1年　道：91.5％
     体：94.9％

1年　道：90.0％
     体：90.0％

1年　道：90.0％
     体：90.0％

1年　道：91.0％
     体：91.0％

1年　道：97.8％
     体：95.6％

2年　道：74.1％
     体：95.1％

2年　道：91.0％
     体：91.0％

2年　道：91.0％
     体：91.0％

2年　道：92.0％
     体：92.0％

2年　道：91.1％
     体：94.0％

3年　道：93.6％
     体：95.7％

3年　道：92.5％
     体：92.0％

3年　道：92.5％
     体：92.0％

3年　道：93.0％
     体：93.0％

3年　道：81.5％
     体：95.1％

全学年
道：88.7％
体：95.2％

全学年
道：92.0％
体：92.0％

全学年
道：92.0％
体：92.0％

全学年
道：92.0％
体：92.0％

全学年
道：91.4％
体：94.8％

○

体力・運動能力調査の分
析をもとに，体育的行
事・業間運動・部活動の
活性化を図る。

・
体力・運動能力調査で県平均
かつ全国平均を上回る種目の
割合

全国平均以上
6月：92%
2月：92%

全国平均以上
6月：92%
2月：94%

全国平均以上
6月：92%
2月：94%

全国平均以上
6月：92%
2月：94%

全国平均以上
6月：59.2%
2月：68.1 %

○
生活習慣（起床・就寝）
を確立させ，体力向上の
基礎を培う。

・
満足度（生徒自己評価）
「健康を意識した生活」「体
力の理解・向上」

健康：82.0％
体力：88.7％

健康：82.0％
体力：85.0％

健康：82.0％
体力：85.0％

健康：82.0％
体力：85.0％

健康：82.0％
体力：86.7％

・
学校だよりの発行数，ＨＰの
更新回数
人材活用数

学校だより：20回
HP更新：60回

部活動13人，授業15人

学校だより：20回
HP更新：40回

部活動5人，授業10人

学校だより：20回
HP更新：40回

部活動5人，授業10人

学校だより：20回
HP更新：40回

部活動5人，授業10人

学校だより:13回
ＨＰ更新：42回
部活動１４人，授業23人

・
保護者学校評価アンケートで
学校の様子がよく分かる割合

よく分かる：93.9% よく分かる：95% よく分かる：95% よく分かる：95% よく分かる92.3％

○目標を達成することはできていないが，中
間報告時と比較すると1.4ポイント増加して
いる。今後も家庭・地域から信頼される学校
を目指す。

○定期試験における無答率の数値から，原因を
分析し，授業改善につなげる。
○普段からの声掛け，授業や定期試験における
キーワードや書き出しの指定をする。

○特に3学年の生徒について，入試に向けての
学習の仕方等の面接を実施する。
○委員会の取組として，学級ごとの実施状況を公
開し，全学級で競い合える工夫をする。
○小中連携で家庭学習の習慣をつける。

○ノーチャイムで生活しているため，代議員や教
科係を中心に責任をもたせて時間を意識するよう
声かけを行う。教師が早めに教室等に行き，着席
等を促す取組を継続する。
○どのように掃除するのかを掃除の始めに指示
することにより，途中での指示や会話を減らす。
（役割を明確にする）
○返事や挨拶の指導について，学級や学年，部
活動集会や部活動での指導を徹底することから，
日常生活に広げていく。

○道徳の授業において，導入・終末の段階
で，振り返りをすることで，自分の生活に目
を向けさせる活動を継続して行う。
○縦割りの活動や学校行事等において，教
師が肯定的な評価を繰り返すことで，生徒
の達成感や充実感を高める。

○男女共にボール投げ，反復横跳びに課題がみ
られた。そのため，業間運動において，グラウンド
では引き続き投擲練習を行い，体育館では敏捷
性を高めるためサーキットトレーニング等を継続し
て取り組む。また，部活動を活性化させることによ
り，体力の向上を図る。
○体力の理解・向上に課題が残った。特に２・３
年生が目標を下回った。今後は，教科や生徒委
員会活動の取組を通して，運動の楽しさや大切さ
を知らせるなど，自らの体力向上に目を向けさせ
る工夫をする。

○ＨＰ更新については，目標を上回って更新する
ことができた。
○学校だよりについては，14回である。今後，目
標をクリアするよう機会を捉え発行する。
○人材活用については，多くの方の協力を得るこ
とができた。

・

全国学力・学習状況調査の通
過率

※過去３年間の成績を上回
る。
※２回目は定期試験の観点別
評価により比較する。

「主体的な学び」を推進
するために，授業研究や
校内研修の充実による授
業改善を行う。

家庭学習につながる課題
の工夫や家庭学習の取組
を行う。

達成度（生徒自己評価）

○

○

○

ノーチャイム（時間），
黙動清掃，返事・挨拶
（三項目）の徹底と「挨
拶・掃除の達人」を実施
する。

○

保護者・地域へ情報発信
するとともに連携を図
る。（学校だより・Ｈ
Ｐ，地域人材活用，授業
参観等）

5

体育的活動の
充実と生活習
慣の確立によ
り，体力向上
を図る。

健やかな体を
育成する。

開かれた学校
づくりを推進
する。

満足度（生徒自己評価）

6

保護者・地域
へ取組を周知
し，信頼や協
力を得る。

4
道徳の授業の
充実を図る。

○

○

道徳の授業の改善・充実
を推進する。

体験活動により，道徳的
実践力の向上を図る。

・

豊かな心を育
成する。

3

「時を守り，
場を清め，礼
を正す」取組
を定着させ
る。

・

2
学習意欲や学
習習慣を向上
させる。

・
家庭学習平均1時間以上の生
徒の割合

学力の向上を
図る。

1

知識・技能を
習得させ，活
用する力を向
上させる。

評　　　　　価
（自己評価の結果） 改　　善　　策

　　分かりやすい：93.8％
　　楽しい　　　：89.8％

○道徳の時間で実践している「自分の考えを持
つ」「表現する（書く）」「話し合う」ことを，各教科に
おいても実践することを通して，学んだことの定着
を図る。
○全国学力調査に係る校内研修を来年度も実施
し，その後の授業や定期試験に活用し，授業づく
りにつなげる。
○校内研修等を充実させる。

○授業のねらいの提示により，見通しを持って授
業に主体的に取り組ませることを継続して行う。
○自分の考えを書かせきる指導
・時間の確保，教師のコメント
○話し合いの時間の確保
・個→グループ→全体発表→個の流れ

平成３１年度　自　己　評　価　表

中期経営目標 短期経営目標 評　　価　　項　　目 評　価　指　標

実　績　値 目　標　値


