
江田島市立江田島中学校

目　標　値

令和２年度
令和３年度

（当初の目標値）
令和４年度

（当初の目標値からの修正↑↓）

生徒自己評価

教材研究の充実 「授業がわかりやすい」 わかりやすい 93.2% わかりやすい  86.1%（95%） わかりやすい  95% 全学年86.8%

書かせきる指導 「自分の考えを書いている」 書いている  94.7% 書いている  92.0%（90%） 書いている  95% 全学年89.9%

集団思考の実施 「自分の考えを発表している」 発表している　86.7% 発表している　78.1%（60%） 発表している　80%　↑ 全学年76.4%

国語：１年70.6(71.3)
      ２年64.8(70.4)

国語：１年51.6(71.3)
      ２年62.0(70.4)
      ３年62.0(64.6)

国語：全国平均以上 国語：３年73％

日々の授業改善
社会：１年55.4(54.5)
      ２年52.8(55.7)

社会：１年48.5(57.3)
      ２年61.3(58.5)

社会：全国平均以上

数学：１年58.4(56.6)
      ２年49.7(58.8)

数学：１年50.0(56.6)
      ２年56.0(58.8)
      ３年49.0(57.2)

数学：全国平均以上 数学：３年53％

理科：１年65.8(58.7)
      ２年57.3(59.0)

理科：１年62.2(58.7)
      ２年74.9(57.0)

理科：全国平均以上 理科：３年53％

英語：１年66.1(62.6)
      ２年50.4(54.3)

英語：１年43.3(62.6)
      ２年46.4(54.3)

英語：全国平均以上

無答率を５％以下にする。 ２学期中間9.0％，２学期期末6.8%
2学期　中間8.6%　期末8.0%
(全てのテストで５％以下)

全てのテストで５％以下 １学期　定期試験　11.8%
〇校内研修等で組織的な取り組みが必要で
ある。

キャリア教育の充実 自分の進路を具体的に言える生徒 60%以上 全学年　75.1% 全学年　80%以上

5月→1年：50％，2年：19.5％，
3年：50％，全学年平均：40％

○企業面接体験を継続して実施し，
職業決定のプロセスを経験させると
ともに，自分がやりたいこと，なり
たいものについて考えさせた。結
果，今の自分に足りない力や，取り
組むべき事を明確にして学校生活を
送っている生徒の姿が見られる。

○１学年では，３学期に職業調べ，インタ
ビューを実施予定だが，その際に将来を見通す
ことができるよう，将来必要な力（基礎的汎用
的能力）に触れながら指導していく。２学年で
は，CSWを実施したが，学習の前後でキャリア
シートへ力が身に付いたのかどうかを記録し
た。来年度も同じ項目で記録を取り，その変容
を見取り，生徒に確実に４つの力を付けてい
く。３学年では，入試「自己表現」に向けた取
組の中で，将来を見通した指導を継続して行
う。

1年 82.2% 1年 79.0% １年 80%　↓ １年 64.1%

2年 88.7% 2年 76.0% ２年 90%  ↓ ２年 84.0%

3年 90.8% 3年 95.6% ３年 100% ３年 87.8%

全学年 87.2% 全学年 83.5% 全学年　87.0% 全学年　79.0%

生徒自己評価
「おぼえてくる・できるようにして
くる」ことをしている生徒の割合

1年…76% 2年…51% 3年…63%
全体…64％

全学年　76.7%
(75%)

してきた　80%
1年…75.7% 2年…65.1% 3年

…70.7%
全体…70％

達成度（生徒自己評価）

時間を守らせきる 「時間を守っていますか」 時　間　94.6％ 時間89.8%（95%） 時　間 95.0% 時　間 92.3%

黙動清掃の徹底 「黙動清掃をしていますか」 掃　除　94.7％ 掃除70.8%（95%） 掃　除 95.0% 掃　除 92.0%

返事をさせきる 「返事をしていますか」 返　事　98.0％ 返事90.5%（95%） 返　事 95.0% 返　事 89.6%

挨拶をさせきる 「挨拶をしていますか」 挨　拶　83.2％ 挨拶88.3%（85%）    挨　拶 95.0%  ↑ 挨　拶 78.0%

整理整頓を徹底する 「整理整頓をしていますか」 整理整頓　96.7％ 整理整頓　95.6%（95.0%） 整理整頓　95.0% 整理整頓　92.4%

生徒自己評価

道徳授業の充実
「道徳の授業と自分の生活を関連付
けている」

関連付け　 86% 関連付け　 83.9%（70%） 関連付け　 85%　↑ 関連付け　 72%

「自分に自信がある」 自分に自信   91% 自分に自信   73.0%（95%） 自分に自信   95% 自分に自信   84%

「他人に親切にしている」 他人に親切に  97% 他人に親切に  78.8%（95%） 他人に親切に  95% 他人に親切に  91%

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。

目的意識を持たせた
業間体育の実施

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
54.1%

全国平均以上
6月：14.5%（60%）
2月：未実施（70%）

全国平均以上
6月：65%
2月：75%

6月実施時点で，全国平均以
上の項目が35.4％であった。
昨年度より20.9％向上した

が，今年度目標より29.6％低
い。

〇体育の授業の補強運動や，業間運動で各運動
能力の補強を図る。
〇各部活動の補強運動で，足りない運動要素を
高めるトレーニングを実施する。

生活習慣（起床・就寝）を確立
させ，体力向上の基礎を培う。

計画的な健康教育の
実施

生徒自己評価
「健康を意識した生活」「体力の理
解・向上」

健康：84.0％
体力：91.1％

健康：74.4%（85.0％）
体力：78.8%（85.0％）

健康：85.0％
体力：85.0％

健康：73.6％
体力：84.8％

〇委員会を中心に健康についての取組（歌や標
語）を継続する。また，授業においては，保健
分野で休養・睡眠と健康について学習する際
に，これらの重要性について理解させ，健康に
生活することについての意識を向上させる。

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：18回（2/3現在）
HP更新：102回（1/25現在）

部活動14人，授業2人，その他3人

学校だより：18回（20回）
HP更新：97回（40回）
部活動15人（5人）
授業18人（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：８回
HP更新：47回

部活動13人，授業10人

〇学校だよりやＨＰの更新については，情
報公開が遅くならないようにする。
〇外部人材の活用については，生徒の学ぶ
意欲の向上につながるよう，より多くの方
に依頼する。

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

よくわかる91.5％ よく分かる：92.6%（95%） よく分かる：95% よく分かる：82.1%

〇「進路に関係する連絡や情報」に課題がある
ため，１・２年生に対しても進路に関する情報
を懇談会や通知文等で周知する。

教職員アンケート

主任の機構化 「主任は機能していたか」 していた94.1％ していた　90%（80%） していた　90%　↑ 71.40%

組織の一員として
「自分の役割を考え，主任等の意図
を汲み仕事をしたか」

していた58.8％ していた　70%（80%） していた　90%　↑ 57.10%

効率的な教育活動を実践する。
入退校時間時間の管
理

８０時間以上の職員 80時間以上の職員の割合9.3％ 10.6%（10％以下） ０人　↑ ９人（９％）

〇毎週水曜日には退校時間を早めるように
している。このことの徹底を図り，メリハ
リのある生活リズムを呼びかける。

令和４年度　自　己　評　価　表

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　　～　凡事徹底　～

中期経営目標 短期経営目標 具体的な取組・方策 評価指標

〇時間を守らせるために，教師が率先して行動
で示すだけでなく，徹底した指導を行う。
〇返事については，教職員が一貫して指導を行
う。
〇自らあいさつできていないところに課題があ
り，あいさつ運動を委員会を中心に再開させ
る。レベル３以上のあいさつを目標にさせる。

評　　　　　　価
（自己評価の結果）

改　善　策

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。

「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。

〇自分の考えを「書く」ことについては，教
科・領域を超えた指導を継続しつつ，「書かせ
きる」取り組みを徹底していく。「発表する」
ことについては教師対生徒による発問だけでは
なく，多様な発表の機会を設定し，生徒が意欲
を持ち，主体的に取り組める授業づくりや研修
を進めていく。総じて「わかりやすい」授業づ
くりにつなげていく。

全国学力・学習状況調査の通過率
江田島市統一テスト（　　）内は全
国平均

全国平均を上まわる

〇３年生は調査結果の個人票を配布し，活用す
ることで一人一人が自分の課題を把握し，課題
克服できるようにする。また，授業の中で生徒
全体の課題を克服する時間を設け，全員が課題
改善に取り組める機会を設定する。

2
小テストなどで宿題
の確認

家庭学習平均1時間以上の生徒の割合

〇１年生の家庭学習の時間が短い。家庭での学
習が困難な生徒を考慮して授業内で復習を行う
取り組みの影響もみられるが，徐々に家庭で課
題をする取り組みを行う。
〇家庭学習の内容を具体的に示すことで，取り
組みやすくなっている生徒が多くみられたの
で，引き続き具体的な学習内容の提示を行う。
〇Chromebookを家庭学習でも活用できる取り組
みを行う。
〇家庭で学習した内容の定着を図るための小テ
スト等を引き続き行う。

5
体力の向上と健康に気
をつけた生活習慣の確
立を図る。

学習意欲を向上させ，
学習習慣を定着させ
る。

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。

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。

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。

〇生徒指導等，学年対応が多くみられ，組
織的な取組みではない面が見られる。その
ため，主任を中心とした取り組みの徹底を
図る。
〇教職員の自己肯定感の高揚を図る必要が
あるため，肯定的な声掛けをしていく。

実　績　値

開かれた学校
づくりを推進
する。

6

保護者・地域へ取組を
周知し，信頼や協力を
得る。

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・ＨＰ，地域人材活用，授業参観等）

教師力の向上 7
ＯＪＴによる教師力の
向上

組織的な教育活動を実践する。

4
自他ともに大切にする
生徒を育成する。

道徳の授業の改善・充実を推進
する。
道徳的実践力の向上を図る。

○道徳の授業における導入と終末で，生徒の生
活を振り返り，生徒自身の生活に目を向けさせ
る工夫を行う。
○「主体的で対話的で深い学びのある授業づく
り」を進めるために，自分の考えを持たせ，生
徒どうしが関わり合う場を位置付ける。
○キャリア教育との関連で，４つの基礎的・汎
用的能力に関して，普段の学校生活の中で生徒
の頑張りや成長を積極的に認め，ほめる評価を
全教職員で意識して指導していく。
○キャリア教育における企業面接や立志式に向
けた取組を通して，自分を表現する力を高める
ことで，自己肯定感の向上へつなげたい。

合唱指導
総合的な学習の時間

健やかな体を
育成する。


