
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86.3%

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90.6%

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76.8%

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％(69.0%)

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％(51.4%)

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％(49.3%)

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 2学期　中間　13.8% 期末　14.7% 〇校内研修等を行い，組織的な取組を強化する必要がある。

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％
12月→1年：52%，2年:22.3%，3年：
78%，全学年平均：50.7%

○１学年では，「The way to my happiness」の取組において，職業調べ・インタビュー
を実施している。将来の幸せな自分に向けて，今何をどのように頑張っておくべきなの
か，具体的なイメージを持たせることを目標に取り組んでいく。
○３学年では，入試「自己表現」に向けた取組の中で，自分について認識し，それを表
現する力が身に付くよう，一問一答の質問でなく，答えた内容に対して更に尋ねる方法
を積極的に行う形での面接指導を継続して行っていく。
○全学年において，生徒の頑張りや成長を認めてほめる声掛けを継続して行っていく。
また，クラスマッチや立志式等の行事においてルーブリックを設定した自己評価シート
へ目標と振り返りを書かせ，資質・能力を意識させるとともに，その向上を図る。

1年 82.2% 1年 79.0% １年 80%　↓ １年 92.6%

2年 88.7% 2年 76.0% ２年 90%  ↓ ２年 77.0%

3年 90.8% 3年 95.6% ３年 100% ３年 90%

全学年 87.2% 全学年 83.5% 全学年　87.0% 全学年　86.4%

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% 2年…80% 3年…95%

全体81％

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 92.7%

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 93.1%

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 89.5%

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 79.3%

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　92.7%

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　 78%

「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   83%

「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  80%

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。
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。
○家庭でできる体力向上の方法を授業で取り上げる。

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％

〇委員会を中心に給食放送等を活用するなど工夫改善をしつつ，健康を意識した生活が
送れるよう取組を継続する。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：14回
HP更新：80回

部活動13人，授業10人

〇ＨＰの更新回数は大きく向上した。来年度以降は目標値を変更する。
〇外部人材の活用については，主に総合的な学習の時間であるが，来年度は各教科にお
いても活用し，生徒の学ぶ意欲の向上につなげる。

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：85.0%
〇「進路に関係する連絡や情報」に課題がある（81.9%）ある。そのため，１・２年生に
対しても進路に関する情報を懇談会や学年だより等で周知する。

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%　↑ 77,7%

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%　↑ 66,6%

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　↑ のべ１３人（７．２％）
〇校長の発行する週予定表を意識させ，仕事に見通しを持たせる。
○毎週水曜日の退校時間を早める取組を徹底する。

〇どちらの項目においても数値は向上した。今後も，各主任層には組織的な取組ができ
るよう，人材育成の視点からも声掛けをしていく必要がある。
〇多くの教職員が，担当する業務に関して達成感を感じているが，主体的に業務を行お
うという意識の向上を図る。

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。
○自分の考えを持たせ，生徒同士が関わり合う場を位置付け，「主体的で対話的で深い
学びのある授業づくり」を進める。
○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，ほめる肯定的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，自分自身のことを理
解し，表現する力を高めていく。自分を表現する力を高めることで，自己肯定感の向上
へとつなげたい。

合唱指導
総合的な学習の時間

健やかな体を
育成する。

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。

〇時間を守らせるために，教師が率先して行動で示すことを継続する。
〇返事については，教職員が一貫して指導を行う。
〇自ら挨拶ができていないところに課題がある。日頃から教員から率先して挨拶を
していくことを継続しながら，生徒会活動等で生徒主体の活動を増やしていく。

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」「発表する」ことについては，教科・領域を超えた指導と今年
度行ってきた取組を継続している。単元開発を行う中で，「書く」「発表する」活動を
どの方法で，どの場面で取り入れるか計画を立て，生徒の意欲を引き出し，主体的に取
り組める授業づくりの工夫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年生の全国学力調査の結果を受け，全教科・全学年に共通する課題であると捉えた
取り組みを実施する。
○基礎的な知識・技能の定着を図るため，各教科で反復学習や小テストを行った。基礎
的な知識・技能を応用する場面を設定し，ペア活動，班活動，ＩＣＴ等も活用しなが
ら，生徒の理解の深化と発展を行う。
○１・２年生の江田島市学力調査は，２月中旬に結果が出る予定であるため，その結果
を基に来年度に向けた対策・研修を実施する。

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学年では自主学習ノートの取組を行い，他学年と同じように家庭学習の時間を確保で
きるようになった。また，生徒の実態を踏まえ，毎日取り組む課題とその内容を指定す
ることで，生徒が計画的に家庭学習に取り組む工夫ができた。
〇英語科や国語科では，計画的に小テストを行うなど，スモールステップで目標を達成
する習慣づけを行い，達成感を持たせる仕組みを作ることで学習に対する意欲向上につ
なげようとしている。
〇Chromebookを家庭学習でも活用できる取組を継続する。

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


