
令和元年度学校評価（教職員・生徒・保護者）
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４段階での評価を点数化（「良好」→４点、「やや良好」→３点、「やや不十分」→２点、「不十分」→１点）し、平均した値を示しています。
中間値は「(４＋３＋２＋１)／４＝」2.5となり、中間値以下は不十分な項目として捉えています。

今回の学校評価では、中間値以下の評価はありませんでしたが、評定値3.4以上（目標達成率80％以上）を目指して教育活動に取り組んで参ります。
子どもの教育の出発点である家庭との連携のもと、家庭の期待に応えるべく可能な限りの改善を図っていきたいと考えています。改善に向けては家庭生活に関わることも多々あり
ますので、各御家庭からの御協力も併せてお願いしていく所存です。

※ 大仙市学校評価重点共通項目に関する質問

3.69 3.12
・保護者会との連携、協力
・各種大会、コンクールへの参加
・部活動内での学習会、学習指導　　等

業務改善に向けた取
組

本校は、部活動の休止日や活動時間を
適切に設定し、学校全体の負担が大きく
ならないようしていますか。

3.83 Ａ

部活動 16
本校は、部活動運営について、保護者
に十分伝えていますか。 3.42 Ａ

15
本校は、よりよい学校を目指して生徒会
活動を活発に行っていますか。 3.67

3.55 3.22
・計画的な部活動に実施
・部活動休止日の設定
・部活動時間の徹底　　等

目指す自己イメージ
の形成

14
本校は、「将来の社会的・職業的自立に
つながる体験活動を取り入れた教育活
動」が行っていますか。

3.58 Ａ 3.37

3.38

Ａ 3.46 3.31

・生徒主体の生徒会、学級会活動
・地域貢献を意識したボランティア活動
・地域での職場体験・職場訪問活動
・小中合同の引渡訓練
・緊急メールによる連絡体制
・年４回の避難訓練　　　等13

生徒は、学校での防災学習を生かして、
災害に気を付ける気持ちをもって生活し
ていると思いますか。

3.42 Ａ 3.57

社会や他と関わる能
力の向上

本校は、地域活性化に寄与できる子ども
を育てるために、こども園や小学校、地
域との連携を深める活動を進めていま
すか。

3.58 Ａ 2.99

3.13

・生徒による校内ルールの制定と評価、改善
・生徒企画の集会、行事、運動
・小中合同あいさつ運動　　等

3.28
・各学年、学級でのキャリア教育
・ふるさとを素材とした活動
・国際教養大訪問交流　　等

４　その他

生徒会活動

・PTAの協力による除草作業･古紙回収
・生徒と職員による校内掲示の工夫
・日常の清掃活動
・計画的な修繕　　等

３　人間関係形成能
力・社会形成能力の
向上（関わる力を高め
るために）

コミュニケーション能
力の向上

10
生徒は、学校でも地域でも明るくさわや
かなあいさつをしていると思いますか。

学習環境等の整備・
充実

9
本校は、「校地・校舎・施設・設備を適切
に管理し、子どもたちが使いやすい環
境」にしていますか。

3.17 Ｂ

・生徒会主体の｢あいさつ運動｣
・職場訪問･職場体験・交流活動
・授業や集会時の発表
・場所に応じた話し方の指導　　等

11
本校は、人前や公の場で自主的に発表
できる機会を設定していますか。 3.33 Ｂ 3.52 3.18

2.92 Ｂ 3.56 3.10

主体的な学習態度
の育成

7
生徒は、「授業や家庭学習に進んで取り
組み、自分の学力を高めよう」としている
と思いますか。

2.75 Ｂ 3.52 2.91

3.41 3.14

・｢協中授業スタイル｣の実践
・｢学習の手引き｣の活用
・ＴＴによる個に応じた指導
・国(県)の調査結果を活用した指導方法の工夫
・家庭学習や補充学習の個別指導
・外部人材の活用
・全職員で家庭学習の点検　　等

本校は、授業を楽しく分かりやすい魅力
あるものにするためのプラスワンの工夫
をしていますか。

3.33 Ｂ 3.60 3.17

２　確かな学力の向上
（授業で勝負）

基礎・基本の確実な
定着

5
本校の授業では、共通実践事項を実践
できていますか。 3.58 Ａ 3.59 3.00

・生徒から問いを引き出す課題提示
・つぶやきを発表に導く指導
・学び合いにより考えを深める
・振り返りや評価の工夫
・ふるさとや地域に触れる体験活動の充実　　等本校は、学び合いもとに、自分の考えを

深める授業を行っていますか。 3.50 Ａ 3.65 3.15

3.10

・家庭科や保健体育等での指導
・｢保健室だより｣による食育の指導
・各部活動による体力つくり　等

強く生き抜く力を育て
る

3
生徒は、「目標や将来の夢をもって努
力」していると思いますか。 2.75 Ｂ 3.31 2.95

１　豊かな心と体の育
成（生活力の向上）

温かく強い心を育て
る

1
生徒は、集団の中で「認められている、
周りの役に立っている」と感じながら中学
校生活を送っていると思いますか。

・心を育てる道徳の授業
・生徒会「がんばってるね」運動
・保護者との連携による生活指導
・授業・学級での声掛け
・協中祭や生徒集会　　等

健康で逞しい体を育
てる

2
生徒は、「健康や体力つくり」に取り組ん
でいると思いますか。 3.08 Ｂ 3.32 3.08

3.25 Ｂ 3.37 3.25

・教育相談による生徒理解
・いじめ・不登校の未然防止と早期発見・即時対
応
・生徒会｢All for One｣運動
・家庭との定期的な面談
・心の相談室(ほっとルーム)の設置
・関係機関との連携　　　　等

本校は、いじめや不登校等の問題行動
への対応が適切で、改善が図られてい
ますか。

3.42 Ａ 3.58

(注) (　）は、上から１年・２年・３年

本年度の重点 評価項目 No. 質問内容
評　　　価

学校での主な取組
教職員 生徒 保護者


