
校訓　「高登彼岸」

学校教育目標
（１）　確かな学力
（２）　豊かな心
（３）　健康な体

めざす生徒像
（１）　〈く〉苦しさに耐えねばり強くやり抜く生徒
（２）　〈し〉真剣に意欲的に学び続ける生徒
（３）　〈が〉学力を高め将来を切り開く生徒
（４）　〈た〉たくましくしなやかな体と思いやりの心を持つ生徒
（５）　〈中〉中学生として夢を持ち一流をめざす生徒

Ⅰ　各項目ごとの評価

めざす教師像
（１）　高い使命感と情熱を持つ教師
（２）　優れた指導力と倫理観を持つ教師
（３）　学校システムを「学ぶ組織」に変革する教師

めざす学校像

「心と心が響きあう学校」
（１）　楽しくわかる授業づくりに努める学校
（２）　「豊かなかかわり」を大切にする学校
（３）　地域に開かれた信頼される学校

平成２４年１月１０日（火)作成　　　　　　　櫛 形 中 学 校 　　　　学 校 自 己 評 価 書

　　　　学 校 長　　　　志 村 成 美
　記 述 者 職 名　　　　　　教 頭　　　坂 本 武 徳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大 堀 慎 司

Ⅰ　｢学校教育目標・学校経営について」

*　特記事項　生徒アンケートを見ると、全校生徒の９０％が「学校が楽しい」と答えている。
　平成21年度入学生徒（現3年生）のアンケート結果について彼らの3年間の経年変化を見ると、「睡眠時間
数」などを除き、ほとんどの項目において肯定的評価が1年次より2年次が、2年次より3年次が高くなる傾向
が見られた。このことは、たとえ少しずつかもしれないが櫛形中学校においてよく学び、学校･学年行事や部
活動に精一杯活動した3年間が、生徒の確かな成長を促したと捉えながら、生徒や保護者、地域の方々とと
もに日本一の生徒・一流の学校を目指していきたい。

自　己　評　価　結　果

　本年度はすべての項目において９５％以上の肯定的評価結果
を得ることができた。特に①「本校の教育目標は適切であると思
う。」については、全職員がＡ評価（そう思う）を示した。また、③
「本校は、職員の福利厚生や健康管理について配慮がなされた
職場である。」は前期評価より１１ポイントの増加し、昨年同期よ
り１１ポイント増加した。さらに④「あなたは、学校運営方針に基
づき教育活動を行なっている。」は前期評価よりＡ評価(そう思う）
が１４ポイント増加し、昨年同期に比べ２５ポイント増加した。この
ことは、昨年度より更に全職員が学校教育目標を共通理解し、
目指すべき生徒像･教師像・学校像に迫っていく意識が前期およ
び昨年度に比較して更に高まった結果だと考えられる。職場全
体で働きやすい職場体制や雰囲気をお互いに作りながら学校教
育目標の具現化に向かって教育活動を推進していることを表し
ていると考えられる。
　一方、⑤「あなたは、学校の年間計画に基づき、実態に即した
教育実践を行なっている。」は若干ではあるがＣ評価（どちらかと
言うとそう思わない）が前期評価に対して増加した。これは自分
に対する自己反省の意識が高まったためであると考えられる。

改　善　策

・本校の学校教育目標は昨年度改定し、
本年度は具体性に明確さを持たせる必要
に迫られた（例えば、「めざすべき生徒像」・
「教師像」・「学校像」を明示した）。その結
果、全職員が学校教育目標を今まで以上
に明確に意識しながら自己の職務を遂行
することが可能となったと考えられる。来年
度も、年度当初からそうした意識を全職員
が持って教育実践に臨むことが必要であ
る。
また、学校の年間計画（教育課程）が、め
ざすべき生徒像・教師像・学校像に向かう
のにふさわしい内容でありなおかつ、生徒
や地域の実態に即した年間計画（教育課
程）となるように十分配慮する必要がある。



Ⅱ　｢学校運営について」

自　己　評　価　結　果 改　善　策

　９項目全てにおいて９０％以上の肯定的評価となっており，前
期評価と比べて全体的に向上している。また、Ａ・Ｂ（肯定的評
価）のみで占められた項目が平成22年度後期評価では１項目の
みであったが、平成23年度後期評価では次の4項目に増えた。こ
れらの４項目、③「個人情報保護・情報セキュリティーの管理」、
④「あなたの公務分掌は、学校運営上機能している。」、⑥「職員
間の相互理解や信頼関係を深め、教育活動にあたっている。」、
⑦「報告・連絡・相談の実施」はすべて、職員が職務を遂行する
上で重要視される項目であり、本校の教職員は教職員としての
職責の重さを認識し誠実に自己の職務を遂行しようという意識の
高まりの現れであると考えられる。
　　また、②「あなたは危機管理（防犯，防災関係）マニュアルを
読み、対応を理解している」については、前期評価でＣ評価（どち
らかと言うとそう思わない）が７％減少したものの、依然として
６％あり、⑨「あなたは，特別支援教育の理念について理解して
いる。」については，前期に比べ肯定的評価は１０％増加したも
のの、Ｃ評価（どちらかと言うとそう思わない）が若干見られた。

③、④、⑥、⑦の項目については、今後も
気を緩めることなく組織として継続的に推
進していくことが必要である。
②については、大地震発生時の対応（生徒
の安全確保、震度５弱以上での保護者引
取りの実施、被災時の避難所としての協力
のあり方）、防犯、交通安全など全職員が
危機管理に関する知識と意識を共有し学
校安全体制を構築していく。
⑨については、９８％の職員が理解をして
いるので、今後もより多くの職員が具体的
に特別支援教育に関わりを持つ体制作り
をしていく。

＊特記事項　学校運営についての各項目は、すべての項目においてＡあるいはＢの肯定的評価を求めるべ
きであるという認識に立って、あらゆる機会に全職員で共通理解のもと対応していきたい。

Ⅲ　｢学習指導について」

自　己　評　価　結　果 改　善　策

　８項目中全てにおいて８７％以上の肯定的評価となっている。
そのうちの３項目において前期評価に比べてＡＢの肯定的評価
が増加した。特に、④「あなたは、個に応じた授業を行なってい
る。」については，前期評価に対して１８ポイント増加しており，意
識の高まりを感じる。また、⑥「あなたは、教材教具や備品等を
活用した授業を行なっている。」については、前期評価に対して１
９ポイント増加しており、生徒の意欲を喚起し、わかる授業を実
践しようとする意識の高まりを表している。
　一方、①「あなたは、規律ある学級･学年･学校集団づくりを行
なっている。」については肯定的評価は９８％と高いものの、Ｃ評
価（どちらかと言うとそう思わない）が３％、⑧「あなたは、宿題や
家庭学習に対する指導を行なっている。」については前期評価と
同様Ｃ評価が１３％見られた。

①「あなたは、規律ある学級･学年･学校集
団づくりを行なっている。」については，教
師間の日常的な情報交換や学年部会･職
員会議・生徒指導部会・主任会議・運営委
員会・生徒支援会議などにおいて得た情
報をベースにして全職員が課題や対応方
策について共通理解しながら、生徒集団づ
くりを進めていく。
⑧「あなたは，宿題や家庭学習に対する指
導を行っている。」については、各教科指
導のほか、学級活動などで，家庭学習の
習慣化を促し、定着を図っていくと共に、教
科部会や学年部会などの機会を活用して
家庭学習の習慣化を保護者と連携しなが
ら推進していく。

＊特記事項　生徒アンケートを見ると、⑤「学校の授業が楽しい」と答えた生徒が７６％、⑥「学校の授業がわ
かる」と答えた生徒が８１％であった。教職員･生徒・保護者の相関を見ると、③「宿題の実施状況」について
はよく取り組んでいる様子が窺える。しかし、宿題以外の自主的家庭学習の取り組みがやはり少ないように
感じる。



Ⅳ　｢生徒指導について」

自　己　評　価　結　果 改　善　策

　６項目中５項目が、９５％以上の肯定的評価となっている。
　項目①「あなたは、生徒理解のために生徒とのコミュニケーショ
ンに努めている。」、②「あなたは、生徒の規範意識をはぐくむ指
導に取り組んでいる。」、⑤「本校は、職員間で生徒指導上の課
題を共有した対応が行なわれている。」についてはＡ・Ｂの肯定
的評価が１００％を占めた。これは，生徒指導主事や不登校担当
教諭が中心となり，全教職員で情報の共有化を図り，組織的な
生徒指導体制が確立されてきた結果ではないかと思われる。
　一方，次の３つの項目についてＣ評価（どちらかと言うとそう思
わない）がみられた。項目③「あなたは、生き方教育（キャリア教
育・進路指導など）を生徒の実態に応じて行なっている。」につい
てはＣ評価が１２％、、また④「あなたは、問題行動（いじめ・不登
校等）の早期発見・早期対応を行っている。」および⑥「本校は、
生徒の健全育成のために、学校・保護者・地域および関係機関
との連携が図られている。」についてはともにＣ評価が５％見られ
た。

③については，キャリア教育推進教師を中
心にキャリア教育の意義について共通理
解を図りながら、学校教育全体で取り組む
キャリア教育についての全体計画を作成
し，本年度の教育課程の中に組み込んで
きた。来年度も生徒の「生き方に関わる指
導」について、全職員による共通理解を図
りながら全校体制で更に進めていく。
④については、本校職員による本校生徒
の問題行動（いじめ･不登校）についての早
期発見･早期対応への体制が万全の体制
ではない（不十分である）と受け止めたい。
いじめ･不登校を生まない学級づくりを更に
推進し、道徳の時間、教科、諸行事などに
おける体験的な教育活動や生徒会活動・
部活動などの教育活動全般を通して思い
やりの心や生命尊重の心をはぐくんでい
く。また、弱いものいじめアンケートの結果
を分析したり、生徒の日常の様子を観察し
たしりて、生徒の発するサインを敏感に捉
え、指導が必要な場合は迅速かつ組織的
に取り組んでいく。

*　特記事項　生徒指導については、生徒・保護者アンケートにおいても，⑲「先生から学校の決まりや約束ご
とを守るように言われている。」については９１％の生徒がＡＢの肯定的評価を示し、⑥「学校は，子どもたち
のまちがった行動などに対して，指導していると思う。」については８６％の保護者がそう思うと回答した。ま
た、③「困ったときに相談できる友達がいる。」が９０％，⑧「困ったときに相談できる先生がいる」については６
８％の生徒が肯定的評価、⑮「お子さんのことで相談できる先生がいる。」については６５％の保護者が肯定
的評価を示した。子どもと保護者の評価が同程度であった。②「クラスに仲良く遊ぶ友達がいますか。」につ
いては９６％の生徒が肯定的評価を示したが、否定的評価を示した生徒が６％であった。そうした６％の生徒
に目を向け、彼らに寄り添った指導ができる職員集団を目指していきたい。

Ⅴ　｢地域との連携について」

自　己　評　価　結　果 改　善　策

　５項目全てが８９％以上の肯定的評価になった。項目①「本校
は，教育活動の中に地域の教育力を生かす機会を設けてい
る。」、②「本校は，保護者や地域の要望等を把握するための取
り組みを実施し，適切に対応している。」、③「本校は，学校の教
育活動等について，保護者や地域の情報の提供・公開を行って
いる。」については前期評価に対してＡＢの肯定的評価が増加し
た。このことは、紫翠祭（学園祭）や強歩大会において多くの保護
者の参加や協力を得られること、またＰＴＡ活動としての親子奉
仕作業（本年度は天候のため３学年のみ実施した）への保護者
の参加協力、さらに道徳公開授業への保護者や地域住民による
外部講師としての参加協力など、本校の多くの行事が保護者や
地域住民の理解や協力なしには成立し得ないものとなっている
ことを表していると考えられる。
④「保護者はＰＴＡ活動に協力的である。」　について教師と保護
者の肯定的評価にズレが見られた（教師９６％・保護者７３％）。
⑤「学校開放日を適切に実施しているか。」について教師と保護
者の肯定的評価に若干のズレが見られた（教師９６％･保護者８
２％）。

④については、今後も保護者がＰＴＡ活動
に積極的に参画していただけるような仕組
みを具体的な取組みとして計画･実施して
いく。　⑤については、本校では毎学期に
それぞれ一日ずつ学校開放日を設けてい
る。授業参観及び総体･新人大会激励会の
参観、部活動の参観などそれぞれ100人前
後の保護者に来校していただいた。また、
10月28日に道徳授業公開（保護者を含み9
名の外部講師の協力を得た）ならびにＰＴ
Ａ研修会（甲府空襲の講演会）を実施した
が、今後も保護者や学校評議員の皆様を
はじめとした地域の方々の協力を得ながら
学校開放を推進していく。
更に、学校安全を確保しながら学校開放を
行うために、スクールサポーターや関係機
関との連携を一層推進する。

＊特記事項　進路学習に関わって、2年生による職場体験が地域の企業や商店、事業所などの協力により
行なわれている。そして、滝沢川河川公園沿いのアヤメ花壇の除草作業を学年単位で全生徒が地域住民の
協力により毎年行なっている。こうした貴重な体験学習の多くが地域との連携で実施されていることは大変あ
りがたいことである。



　本校の学校評価は、前期学校評価として職員による自己評価・生徒アンケートを実施し、その結果を受け
て前期学校関係者評価を行なった。後期学校評価として職員による自己評価･生徒アンケート及び保護者ア
ンケートを実施した。後期学校評価においては平成２１年度入学生（現３年生）およびその保護者の３年間の
アンケート結果をグラフ化し、その経年変化を見ると実に多くの点で彼らがより良く成長したかが窺える。例え
ば、「クラスに仲良く遊ぶ友達がいますか。」「クラスはみんな仲良しだと思いますか。」「困ったときに相談でき
る先生がいますか。」をはじめとして多くの項目において肯定的評価の割合が年々高くなっている。現三年生
が日本一の学校・一流の生徒となることを目標として櫛形中学校で教師や仲間と学び、部活動に汗を流して
過ごした３年間が生徒達にとって充実し、有意義な日々であったのではないかと想像できる。また、同じく保
護者の３年間のアンケート結果から保護者の子どもたちや教師･学校に対する見方や考え方について知るこ
とができた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年度も昨
年度に続き「日本一の学校をつくろう」「一流の生徒となろう」のスローガンの下に全職員、全校生徒が力を合
わせて、授業や生徒会活動、部活動などに取り組んできた。そうした成果が少しずつ現れてきた。保護者の
理解や地域住民の応援のお陰で、男子駅伝部が悲願の全国大会制覇を成し、日本一の学校が一つでも達
成できたことは、全校生徒・職員の喜びであり誇りでもある。これからも高登彼岸を校訓として、何事にも高い
志を持って、「日本一の学校をつくろう」「一流の生徒になろう」という目標に向かって努力する生徒の育成を
目指し、保護者・地域の方々の協力を得ながら職員一丸となって努力していきたい。

Ⅱ　　全体評価

Ⅵ　｢学校の特色について」

自　己　評　価　結　果 改　善　策

Ⅲ　まとめ
　学校評価をこの方法・形式にして３年目となる。現在の３年生が１年生の頃より行っていることから，１年生からの後期
学校評価における生徒・保護者アンケートの経年比較を行った。「クラス（学年）に仲良く遊ぶ友達がいますか」について
は，３年間を通して９６％の生徒が肯定的評価であった。「困ったときに相談できる先生がいますか」では，１・２年生の
頃に比べ３年生では肯定的評価が１２ポイントほど増加している。学習や進路など徐々に不安が増していく時期で，より
密接に係わりあえる機会が増すことも一因と考える。これは「わからないことがあるときは先生に聞いていますか」，「授
業中に発言や発表をしますか」が学年が上がるごとに肯定的評価が増加していることからも指摘できる。逆に睡眠時間
は学年をおうごとに明らかに少なくなっている。子どもから大人へと変化の激しい中学時代に，次第に主体的に行うこと
が増えてきている現状を反映している。さらに，「学校の決まりごとや約束ごとが守れていますか」が学年が上がるほど
肯定的評価が増加していることも見逃せない。上級生が模範を見せるという意識が多くの生徒の心に芽生え，学校の
顔として活躍している現状がアンケートにも表れている。
　本年度は，校長先生の４月当初のお話の中にあった，「日本一の学校，一流の生徒を目指して」を，教職員・生徒の共
通の目標として心に刻み活動をしてきた。今後とも櫛形中学校がより良い方向に向かって前進していけるように，教職
員はもとより保護者・地域の方々の御協力を得ながら，生徒の自立を目指して行きたい。

　本校は、日本一の学校、一流の生徒を合言葉に、知・徳・体の
バランスの取れた生徒の育成を目指し、楽しくわかる授業作りを
基盤として、挨拶運動・読書活動・部活動を学校の特色と位置付
けた教育活動を推進している。　次の３項目、①「本校は、生徒
が進んで挨拶するよう、指導に努めている。」、②「本校は、生徒
が積極的に読書活動に取り組むよう、指導に努めている。」、③
「本校は，部活動に積極的に取り組み、生徒の健全育成に努め
ている。」においてABの肯定的評価が１００％となった。このこと
は全職員が学校の特色を共通理解する中で挨拶・読書・部活動
を推進していることを示すものと考える。　一方、④「本校は，学
校教育目標に則り，バランスの取れた教育活動を実施している」
については，肯定的評価は９４％であった。

本校の学校の特色に関しては、職員・生
徒･保護者の相関関係も高い。生徒アン
ケート結果を見ると、挨拶（項目17）につい
ては90％、朝読書（項目22）については
94％、部活動（項目25）については92％も
の肯定的評価結果を得ることができた。ま
た、学校行事・学年行事や委員会活動など
への取組みに関しても94％以上肯定的評
価結果であった。来年度も、学校の特色と
しての挨拶運動・読書活動・部活動に積極
的に取り組む生徒を育成していく。

*　特記事項　本校では特色ある教育活動の一つとしてハレルヤ合唱に取り組んでいる。前期学校関係者評
価委員さんによる意見を受けて、2学期には全校集会や始業式･終業式などの機会に練習時間を確保する中
で、全校パート別練習を行ったり、上級生が下級生に指導したりしながら学年の枠を超えた合唱の取組みを
展開している。また、本校は野球･陸上・弓道・剣道･バレー・バスケ･卓球･サッカー･テニス・ソフトボール・吹
奏楽・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・読書文芸・美術・家庭科各部が活動しており、地区大会・県大会優勝・全国大会優勝をはじ
めとして活躍中である。


