
学校関係者評価 改善方法

〇定期試験における基礎学力
〔知識〕の正答率６０％以上の
生徒の割合【５教科対象】

Ａ…８０％以上
Ｂ…６０％以上
Ｃ…４０％以上
Ｄ…４０％未満

教務部
C

52.0%

　１学期期末試験で「知識・技能」の正答
率６０％以上の生徒は52.0％。「2年，3年
とも前年度より学習意欲，授業態度が良
くなった」とスクールサポーターや支援員
から聞く。2学期以降，ユニバーサルデ
ザインの視点にたった授業を行ってい
く。

C
50.1%

62.6% C

　２学期期末試験で「知識・技能」
の正答率60％以上の生徒は50.1％。3
年は課題の提出状況など前年度に比
べて改善された。クロームブックで
学習環境の改善を図っているが，ま
だ活用が十分ではない。

・ユニバーサルデザイン
の視点にたった授業づく
りの研修をすすめる。
・試験期間中などに地域
の方々に学習指導をお願
いする取組を図る。

○学校評価に係る生徒アンケー
ト〔７月・２月〕の項目「グ
ループ活動での関わりを大切に
している」と答える生徒の割合

Ａ…８０％以上
Ｂ…６０％以上
Ｃ…４０％以上
Ｄ…４０％未満

教務部
A

83.3%

　前期アンケートで，肯定的評価が
83.3％。道徳の授業や校内の掲示物な
どで，関わりあいについて指導してい
て，安心して交流できる雰囲気が高まっ
ている。コロナ禍で交流活動に制限があ
るが，感染予防に留意して取組を進めて
いく。

A
92.4%

115.5% A

　後期アンケートで，肯定的評価が
92.4％。コロナ禍で制限がある中，
できるだけ交流できるの場を授業で
持つようにしている。

・学級内のペア・グルー
プ学習等は定着してきて
いるので，次の段階とし
て，学年や学校全体の場
で，生徒が意見を発表で
きる場を企画する。

○学校評価に係る生徒アンケー
ト〔７月・２月〕の項目「授業
以外の時間を使って自分から進
んで学習した時間」１時間以上
と答える生徒の割合

Ａ…８０％以上
Ｂ…６０％以上
Ｃ…４０％以上
Ｄ…４０％未満

教務部
C

59.8%

　前期アンケートで，肯定的評価が
59.8％。教務通信を毎月発行して，これ
をテキストにして勉強を担任が各学級で
指導している。日々の家庭学習時間に
ついては，やりとり帳，試験期間中につ
いては「さいきっ子カード」を通して継続
して指導していく。

C
58.1%

74.8% C

　後期アンケートで，肯定的評価が
58.1％。教務通信の内容は，具体的
な学習方法などを提示していった。
学習の意欲づけについてさらなる手
立てが必要である。

・家庭学習習慣づくりの
ため生徒が提出する日誌
に学習欄を設けたものを
導入する。
・各教科の家庭学習の指
示を具体的なものにす
る。

○学校評価に係る生徒アンケー
ト〔７月・２月実施〕項目
「自分には，よいところがあ
る」の肯定的評価の割合

Ａ…８０％以上
Ｂ…６０％以上
Ｃ…４０％以上
Ｄ…４０％未満

生徒
指導部

B
74.1%

　前期アンケートで74.1％。１学期は行
事等が少なかったため，生徒の活躍場
面が少なかった。目標値の80％以上を
目指して，役割りを持たせるような活動場
面を充実させていく。また，教師や生徒
同士による肯定的評価の場面を工夫し
ていく。

B
72.5%

90.6% B

　後期アンケートで，72.5％と1.6％
減少した。行事の取組等を各学級通
信で発信した。生徒同士の相互評価
活動を工夫し，自己肯定感を高めて
いきたい。

・自己肯定感を高める
ために，行事後の生徒
同士の相互評価活動を
行う。

○学校評価に係る生徒アンケー
ト〔７月・２月実施〕項目
「自分は，学級の中で友だちの
役に立ったり，力になったりし
ている」の肯定的評価の割合

Ａ…８０％以上
Ｂ…６０％以上
Ｃ…４０％以上
Ｄ…４０％未満

生徒
指導部

A
88.5%

　前期アンケートで88.5％。生徒会によ
る「掃除マイスター」の取組により，掃除
に一生懸命取り組む生徒が増えた。今
後も生徒会の取組等で，人のための活
動を工夫していく。

A
90.2%

110.6% A

　後期アンケートで，90.2％と1.7％
増加した。10人が「掃除マイス
ター」に認定されている。その他の
生徒も，「掃除マイスター」を目指
して掃除を頑張っている。引き続
き，楽しい取組を計画していきた
い。

・掃除マイスターに認
定された生徒を，全校
生徒に分かるように掲
示する。また，掃除マ
イスターに続く取組を
工夫する。

○学校全体１日あたりの欠席者
数を減少させる。
〔令和３年度１．５人
　　　⇒　４人以下に〕

Ａ…４人以下
Ｂ…５人以下
Ｃ…６人以下
Ｄ…７人以上

生徒
指導部

C
6.1人

　７月末までの１日あたりの欠席者数6.1
人。出席停止の欠席者数は含めていな
い。ほぼ全欠の生徒が４人。保護者連携
を密にし，欠席者の次の登校の様子を
教職員で観察していく。

D
12.3
人

32.5% D

　2月末までの1日あたりの欠席者数
は12.3人。出席停止の欠席者数は含
めていない。今までほぼ全欠席者は4
人だったが，後期に入ってうち3人は
登校する日数が増えた。欠席した生
徒には担任が家庭連絡や家庭訪問を
実施し，家庭と連携を図っている。

・「学校が楽しい」と
思える活動を増やし，
欠席生徒を減少させ
る。

○不登校生徒数を２０％減少さ
せる。
〔令和３年度５人
　　　⇒　４人以下に〕

Ａ…４人以下
Ｂ…５人以下
Ｃ…６人以下
Ｄ…７人以上

生徒
指導部

B
5人

　7月末までの不登校生徒の数は５人。
定期的に家庭訪問を実施し，保護者と
連携を図っている。欠席が増えつつあ
る，気になる生徒も数名いる。担任をは
じめ学年の教員で，SSWやスクールカウ
ンセラー等と連携を図っていく。また，生
徒が登校しやすい環境整備を工夫して
いく。

D
11人

36.4% D

　2月末までの不登校生徒の数は11
人。4人以下を目標としていたが，目
標を大きく下回った。今後も，担任
や学年教員，SSWやSC，特支ADや保護
者と連携を図り，引き続き登校しや
すい環境整備を工夫改善する。

・心の相談室の室内環
境（掲示物やくつろげ
るスペース等）を整え
たり，学級担任や授業
担任とのやりとりを確
実に行えたりできるよ
うにする。

○学校評価に係る生徒アンケー
ト項目〔７月・２月実施〕「佐
伯中学校の学校生活に満足して
いる」に対する肯定的回答の割
合

Ａ…８０％以上
Ｂ…７０％以上
Ｃ…６０％以上
Ｄ…６０％未満

教頭
B

79.3%

　前期アンケートで，肯定的評価が全体で
79.3％(1年：87.5％，2年：87.9％，3年：
59.6％)となっており，特に，3年の肯定的評
価が低くなっている。3年では，「自分によい
ところがある」との評価の相関は78.3％と
なっており，今後は進路に向けた学習を中
心に自己肯定感を高める取組が求められ
る。

A
84.3%

105.4% A

　前期アンケートで，肯定的評価が全体で
84.3％(1年：90.6％，2年：80.7％，3年：
80.4％)と高くなっており，特に，3年の肯定
的評価が高くなったことが反映されている。
それに対し，2年の肯定的評価が下がって
おり，今後は進路に向けた学習の充実を図
りながら，自己肯定感を高める取組が求めら
れる。

・キャリア教育を中心と
して，夢や希望を抱かせ
上で進路に向けた学習の
充実を図りながら，生徒
の自己有用感・自己肯定
感を高めて取組を推進す
る。

○学校評価に係る保護者アン
ケート項目〔７月・２月実施〕
「佐伯中学校の教育活動に満足
している」に対する肯定的回答
の割合

Ａ…８０％以上
Ｂ…７０％以上
Ｃ…６０％以上
Ｄ…６０％未満

教頭
A

81.1%

　前期アンケートで，肯定的評価が全体で81.1％
(1年：81.4％，2年：81.8％，3年：86.3％)となって
おり，各学年80％を超えている。「学校生活は，
行事等，充実している」の肯定的評価は71.2％で
あるが，「保護者からの連絡や相談に迅速かつ適
切に対応している」「HPや各種たより，オクレン
ジャー等で情報提供している」の肯定的評価が
各92.6％，94.6％で，丁寧な連携や情報提供の
成果が表れている。

A
82.9%

103.6% A

　前期アンケートで，肯定的評価が全体で
82.9％(1年：85.7％，2年：83.1％，3年：
79.2％)となっており，3年の肯定的評価が下
がった。3年の満足していない保護者のう
ち，「学校全体の雰囲気」「あいさつ」に対し
ては70％,「服装・容儀」「行事等の充実」に
対しては60％が否定的な回答をしていた。

・本校の伝統である「み
そあじ」を教職員・生徒
全体で取り組むよう推進
し，教育活動に係る取組
内容と広報内容の充実を
バランスよく図りながら
保護者理解を得る。

〇時間外勤務時間が，月平均８
０時間を超える教職員を０人に
する。

Ａ…０人
Ｂ…１～２人
Ｃ…３～４人
Ｄ…５人以上

教頭
C

2.75
人

　時間外勤務時間が，月平均80時間を超え
る教職員の人数は，平均2.75人（４月：１人，
５月：１人，６月：３人，７月：６人）となってお
り，徐々に増えてきている。７月は土日祝日
が多く部活動指導が比較的多かったため，
時間外勤務時間が多くなった。目標下校時
刻を立てさせるなどの工夫により，全体的な
退勤時刻は少しずつ早くなってきている。

B
1.55
人

69.0% C

　時間外勤務時間が，月平均80時間を超え
る教職員の人数は，平均1.55人（4月:1人,5
月:1人，,6月:3人,7月:6人,8月:0人,9月:1
人,10月:2人,11月:1人,12月:1人,1月:0人,2
月:1人）と，徐々に改善してきている。教職
員全体で，早く帰ろうとしたり，とれるときに
は年休をとったりする雰囲気ができつつあ
る。

・教職員全体で仕事の能
率化に向けたアイデアを
共有化して時間外勤務減
少の意識を高め，早く帰
ろうとしたり年休をとっ
たりできる環境づくりを
さらに推進する。

【

体
】

健
や
か
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体
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成

欠席者数の減少

不登校生徒の減少
《市教委の重点施策に
基づく重点目標》

保
護
者
・
地
域
か
ら
信
頼
さ
れ
る

学
校
づ
く
り

生徒の学校満足度の向
上

自他のよさを認め合う
「自己肯定感」
「自己有用感」の育成

《市教委の重点施策に
基づく重点目標》
《小中連携による共通
目標》

○生徒指導の充実を図るた
め，次のことに重点的に取り
組む。

・学期に１回のアセスの実施
と分析，学級経営への反映
・学校行事や生徒会活動等を
中心に，「達成感・成就感を
味わうことができる活動」の
場の充実と連携
・かかわり合いの場の設定
［支え合い，学び合い，認め
合いを実感］
・感謝と貢献する気持ちの醸
成　　　　　・ボランティア
等への参加の促進

最終
２月

○自己肯定感・自己有用感の
高揚
○提出物の提出や配布物の受
け渡しの徹底
○読書意欲の向上
○「みそあじ」の徹底
○学校行事や生徒会活動の活
性化
○教室の環境整備
〇迅速で丁寧な保護者連携
○働き方改革（時間外勤務の
削減）

時間外勤務の削減
《市教委の重点施策に
基づく重点目標》

保護者の学校満足度の
向上

【

徳
】

豊
か
な
心
の

育
成

コメント 改善方法

【

知
】

確
か
な
学
力
定
着
の
推
進

○【令和３年度研究主題】
「人とかかわり合い，意欲的
に課題を解決しようとする生
徒の育成」の研究主題に基づ
き，次のことに重点的に取り
組む。
・授業の中における学び合い
を促進させる指導法の工夫と
改善〔ペア・４人班・全体〕
・家庭学習を充実させるため
の指導の工夫〔さいきっ子
カード〕
・やりとり帳等の活用

家庭学習の充実
《小中連携による共通
目標》

基礎・基本の
確実な定着

中間
８月

評価
結果と課題の

分析
短期経営目標 目標達成のための方策 評価項目・指標 目標値

達成
度

令和３年度　学校評価自己評価表:計画表　　廿日市市立佐伯中学校

１　校訓　　　　　　　  　「自律」

２　学校教育目標　　　「夢や目標に挑戦し，自己実現を図る生徒の育成」

３　学校経営目標　　　知・徳・体の基礎・基本を土台に，夢や目標に挑戦し，自己実現を図る生徒を育成することで，地域から信頼される学校づくりを推進する。

４　学校経営方針　　　夢や目標に挑戦する，知・徳・体の調和した生徒の育成のために，「錬成」「連携」「感謝」をキーワードに，次のことを重点的に取り組んでいく。

・学力が低いのは，地域
としてとても心配。
・家庭において親子の関
わりが少ないため，知的
な欲求・文化，学習の基
礎となる態度が養われて
いない。
・ICT等を有効活用でき
るよう工夫してほしい。
・地域を含めて「公営
塾」のような公でフォ
ローできる体制づくりが
必要。
・家庭学習については，
定着を図れない。
・タブレット等を使って
基礎学力を身に付けさせ
る，学校での位置づけの
工夫が必要。
・子供に耐える力がなく
なってきているため，話
を聴けない，私語をして
しまう，結果集中できな
い。

・日常生活，体験が足り
なければ，地域でフォ
ローできるとよい。感染
対策をしながら，放課後
の取組などで地域が力に
なれるとよい。

担当

５　経営目標・評価項目・評価・達成状況　（◎は重点目標）

　　　　　　評価計画 自己評価

進捗状況分析・今後の取
組

（８月）

中期経
営目標


