
 
 

（様式２・中学校用①）                                 
 平成３０年度 学 校 評 価 報 告    

                              草加市立 川柳中学校 
                                        （平成31年2月1日作成） 
１ 学校教育目標 
○賢く   ・学習に主体的に取り組み、学力向上に励む生徒 

・自分の思いや考えを伝えられ、良識ある判断ができる生徒 

○優しく  ・誰とでも協力して活動し、喜びを分かち合える生徒 

・仲間を大切にし、正しい行動のとれる生徒 

○逞しく   ・共に磨き合い、課題や目標に挑戦し、あきらめない生徒 

・健康の保持増進と体力の向上に努め、安全な生活を心がける生徒 

２ 重点目標・努力目標 ３ 前年度の成果と課題 
・「主体的、対話的で深い学び」の視点での授業改

善と学習習慣の確立による学力の向上 
・生徒を認め、鍛え、育む中での豊かな心と逞しい

体の育成 
・幼保小中を一貫した教育の推進 

成果 
○落ち着いた環境の中で、学習や学校行事、部活動

に、学校全体で取り組む雰囲気が醸成され、学校評

価においても「授業が分かりやすい」「学校生活が

楽しい」「先生は悩みの相談に乗ってくれる」等、

すべての項目で生徒・保護者から高い評価を得た。

課題 
●学力向上に向けて、わかる授業の展開、アクティ

ブラーニングの手法を推進する。 

 
４ 評価表 ※評価基準〔Ａ：十分達成している Ｂ：おおむね達成している Ｃ：やや不十分である Ｄ：不十分である〕 
領 域 評価項目 評価の観点 評価 成果と課題 ○成果 ●課題 

 
 
 
 
 
 

Ⅰ 
 
学 
校 
運 
営 
に 
関 
す 
る 
も 
の 

①組織運営 

・学校経営目標、方針 
・校務分掌組織 
・適所への適材配置 
・職員会議等の運営 
・予算の執行・決算、監査等 

 
 

Ａ 
 

○学校経営目標が教職員に周知され、それを

生かす教育活動が実施された。 
○企画委員会の充実を図り、職員会議の円滑

な運営が行われた。 
●管理訪問で指摘を受けた予算・決算につい

て、より正確に会計を執行する。 

②研究・研修 

・研究組織、計画、実施 
・校内研修の推進 
・授業改善への取組 
・校外研修会への参加 
・人材育成 

 
 
 
 

Ａ 

○研修主任を中心に研究組織を設け、計画

的・効果的な研修を実施することができた。

○「主体的・対話的で深い学び」に関わる研

究委嘱、幼保小中一貫教育の研究委嘱、外部

専門機関と連携した英語指導力向上事業研

究委嘱を受け、実践・研究に努めた。 
●本校の実態に応じた研修項目の見直しを

図る。新学習指導要領に対応した研修計画を

立案し実践的な研修を行っていく。 
③保健管理・安全管理 

・保健計画、安全計画 
・環境衛生の管理 
・健康観察、安全点検 
・緊急事態発生時の対応 
・危機管理マニュアルの作成・活用 

 
 
 

Ａ 

○ＨＱＣシートを７月・１１月・２月に実施

し、生徒一人ひとりの健康課題を見つけるこ

とが出来た。 
○今年度より歯みがき週間を設け、虫歯予防

の指導に力を入れた。 
●流し・トイレの衛生維持を徹底する。 
●定期安全点検の徹底を図る。 

④情報管理・施設設備管理 

・個人情報の管理、保護 
・施設設備の管理と有効利用 

 
 

Ｂ 

○職員一人ひとりが、個人情報の校内規定を

遵守し、厳正な情報管理に努めている。 
●校舎内外の老朽化が進んでいる中、事故防

止のために迅速な発見・対応で安全・安心な

学校環境作りを推進する。 



 
 

⑤地域との連携・ 

  開かれた学校 

・学校情報の発信 
・学校公開の実施 
・学校評議員の活用 
・地域、校種間連携 
・PTA活動の活性化 

 
 
 
 

Ａ 

○学級・学年・学校・保健・給食だよりの内

容充実と、ホームページの更新に努めた。 
○１・２学期に授業参観日を設けた他、学校

公開日を多く設定した。 
○連絡メールサービスの活用が図れた。 
○防災訓練では多くの地域の方が参加した。

●ホームページのこまめな更新を励行する

と共に、内容充実に努めていく。 

⑥幼保小中を 

 一貫した教育 

・目指す子ども像の実現に向けた取組 
・教育課程の編成 
・一貫教育推進のための組織づくり 

 
 
 
 

Ｂ 

○保育実習の実施や小学校校門でのあいさ

つ運動、運動会の交流種目など様々な小中連

携の活動を行った。 
○連携教員による授業の他、小学生の中学校

での授業実施、合同研修会の実施など、充実

した取組ができた。 
●密接な連絡・協力のもと、交流活動をさら

に充実させていく。 

 
（様式２・中学校用②）                                 

                                                               草加市立 川柳中学校 
 領 域 評価項目 評価の観点 評価 成果と課題 ○成果 ●課題  
 

Ⅱ 
 
教
育
活
動
に
関
す
る
も
の 
 

①教育目標・教育計画 

  

・教育課程の編成、実施 
・教育計画の作成 
・教育活動の評価 
・目標、方針の周知 
・授業時数の配当、確保 

 
 
 
 

Ａ 

○すべての教職員が教育目標を意識した教

育活動を行い、学年学級経営に生かした。 
○教育課程の実施状況確認を適宜行い、教育

計画に基づき円滑な実施を図った。 
●新学習指導要領の施行に向け各教科・領域

の年間指導計画の見直しを行い、教育活動の

充実を図る。 
●保護者への教育目標の認知度・指導方針へ

の理解度を向上させる。 

②教科指導 

・指導計画の立案 
・わかる授業づくり 
・指導方法の工夫と改善 
・評価、評定の工夫 
・外部人材の活用 

 
 
 
 

Ｂ 

○学力向上プランのもと、「わかる授業の実

践」を行い、約91%の生徒が授業がわかりや

すく楽しいと評価している。 
○教科会を定期的に実施し、指導方法や評価

に関する研修を行うことができた。 
●自発的に学習に取り組む態度を育成して

いくことが大きな課題である。（家庭学習を

よく行える生徒の割合が63%の学年がある） 

③道徳教育 

・全体計画の作成 
・各教科との関連 
・道徳的実践力の育成 
・家庭、地域社会との連携 
・いのちの教育の推進 

 
 
 

Ａ 

○道徳の教科化に向けて、研修を実施でき

た。 
○クラスごとの計画を今年度から作成する

ことができた。 
●道徳の教科化に向けて、指導技術の向上、

評価についてなど学校全体で研修を進めて

いく。 

④特別活動 

・指導計画の立案 
・学級活動、学級経営 
・学校行事 
・生徒会活動 

 
 

Ａ 

○生徒の主体性を育み、学級活動や生徒会活

動の充実、委員会活動の活性化を図った。 
○学年を超えたリーダー育成をねらい、リー

ダーガイダンスを実施した。 
●さらに子どもたちの自主性・自己肯定感を

育む活動に取り組んでいく。 



 
 

⑤「総合的な学習の 

  時間」の指導 ・指導計画の立案 
・指導内容の充実 
・指導方法の工夫と改善 
・評価の工夫 

 
 

Ｂ 

○計画に基づき学習を進め、１年で職場体

験・２、３年で進路学習に取り組んだ。 
○行事との連携を図った取組が実践できた。

●年間指導計画・目標設定と評価の在り方を

検討し実施していく。 

⑥生徒指導 

・組織的な生徒指導 
・問題行動への対処 
・教育相談、生徒理解 
・いじめ防止対策 
・保護者、地域、諸機関との連携 

 
 
 

Ｂ 

○生徒指導委員会、教育相談委員会を中心

に、問題点を全校単位で考え、解決を図った。

○スクールカウンセラー・相談員との適切な

連携を図り、不登校の解消に取り組んだ。 
●学年間の連携を強め、さらなる学校全体の

指導力向上を図っていく。 

⑦キャリア教育 
・組織的なキャリア教育 
・指導方法の工夫と改善 
・啓発的経験の充実 
・進路情報の収集、活用 
・職場体験活動 

 
 

Ａ 

○職場体験・高校の先生を招いての進路学習

会の実施など、3年間を見通した進路指導計

画に基づいた指導が行われた。 
●生徒・保護者が望む、進路情報の収集と発

信に努める。 

⑧特別支援教育 

・個別の指導計画、支援計画 
・指導方法の工夫と改善 
・通常学級との交流 
・諸機関との連携 
・校内支援体制の整備 

 
 
 

Ｂ 

○校内研修を実施し、特別な教育支援を必要

とする生徒の指導に努めている。 
○交流教育が授業や行事において積極的に

行われている。 
●特別支援教育の研修充実をはかり、職員全

体の実践力を高める。個別支援計画を確実に

作成し指導に努める。 

⑨学校図書館教育 

・指導計画、支援計画の作成 
・図書館補助員の活用 
・諸機関との連携 
・図書館の整備 
・図書館利用の工夫 

 
 

Ａ 

○図書資料の充実や掲示物の工夫など読書

環境の整備が着実に推進されている。 
○朝読書時の図書室利用を行い、図書と触れ

合う機会を増やした。 
●委員会活動をさらに充実させ、生徒の図書

室利用をさらに増やしていく。 

⑩情報教育 
・教育計画の作成 
・校内研修の充実 
・ＩＣＴ機器の積極的な活用  
・情報モラル教育の推進 
 

 
 

Ａ 

○ＩＣＴ機器を活用する教員が格段に増加

し、学習成果を上げている。 
●コンピュータ・スマートフォン等の使用に

おける生徒たちの情報モラル教育の計画・推

進が課題である。 

  ⑪人権教育 
・全体計画の策定 
・各教科との関連 
・人権感覚の育成 
・校内研修の充実 

 
 

Ｂ 

○人権作文・人権標語・人権メッセージへの

全校的な取組ができた。 
○夏季休業時の人権研修を実施できた。 
●次年度は全学年がDVDを視聴するように

計画を立案する。 

 

 

  



 
 

（様式２・中学校用③）                                 
                                                               草加市立 川柳中学校 
 領 域 評価項目 評価の観点 評価 成果と課題 ○成果 ●課題  
 

Ⅲ 
 

特
色
あ
る
学
校
づ
く
り 

 

①幼保小中を一貫し

た教育 

・研究組織、計画、実

施 
・小学校との交流、連
携 

 
 
 

Ａ 

○乗り入れ授業の実施、あいさつ運動、授業

体験、運動会での交流種目の実施、合唱集会

への参加など様々な形で交流を深めた。 
○幼保小中一貫教育について、夏季研修会を

開催した。 
●生徒・児童、教職員間の交流のみならず地

域ぐるみの連携を強めていく。 

②いのちの教育 ・年間計画 
・地域、関係機関との
連携 

 
 
 

Ａ 

○川中HQC（ヘルス・クオリティ・コントロ

ール）シートを毎学期実施し、生徒の生活習

慣の把握、改善に役立てた。 
○助産師さんを招いての「命の学習」を実施

し、命の大切さ、性についての理解を深めた。

●「命の教育」の観点からのすべての教育活

動の見直しを図る。 

③学力向上 ・研究組織、計画 

・校内研修の推進 
・授業改善の取組 

 
 
 

Ｂ 

○学力向上の研究組織を中心に、授業や家庭

学習についての工夫改善を行った。 
○定期テストや各学力調査のもと各教科・各

学年の生徒の実態を分析し、学習会の実施、

課題作成を行っている。 
●校内研修の充実を図り、つまずきのある生

徒支援をきめ細かく行っていく。 

 
５ 総合評価（学校関係者評価を含む） 
教育活動全般において、保護者・生徒・学校評議員から高い評価を得ており、総合的に見て、適切な

教育活動が推進されていると考えられる。学校評価を見ると「学校が楽しい」と答える生徒が９５%
「授業がわかりやすく楽しい」は９１％、「部活動に積極的に取り組んでいる」は９３％であった。

また「友人関係は良好である」と答えた生徒は９７％にのぼった。いずれも昨年より向上し、充実し

た楽しい学校生活を送っている様子が伺える。保護者の評価では、「保護者の願いにこたえています

か」が９２％、「学校は学力向上のために努力や工夫をしていますか」が８７％、「学校は安心して

学べる楽しい場所となっていますか」の問には９６％の保護者が肯定的評価していた。学校評議員、

町会長等の評価でも、肯定的な意見が多かった。生徒の生活面を見ると、生徒指導件数は減少した。

一方、不登校生徒数が増加傾向にある点は今後に向けての課題である。また学習に関しては、各諸調

査の結果では、平均値を下回っている教科が多く、全般的に課題が残る。 

６ 次年度の改善策 
現在の穏やかで和やかな学校の雰囲気を維持しつつ、学力向上に向けて、研修をさらに充実させ魅

力ある授業・わかる授業の展開を図る。「主体的・対話的で深い学び」の視点の導入、ＩＣＴ機器の

活用などに積極的に取り組み、生徒の学習意欲を喚起する授業改善を進めていく。「学びの５か条」

「授業規律の５原則」を授業の共通項目として推進して行く。 
また多様な教育活動において小中連携を深めていく。家庭学習帳「Ｓｍｉｌｅ」の小学校との共有

化、生徒指導における小学校との情報交換の緊密化、授業交流や1日入学など学習面の連携を深めて、

行事においても、運動会、部活動体験等、更なる交流を探っていきたい。 
いじめ防止の観点や、不登校生の減少を目指し教育相談委員会の充実に努め、相談員、スクールカ

ウンセラーと連携し、きめ細かな支援策を立案し実行していく。 
生徒の自己肯定感の高揚に努めるべく、生徒会活動や専門委員会を通して生徒の自主性を育む取組

を推進し適切に評価し自信をつけさせたい。道徳の教科化に向け、研修の実施、年間指導計画の見直

し、資料の収集・保管を進めていく予定である。 
学校だより、学年だより、学校ホームページの内容充実に努め、教育活動の情報発信をさらに進め

るとともに、保護者・地域に開かれた学校を目指して様々な教育活動の公開を行い信頼される学校づ

くりを推進していきたいと考える。 



 
 

 


