◇平成 29年 度 南丹市学校自己評価書◇

(年 度末まとめ)

【 南丹市立美山中学校 】

したり、ポランティアで活動したりして、地域のよさ 半は 50%程 度の生勧 地 域 行事等 に複数 回参加 を した。 地域 の
催 しに、 ス タ ッフとして参加 す るな どや りが い感 を体感 させ て も
が実感できる 地域とともに学ぶ。
目標 :生 徒アンケートにより、地域行事 ポラン
【
ティアに年2回 以上参加し、「参加してよかつた」と O教 摯負 全員 力ヽ 2回 に分 けて、 美山小学校 の熟議 に参加 す る こ
できた。地域 の方 とともに児 童 生徒 や地域 の こ とにつ いて
と力｀
育定的な回答30%以 上】
0美 山小学校の熟議に教議員が参加し、小中 地域迪 思いや考えを共有することができた。ほとんどの教員が参加して6

等の地域 と関わ る取理 を実施 す る。取組 を通 し
順 の積極的参加 責献する 習 関 き
て、地域 の取組
の推進
'き に関心 を もたせ、 身近 な地域 での取綸 への参
̀動
)い ての情報発信

0美 山小学校での熟議を参考にしな力｀ら、中学校を会場にし

Fび の共有化と学びの発信

と学 びの発信 機会 をもち、発表 スキルの 向上 等 コ ミュニケ ー

か った とい う感想 をもっていた。
か りにす る。
携の足 力や
【日標 :教 議 員 1回 以上参加 し、教員 アンケー ト「滲
加 して よか ったJと 肯定 的な回答 90%「 以上】

0全 員が自分のテーマに沿って、小論文を書き上げ、使内選考の
1月 〕 職場体験学署 [11月 ] 関き
[3・ 1 後に府の小諭文コンテス トに応募 した。府に応募 した小論文は、
アンピシヤス ABCそ れぞれの分野で、優秀贅 入澪作品に選ばれた。また
1月 ] 土曜講座 [10月 〜 3月 1)や =き
タイム [年 4回 ]、 読■ の集 い [3回]な ど、地域 の 地域で開催の 略 祉の集いJで 発表する機会をもつこともでき
教育 資源 を生 か した取組 を進め る。
【目檬 :生 徒 ア ンケー ト「美山についての理解 を深
られた、翻 議す ることがで きたJと 肯定的な回答 ア
096以 上 「自分 に とって、 よか った、参考 にな っ
たJと 肯定的 な回答 70%以 上 1
保護渚・ 地域 ア ンケ ー ト「地域 と連携 した取 組 を行 つ
てい る」 と肯定 的な回答 80%以 上】
0購 きの時嬌」 取 la(小 論文 コンテス ト)を 全 教覇
員 で取 り組み 息考 力 表現 力 言 語力等の基礎 を増

(大 学教授、デンマーク在住の造形竹
家)後 の自己評価アンケー トでは ,0%以 上の生徒が自分に
とって役に立ったと回答 し こ4tか らの学び方や視野を広げること
の重要 さを学ぶ機会にすることができた。
0地域在住の教育力を活用 し、 3月 までの 3年 生対象の土曜講座
を開催すること力tで きた。
0総 合的な学習の時間での地域 フィール ドワーク 職硼 本験学
習 ￨￨き ■き等の取組に、主体的な姿勢で学べた。
02学 期末には、地域や保護者を招き、取担の学びをまとめ発表

0ア ンピシヤスタイム講演会

た熟議ができるよう校内体制を整えたり、 PTAや 地域の国
体に協力を依頼する。
0学 校行事等は、保護者や地域の人が参加 しやすい日程設
定 広報や内容を工夫検討する。引き続き、学校●事や生徒
の活動の様子を学校だよりや HP等 で発信する。

(議 す、発表する)

ともに、美 山小学 狡 での学 びを活 か し、 ,年 同 を見通 した計
)地域人材の発掘 活用 と各 画的 組織 的 な総合 的 な学 習の 時間等の取 組の実施 と検肛 を
豪員会等の地域の団体との連
0地 域人材の発掘 活用と各振興会等の地域の団体 との連携
t
を深める。地域での取調にスタッフやポランティア等で積極
的に参加できるように呼びかけ、地域の主体者 としての意識を
育てる機会にする。
1習 の時露等の取組の実施

【
取組 :全 敦嗜員が6時 間以上指導し 生徒全員がJ
3学 期には、2年 生を中心に起業体験推進事業に取 り組み、地域
論文を完成させて、府小論文コンクールにヽ募】

力ヽ 力となる可能性のあるとや素時らしさを認識することができ

Oわ かりやすい授業の実践と年口を通 しての継続的な
学習補充 (数 学)に 取腱、基礎基本の徹底を図る。 な評価は、 80%以 上であった。学級経営や生徒の学習雛 の定

0全 教議員で、学習目標やねらいを明確に示 した授業 着 指導と各教科担当が生徒の実態を踏まえた授業展開や教材の
を行う。生徒が主体的に目的を持って学習に取 り組む 工夫を進められている結果である。
01年 では 、リスタJ 2年 では カアッ7Jや 毎日の学習
'学
'お 継続 して取 り盤むことができている。基礎
基本
た、全教科の授業で、言語活動を充実させ、節道を立 綸充 (数 学)に

の平均を大きく上回る結果に結びついた。
業展開をする。
1目 標 :生 徒アンケー トにより、「授業がわか りやす 0理 料 社会を中心に、タブレッ トや電子黒板を使って、映像
図で興味関心を,き 出したり、指示 記明場画等で効果的 効率
いJと 肯定的な回答80%以 上】
0タ ブレット等の活用を中心に、授業での情報機畢￠ 的な活用をすることができた。
O美 山中プロックでの公開授業 事後研究会も含めて 3回 の研究
効果的な活用方法を研究する。
目標 :府 学テの質問紙調査で「ならいを提示した憑 授業で、全教聰員が授業公開 し、指導力の向上を図る機会とする
【
ことができた。
利 の 肯定 的な回 答の90%以 上 年間 3回 の研 究授

0学 習目標やねらいを明確に示 した授業に取 りlaむ 。表現す
を明確に示 した授業の実施
Э全教IINの 授業で、言目活動
を充実させ 筋道を立てて考
える力や知識を活用する力の
自成を目指 した授業展開のI
.ヽ

Эタブレッ ト等 lCTを より
効果的に活用できる授業につ
いての研究
Э学校での学習をつなぐ2時
間の家庭学習の習慣化 自主
学習の質の向上

業の実施】

0自 分の興味 関心や将来を見通 した進路選択ができるよう

D全 学 年 ともキ ャ リア教育の視 点 で、大学

企業蒙
》学 習 を行 うこ とで、進 路や社会 に関す る視 野 を広 り
る。 (大 学 訪同 11月 、起業体 験推進事業の取組 )
Э生徒 に高校体験 説 明会 な どへの積極 的な参 lllを 呼
すか けるとともに、教員 も薇極 的に高校の説 明会 に出
著し 生 ILと 情報 を共有 で きる ようにす る。 (6月 、

なった」と,定 的に回答する生徒 80%以 上であった。「深 く考
え他者と交流 した」の項目で1よ 、学年が上がるにつれて回答率が
高くな り、進路に対する意識の変化がうかがえる。
Э年度末には、1 2年 生 保護者を対象とした進路説明会を実
烙し、生徒の意欲喚起 と保護者を含めた進路情報の周知を図る。
11月 )
Э先肇の話を10く アンビシヤスタイム譲演会を開催 し、高校生活ヾ
Эアン ピシヤスタイム踏洟会 を lll催 し、高等学校 三年 色路選択 決定、今後の生き方を考えさせる機会をもつことがで
生に高校 生活や進 路選択 についての話 を聞 き、生徒 C きた。身近な先葦からの言葉は、生徒たちの心に,い た。
啜 等を考 える参考 にす る。
【
日慄 :生 徒アンケート「自分にとって、よかった、

る場面では 思考 判断 したことや教科で学んだことを自分
のことばでわか りやすく表現 させたり、自分の意見を根拠や璽
由を添えて、話 したりitヽ た りさせる展開を積極的に取 り入
れ、生徒の学習意欲の向上や定■を図る。
O参 観の視点や授業改善のポイン トをしばった校内授業研究
会を計画的に,い 、指導者個々の損尋力 授業力を高める。
O集 団での学びの意識を高めるともに、個々の生徒の状況を
把握 したきめ細かい指導を充実させる。
0発 窪検査等の客観的資料や関係機関等の連携を回 り、特別
支援教育コーディネーターを軸にして、校内の授業支援 個卿
支援の体制を整える。
O全 員が家庭学習の 2時 間以上を目様にして、課題の出 し方ヽ
を工夫 して家庭でも主体的な学習ができるよう指導する。ま
た 漢字検定や英語検定などの受検を積極的に呼びかける。

見通 した進路選択 が できるよ キャリア教育の系統的 計画的な取組の推進する。
うキ ャ リア教育の 系統 的 計 0口 丹 6校 の公立高校 私立高校を招いての追路説明会の実謝

や京都府の高校制度や学校でのキャリア教育取組に関する保
Э高校制度や学校でのキヤリ 護者への書発を行う。
ア致青取撥に関する保護者ヘ O地 元大学 (京 都学田大学、明治国際医療大学、京都医療科
学大学)と 連携 し、中大連携事業に全狡体制で取 り組む。

ЭPTAと も連携し、「これからの社会を生き抜いていく力を身

,考 になったJと 肯定的に回答する生徒 80%以 上】 瞬業、今後の生き方について視野を広げることができた。

Э取組の具体的達成目標の項目に関 して、生徒アンケー トでは
'
ヽい伸ば していけるような学級活動の充実を図る。ま 091を 超える●定的な回答であった。保護者についても、 8091
こ 体青祭 文化祭などの学校行事に護極的に取 り経 を超える肯定的な回答であった。
,こ とによって、互 t,こ 協力することの大切さを学は Э生徒が 当た り前のことを当た り前にするという生活基盤が確

や生IL会 活●j等 を責任 を も ってや りき らせ ることを通 して 日
前の レベルの更なる●■
Э個々の生徒を認め合い、美 常的な学校生 活 で当た り前の レベ ルの 更な る向上 を図 る。
に学び合 う、高め合 う仲同づ 0毎 日の授業 道徳 や行事 (学 校 生徒 会 部活動な ど)の
め合 う仲 岡づ くり 集 団づ くりを図 る。

瞑生活を送ることができている。 日常の教育活動全般を洒 して、
及活動は充実 している、自分の役割を果たしている、 全議員で状況に応 して邁切な全体 硼別指導や支援が功 を秦 し
ヽのために力を発揮 している」 と肯定的な回答 0091
来上、QUア ンケー ト学校生活意欲 プロフイール劉コ
F均 以上、保護者アンケー ト「学校行事 体験活動竃
し実 した学校生活が送れるよう工夫 しているJと 肯定
勺な回答 80"以 上】
面を行 い、僣 に応 して選切 な指導 を進 め、保護 者 とこ 護者 は 80%程 度。多 くの生徒 が学校生活 を楽 しむ ことが で きて
)信 月Ш[支 螢 の必要 な生徒 が いる学級の授 業 に、全移 Э個 々に支援の必要 な生徒の案懲 leEと 具体 的な支援の 方法につ
1制 での 支援体 制をつ くり、意欲 ntlに 学 習 に と りくと いて、全議員 で共通理解 を して指導す るこ とが で きた。 また、支援
うよう、国り感が少しても解消できるようにする。 フアイルや移行支援 シー トを活用 し、生徒の状 況を教職員 で実適
ナられるよう関係機関と週 瞑解を図 ることが で きた。
応して、巡回指導が受′
=に
にを図ったり、発達検査等を実施 し、生徒の特性やリ

2

を教躍員で共有 し指導にあたるこことができた。
Э特別支援コーデイネーターが中心になり、保護者の要望も間き

O学 期に 1回 の二者面談、 1 2学 期末の三者面談を実施
し、生徒の内画理解 を図る教育相談活動の充実と家庭 との連

OSCや 関係機関と連携をしながら 定期的な面談や気にな
確に把握 し、全検体制での対 る 因り感をもつ生徒の面談の実施を通 して、個々の課題の需
Э特別支援コーディネーター 0学 級での話 し合いや発表する活動や授業でのグループ学費を
を軸とした校内体制の確立
積極的に取 り入れ、一人一人が認められる、支え合える学級湛
と、技内委員会の機能的 効 動を進める。
0個 ЯJの 文豪計画 指導計画 支援フアイルからの生徒の実態
果的な運用
わる研修機会の必要性

上、保 護者 ア ンク ー ト「学校 へ 行 くのモ ながら、 SCと の画談や巡回指導に葉ぎ、関係機関と連携 した対
コ答
'0%以
に している」 と肯定 的な回答 80%以 上 1
にしみ

ЭOuア ンケー ト いじめアンター トや致百相談等石
しトレーニング等の学習も●
活用 し、ソーシャルスキ′
田的に取 り入れて、人間関係 トラフルの解消やいじ
の未然防止に取 り組む。 また、生徒との関係づくりヽ
生徒理解を図るツールとして、教員の指導力の向上に
隣立てる。
Э学校生活の充実 改善や リーダー育成の育成を図る
ために、各学年と分摯が連携をとって、学級活動や生
掟会活動が生徒 自らが主体的に取 り護めるものにす

る」の項 目では、 肯定的な回書 が中間 と同様 に
超 えてお
'091を
活 を送 るこ
り、1年 同多 くの生徒 ドヽ 好 な人 間関係 を築 き学校生
とが できて いる。 年間 2回 の Ouテ ス トの学技生 活 プロフ イール マ
も、全 国平均 と同程度の結果 を示 して いる。

Э他学年に影■を及ぼしたり、全校的に指導を行わなければなら
ない問題事象はなかった。軽微な事象については、学年で指導を
Frい 、議員打合せや議員会議で、共有化 し、全技体制で対応する
ことができた。

【目標 :生 徒アンケー ト「いじめ 鎌がらせのない与 事に対応することができた。
ヽ
る、顔 りにし
険である、好ましい人間関係が築けてし
てくれる友達がいる、人のために力を発揮 したことカ
あるJと 肯定的な回答 90以 上、OUア ンケー ト学校
生活意欲 プロフィール全国平均以上】

]々

のOIT〈 on the,Ob
による●養遂行能力の

rainin♪

Э会 議の 目的 内容を明確 に し、 分学会議 学年会
護 運 営委員会が 計画 的に開催 できる時間 を保 障す
る。 会議資料 を,前 に配付 す るな どの 工夫 を し、 短時
よ り効果 的な会議 を行 い、勤務 時局の効率 的 効
果￨￨な 活用が で きるよ うにす る。
"で
告
Э組織 的な指導体制が とれ るよ うに教摯 員が
連絡 相測 を意議 してF」 動す ることを通 して、すべ
'報
ての生徒 の内面理解 に努め る。
Э教育 目ほ・ 方針を よ く理解 して、各教科 における授
業力の 向上 と指導 力の 向上 を図 ろ うとす る気選 をさ ら
に高めてい く。

の枠を超えて、教員同士が学び合いや高め合いの場面を作ること
ができた。その成果もあって、肯定的な授業評価 (授 業がわかり
やすい)力 (年 間を通 して ,0%を 超えた。
O職 員打合せや職員会議 校内研究会の中で、生徒の状況を共有
化し、一致 した指導体制で、全体 個別指導をすることができ

0美 山」ヽ学校 での熟譲 に全教員が参加 し、地域 の様 々な思 いを知
る とともに、新学習指導要領の移行期 に向 けて、 Jヽ 中 ヽ地域連
機、学校 組織のあ り方 を考 える機 会にす るこ とが できた。

Or教 朧員の働き方改革」に向けて、校内で,― クショップを持
ち考えることができ、退動時間を意識することができるように

る教韓員の資質の向上 を図 る。 そ して、各教科 の授業 で、 ユ
授業 )を 目指す。
O個 別 の指導計画 支援 計画 を有効活用 し、 3年 目を見燿 し
た学習 進路 指導 を行 う。

Э数師側 の観察 や情報 収集 と
生徒 保餃者 か らの相談 よ
り、 い じめの 早期 発見 早期
対応、未然 防止
Э人権 意識 や人権 感覚 を持 た
せる指 導の さ らなる充実
Э学 級内の よ りよい人 間関係
の構築、対 人 コ ミュニケ ー
シ ョン能 力の育成

点 での指導 を意識 し、 「報 告 連 機 相談」 を もとに した組
織 的な指導体 制、早期 対応、 家庭 との連携 を大切 に した指導

0学 校 生活の充 実

改善や リーダー育成の育成 を図 るため に、
各学 年 と分 摯が連 携 を とって、学級活動や生徒 会 活動が生徒 自
らが主体 的 に取 り艦め るよ う、見通 しを もたせ た り、企画

立案させるための時間を確保する。

0関 係機関や専門家と連携して、非行防止教室や案物乱用防止

行事等の主体 的 な企画 運 営 継続する。また、学校での学習機会に来校 してもらうなど、
できる取網 指導の工夫改善
にネッ ト●象に関する保護者への書発活動をよリー層推進す"

O自 転車保険加入の義務化に伴い、自転車点検や交通安全教
室を行い、 自主的な安全確保について指導を経続する。

0研 究の方向性を明確にした
佼内研究
0美 山小学校での無議に参加 した経験を活か し、中学校で熟
0腑 晨研修の充実
議を開催 し、地域 保護者と育てたい生徒像やできること等
Or教 喩員の働 き方改革」に について、考えや思いを共有 し 今後の活動に活かす。
向けて、勤務時祠・健康管理 O保 小中の効果的な連携と滑らかな接続を大切にする実践に
を意譲 した働き方の推進
証をする。 (国 語 数学 理科 総合的な学習の時間)
0会 議資料を事前に配付するなどの工夫を し、短時間でより
果的な会議を行い、勤務時同の効率的 効果的な活用ができ

0働 務時間として、水曜日は午後 6時 30分 には退動できる
う業務の工夫改善を爾る。部活動については 週 2日 以上の
体姜 日を設定 し、生徒 教議員の健康管理 教員の負担軽減
に配慮する。

