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具体目標 
具体的な取組 

（●重点とする取組，★中学校区での取組） 

判断基準 

(評価のものさし) 
評価方法 評価時期 

進捗確認 
（～１２月） 

達成状況（年度末） 

自己評価 学校関係者評価 

□□□□□□□□□□

確
か
な
学
び 

[

学
習
リ
ズ
ム] 

■動機付けとそれに続く発問

を工夫する 

●★生徒が興味をもつような導入にする。 

●主発問と生徒がかくまとめとの関係を確

認し，次の授業にいかす。 

・「興味深い，印象に残った授業

が学期に１回はあったか」で肯定

的な回答が７割を超える。 

・主発問とまとめとの関係を確認

している教員が７割を超える。 

・授業の様子 

・学校評価アンケ

ート 

・授業での様

子は随時 

・１月 

Ｂ 

教員がそれぞれ自分の「伸びしろ」を意識し
ながら，授業改善に取り組んでいる。 

単元の終わりでは，まとめをするように指示
している。 

Ｂ 

生徒の肯定的回答は 71.3％となり，目標は

達成したが，昨年度より５ポイント下がっ
た。授業改善をさらに進め，改善をめざす。 

Ａ 
・生徒の興味を高めるためにＩＣＴを
上手に活用している授業があったの
で，一層の取り組みを！ 

・週末課題にＩＣＴ機器を使っての取
り組みはよいと思った。（実際に，家
で課題をしているのかはわかりませ
んが。） 

・子どもたちも，先生の話に集中し，
積極的に発問する姿が多数見られ
た。 

・生徒が達成感を持つ，持てるような
指導を今後も続けてほしい。 

・生徒たちの顔は，いきいきとしてい
て良いと思います。 

・掲示物もきれいになされている。 

Ｂ 

教員の回答は80.0％，生徒は82.8％となり，

目標をクリアしている。さらなる向上をめざ
す。 

■復習やくり返しの学習習慣

を身につけさせる 

■家庭での学習習慣を身につ

けさせる 

★テストのやり直しをする時間をもつ。 

・宿題・週末プリントを課す。 

・テスト後，やり直しの時間を設

定したと答える教員の割合が９

割を超える。 

・「学校が休みの日の勉強時間」

が前年度よりも改善する。 

・学校評価アンケ

ート 

・提出物の確認 

・１月 Ｃ 

テスト後，やり直しの時間をとっている。学

習内容が定着していないことも見てとれる。 
休日の学習時間は不十分であると思われる。 
週末課題は Forms を使って提出することを

始めており，ICT機器の活用とともに休日の
学習時間確保に取り組んでいる。 

Ｂ 

教員の回答は 90.0％となり，目標をクリア
した。生徒がやり直しをしていると回答した
割合が 61.9％となり，昨年度より５ポイン

ト改善した。今後も，学習内容の定着にむけ
取り組んでいく。 

Ｂ 

Ｃ 

休日１時間以上学習する生徒は 40.0％とな

り，昨年度より２ポイント減少した。 
年々減少しているので，生徒が自発的に取り
組めよう週末課題を工夫するなど対策を行

っていく。 

■静謐な学習環境をつくる 

・ユニバーサルデザインの視点を取り入れ

た教室整備をする。 

★前日か朝に，その日に学校にもっていく

ものを確認するよう声掛けをする。 

・教室の掲示物やロッカーの整理

をする。 

・「学校にもっていくものを確認

する」と肯定的に回答する割合が

７割を超える。 

・学校評価アンケ

ート 
・１月 Ｂ 

担任を中心に，掲示物を工夫する等，環境整

備をていねいに行っている。 
電子連絡板で時間割等を示し，忘れ物を減ら
すように工夫している。 

Ｂ 

生徒 78.2％が整理整頓を心がけており，教

員の取組が良い影響をもたらしている。さら
に徹底したい。 

Ａ 

Ａ 

生徒の肯定的回答は87.6％で，「ちゃんと準

備をする」という生活面の意識が定着してき
た。 

豊
か
な
心･

健
や
か
な
体 

[

心
リ
ズ
ム] 

■「優しさと厳しさ」のある信

頼関係づくり 

●あらゆる場面での「声かけ」指導を徹底

する。（「かかわり貯金」の意識向上） 

・生徒の躓きを見逃さず，その情報共有に

努め，対応に活かしていく。 

・「よいところがある」「得意なこ

とを知っている」と肯定的に回答

する割合が前年度よりも改善す

る。 

・学校評価アンケ

ート 
・１月 Ｂ 

日頃からていねいに生徒とかかわり，良好な

関係を築き，生徒がそれぞれ違うところで活
躍できる指導を行っている。 
課題のある生徒も少なくないが，職員は一人

ひとり，ていねいに対応している。 

Ｂ 

「よいところ」の肯定的な回答は 71.4％と
なり，５ポイント下がり，「得意なこと」の
肯定的な回答は 77.8％となり，６ポイント

上がった。キャリア学習のなかで，自分を見
つめなおす機会があるので，自分のよさに気
づいてもらう工夫をしていく。 

Ａ ・教員と生徒の信頼関係は授業中の様
子から感じることができた。 

・子どもと先生の関係がとてもいい感
じに見えた。 

・授業だけでない，日々の「かかわり」
の賜物であろう。 

・先生と生徒との関係はできているの
で，良いと思います。 

・あいさつは生徒からされており，よ
くなっている。 

・教室は４０人でも狭いが，キチンと
整理整頓がなされている。 

・教室の掲示が丁寧にされている。 
・教室・廊下にごみがなくきれい。 
・特に廊下を徘徊する者や授業を邪魔
する者などもなく，きちんと授業を
受けている。 

・突っ伏して寝ている生徒も少なくな
ったように思う。 

■人権尊重を学校の文化とし，

生徒の自己肯定感の高揚を目

的とした人権学習を行う 

・外部講師や地域と連携した人権に関する

３年間を見通した計画的な総合学習を行

う。 

・「興味深い，印象に残った授業

が学期に１回はあったか」で肯定

的な回答が７割を超える。 

・学校評価アンケ

ート 
・１月 Ｂ 

学年ごとに全職員で道徳・人権総合学習の授
業づくりにかかわり取り組んでいる。 

Ｂ 

71.3％の生徒が肯定的に回答。 

職員が協力して取り組んでいる成果が見ら
れる。 

Ａ 

[

生
活
リ
ズ
ム] 

■Ａisatsu 

  Ｂell着 

  Ｃlean運動 

（あいさつ・ベル着・清掃）の徹底 

・遅刻を無くす・ベル着・登下校指導を徹

底する。 
・清掃活動をしっかり行う。 

・遅刻回数の総数を前年度よりも

減らす。 

・「清掃活動にしっかり取り組ん

でいる」と肯定的に回答する割合

が７割を超える。 

・遅刻カード 

・学校評価アンケ

ート 

・１月 Ｂ 

遅刻は減少傾向にあり，ベル着も定着してい
る。３学期にはベル着のキャンペーンを行う

予定。 
清掃指導をていねいに行い，生徒も頑張って
いる。 

Ｂ 

遅刻の総数は，昨年度よりも1,000件減少し

た。生徒一人あたりに換算しても，13％減少
している。しかし，平均で一人９回の回数で
あるので，さらに減らしていくよう啓発を行

っていく。 
生徒の 90.5％がベル着を意識し実践してい
ると答えたが，教員は 55.0％の生徒が意識

して実践していると感じており，乖離が見ら
れた。 

Ｂ 

Ｂ 

生徒の 88.4％が清掃にしっかりと取り組め
ている。，教員は60.0％の生徒がしっかりや
っていると感じており，ここでもギャップが

ある。１割のしっかりできていない生徒に教
員は教員の意識が向きすぎている可能性が
あるので，検証して改善していく。 

（様式⑦ 小中学校） 

「確かな学び」の現状 

・「堺市『子どもがのびる』学びの診断」の分析から，学校が休みのときでも勉強する時間が短かったり，前日に次の日に必要なも

のを確認していなかったりと，学習へ向かう習慣の確立に課題がみられた。教科学力においても，「教科の勉強が好きか」という質

問に対し，いずれの教科も肯定率が低い現状にあり，学習全般に対する積極性，主体性を一層育んでいく授業改善に取り組んでいく。 
・公的テストの結果では多くの教科で堺市平均を下回る現状にある。特に基礎的な用語の理解など，知識理解を問う設問に関して

は課題がみられる。引き続き，テストで間違えたところをやり直すなど，復習や繰り返しの学習を進めていく。 

「豊かな心・健やかな体」の現状 

・「堺市『子どもがのびる』学びの診断」の結果から，自分の得意なところや自分のよいところの認識が低い結果となった。「かか

わり貯金」の取組を通して，自分の長所に気づいてもらえるようにしたり，道徳・総合の授業を通して，豊かな人権感覚を養うと

ともに，人の心の機微にふれるような学習を進めていく。 
・今年度も，「運動習慣の確立に向けた体育の授業の工夫や体育的行事の実施」に加え，「望ましい生活習慣，食習慣を確立する取

組」を「眠育」をとりいれながら進めていく。 

令和４年度 重点目標 

 これまでも学力向上と自尊感情の向上をめざし，取り組んできた。これまでの蓄積のもと，今年度は『① 授業が一番，すすんで学ぶ西中生』『② 楽しい学校，美しい学校を最重点の「共有」目標とした。具体的な教職員の取組として，① 生徒が主体的・対話

的となる学びの場をプロデュースしていく。また，② 西中の一人ひとりが，行事やさまざまな活動に主体的に参加し，対話をしていく。 

 この２つの目標を軸に，「先生もめざす，生徒もめざす」という『「共有」目標』として取り組んでいく。 

中学校区におけるめざす子ども像 

 『自らを律し，自ら学び続ける子』 



 
 
 
 

 

地
域
協
働 

[

信
頼
リ
ズ
ム] 

■見える学校から見せる学校

へ 

・教育活動のあらゆる学校情報を通信

やＨＰ等で「見せる」情報提供を行う。 
・ＰＴＡの役員・委員と連携しながら

各種行事を行う。 

・「ＨＰはよい」と肯定的に回答

する割合が７割を超える。 

・学校評価アンケ

ート 
・１月 Ｂ 

ＨＰのアクセス数は12月末で約９万６千件

となり，学校の様子を知らせるのに役立って
いる。昨年度より閲覧件数が９千件程度増え
ている。最近，更新回数が減っているので，

積極的な情報発信に努める。 

Ａ 

保護者86.0％，教員95.0％，生徒75.7％が

肯定的に回答している。学校に届くコメント
も良好であるので，学校力向上の有効なツー
ルとして，情報の質を高めながら，積極的に

発信を行っていく。 

Ａ 

・ＨＰではクラブ，給食，ＰＴＡ，研
修会等，様子がよくわかって良い。 

・部活動の活性化は目覚ましいものが
あり，見事であると感じている。 

・「優厳実行」のキャッチフレーズがと
ても良い。 

・「学校案内」も西中の誇れるアイテム
となった。 

校長より（年度末） 

【学習リズム】今年度は，緊急事態宣言等の行動制限もなかったので，感染対策をしながら学校行事を行えた。特に，３年ぶりとなった合唱コンクールでは，体育大会で培った異学年との交

流がさらに深まった場面も多くみられた。体育大会のカーラーリーダーだけでなく，合唱ではパートリーダーの活躍の場面が多くあり，リーダーの育成に大いに寄与した。 

    学習面は，内容の定着や休日の学習時間が少ないなどの課題がなかなか解消できないでいる。しかし，課題解消をめざして，今年度，授業改善に力を入れて取り組んできた。週末

課題にＩＣＴを用いるなど，工夫をしながら進めており，来年度につながる取り組みができた。 

    来年度も，異学年交流の縦割りで実施する行事をさらに深化させるとともに，授業改善をさらにすすめ，生徒の学力向上をめざす。 

【心リズム】「かかわり貯金」を意識しながら，生徒対応をしてきた結果，教員と生徒との関係はおおむね良好である。自己肯定感の向上があまり見られなかった。来年度は，「出番と居場

所」を意識させる声かけを増やしながら，自己有用感を感じてもらう工夫していく。 

【生活リズム】遅刻の回数は減っており，生活リズムの乱れは少なくなっている。長期休業中に生活リズムが乱れることによって，不登校となることあり，不登校生が増加傾向にあるの

で，リズムを整える啓発を行っていく。 

【信頼リズム】ホームページの更新回数を１日２件以上を目標に，個人情報の保護も担保しながら，情報提供に努めていく。 

学校関係者評価者から（年度末） 
 

・コロナ禍での制限が緩やかになっていき，働き方改革がさけばれているなかで，何が西中生の学びにつな

がるのか，今一度，精査して学校運営を進めていってください。 

・全学年，全クラスとも静謐な教育環境で授業が行われていた。引き続き，授業改善に取り組んでいってく

ださい。 

・教員が学習習慣の定着に取り組んでも，生徒の意識が今一歩。保護者も含めた家庭習慣づくりを根気よく

行うことが切実と感じた。生徒・保護者も巻き込んで，学習習慣の定着をめざした取り組みを進めてくだ

さい。 

・体育大会だけでなく，合唱コンクールの充実も素晴らしい。「文化も西中」ですね。 


