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２０１８年度（平成３０年度）学校評価自己評価表  
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千年  中学校区 校番 ３２ 福山市立  千年中 学校 
   

 最終更新日 2019 年（平成 31 年）３月１日 

 

ミッション  福山に愛着と誇りを持ち，変化の激しい社会をたくましく生きる子どもを育てる。 

ビ ジ ョ ン  「福山１００ＮＥＮ教育」の基本理念のもと，各中学校区・学校が「２１世紀型“スキル＆倫理観”」の育成に向けた特色ある教育課程を編成し， 

日々の授業を中心として評価・改善を進めながら，子どもたちの確かな学びを実現している。 

児童生徒の現状 

□学力調査県平均以上項目率…小学校 40％，中学校 25％  

□（基礎・基本定着状況調査生徒質問紙より肯定的回答）  

・「学校が楽しい」…小学校約 89％，中学校約 96％  

・「授業が分かる」…小学校約 83％，中学校約 89％  

□体力調査県平均以上項目率…小学校約 66％，中学校約 31％  

□朝食摂取率…小学校約 95％，中学校約 91％  

□規範意識に係る肯定的回答…小学校約 93％，中学校約 98％  

□地域への愛着・誇り…小学校約 83％，中学校約 87％  

 

育成する力 

(21世紀型“スキル＆倫理観”) 

「つながりがあり，確かに身に付いた知識」， 「思考力・判断力・表現力」 

「主体性・積極性」， 「深い思考と創造性」， 「自らへの自信と共感力」 

めざす子ども像 

(義務教育修了時の姿) 

○ 関わり合いを通して，自分の思いや考えを分かりやすく表現できる。 

○ 沼隈・福山に愛着と誇りを持ち，主体的に考え，判断し，行動できる。 

中学校区として 
統一した取組等 

・「読解力を育み，思考力・判断力・表現力を高める授業づくり」を校区の研究主題とし，テキストを正しく

読み取り，比較・分類・関連付けて思考を深め，根拠を持って判断し，分かりやすく表現する力を育成 

・示範授業，理論研修等を通して，主体的・対話的で深い学びのある「校区で目指すべき授業の姿」を共有  

・中学校教員による小学校への交流授業実施，中学校の試験発表期間中の校区一斉家庭学習強化週

間（ｽﾀﾃﾞｨｰｳｲｰｸ）実施，校区一斉挨拶運動（毎月 17日），校区一斉地域清掃活動等の実施 

・総合的な学習を中心に，ＥＳＤ・ふるさと学習の観点で９年間を系統立て，教科とのつながりの明確化 

 

現 状 （○良さ，●課題） 

＜生徒＞ 
○本校の設定した「21世紀型“スキル＆倫理観”」を意識して行動化する生徒が増加した。 

○挨拶，校歌，学習環境等について自校を誇り，福山・沼隈への愛着と誇りを持つ生徒 86.7％ 

○中学生は，校区のリーダーであるとの自覚を持って行動する。 

○行事，授業で，仲間と協力し合い高まり合おうとする生徒が多い。 

○「授業が分かる」生徒肯定回答 88.8％，授業へ真剣に取り組んでいる。 

●「分かる」手応えから，定着へ，さらに身に付けた知識・技能を使いこなすことに課題がある。 

●テキストを正しく読み取り，どう表現すべきか題意・課題に応じた適切な表現に課題がある。 

●広い視野，細かな配慮が不足することや丁寧に読み取り，深く考えることに課題がある。 

●朝食摂取率，起床・就寝などの基本的生活習慣の確立に課題がある。 

＜授業＞ 
○導入から振り返りまでの「課題発見・解決学習」の流れを５点に整理，授業の中に生かした。 

「課題発見・解決学習」に関する生徒の肯定的回答は，全て県平均を上回った。 

○関心を高め，比較から始まる思考，関わり合いの活用等のアクティブな展開の工夫をした。 

○自己決定の場を与えることを重視し，生徒指導の三機能を授業全体に生かしてきた。 

○単元終了時の目指す生徒の姿を明確にした単元構想を持って授業改善を図った。 

●丁寧に間違わないように導く授業のみではなく，間違いに気づき悔しがる場も必要である。 

●口頭での表現が多く，書いて表現する場面が少ない等，「書く活動」が全般的に少ない。 

 

育成する力 

(21世紀型“スキル＆倫理観”) 

知識 スキル 意欲・態度 価値観・倫理観 

つながる知識 

知 

思考力・判断力・ 

表現力   表 
主体性 主 

深める力  深 共感力 共 

佇むこと，ハッと気づくこと  こだまし，うなずくこと  

めざす 

子ども像 

レベル 

１ 

「既習事項」とつな

げて知識を身に付

けている。 

課題を正しく受け

止め，考え，判断

し，表現できる。 

規範意識を持っ

て行動しようとす

る。 

「ちょっと待て」と立

ち止まって考えるこ

とができる。 

他者意見を受け止

め，協力し合うこと

ができる。 

レベル 

２ 

「他教科・領域」と

関連づけて知識を

身に付けている。 

課題に応じて熟考

し，根拠明確に判

断し，表現できる。 

課題解決に向け

て，自主的に行

動しようとする。 

他者の意見等によ

り，自分の考えを見

直したり，修正したり

できる。 

思いやり・優しさを

持って人に接し，

相手目線で考える

ことができる。 

レベル 

３ 

身に付けた知識を「地域・

社会」と結び付け，さらには，

「自分の将来」へい

かに活用すべきか

捉えている。 

クリティカルに考

え，判断し，相手

意識を持って分か

りやすく表現でき

る。 

自 ら 課 題 を 発

見，主体的に行

動し，その結果

に責任を持つこ

とができる。 

先の見通しを持って

熟考し，新たな価値

を発見・創造に向か

うことができる。 

思いやり・優しさ・

助け合いの心を持

ち，協働し，高まり

合うことができる。 

   

研究 

教科等 総合的な学習の時間       

主題・ 

内容等 

「書くことにこだわりを持ち，思考力・判断力・表現力を高める授業づくり」 
・テキストや資料を正しく読み取る読解力を育てる。 

・比較，分類，関連付け・違いの見いだしの思考ツールによって思考を深めさせる。 

・ねらいを明確に持った関わり合いの場，自分と対話する瞬間のある授業を組み立てる。 

・整理して書く，メモを取る，題意に応じた表現で書く，学びの振り返りを書くなど「書くこと」にこだわる。 

・自己決定の場を与えることを重視して，生徒指導の三機能を生かした授業を実践する。 

めざす授業の姿 

・課題設定において，比較，分類，関連づけによって「なぜ？」等の疑問から課題を自ら見いだす。 

・情報の整理・分析，既習事項の関連を整理し書き表すこと等から，見通しを持ち課題解決策を考える。 

・「討論」「共感的対話」「建設的，戦略的対話」の段階及び「自分との対話」を効果的に活用する。 

・求めに応じた表現方法で書く等の「書く活動」を通じて，分かりやすく表現する。 

・見出した解決策を書いて表現，実行し，自分の学びをふり返りクリティカルに検証し書き表す。 

 

前年度学校関係者評価の主な内容 

・生徒が朝起きたら「学校へ行きたい」という

気持ちになる学校を創ってもらいたい。 

・生徒数が減少する傾向にある沼隈である

が，家庭と学校が今以上にフランクに相談

できる体制を作ってもらいたい。 

・地域にもっと学校の顔が見えるようにして

もらいたい。 

 

ミッション 

知・徳・体の基礎基本を徹底し，生徒一人ひとりに国際社会で生きる力を身に

付けさせるとともに沼隈・福山に愛着と誇りを持たせ，地域社会の活性化に貢

献できる人間を育成する。 

 
学校教育目標 

主体的に学び，豊かな心を持ち，生き生きと活動する生徒の育成 
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Ⅳ 目標・取組及び評価指標等の設定と評価 

 

※生徒指導の三機能 ………  ①「自己決定の場を与える」，②「自己存在感を与える」，③「共感的人間関係を育成する」   

※千年中生活信条 …………  「 時を守り  場を清め  礼を尽くす 」 

年 

目 
中期経営目標 

重 

点 

分 

類 
短期経営目標 

目標達成に 

向けた取組 
評価指標 

中間評価(10 月１日) 最終評価(２月末) 

□指標に係る 

取組状況 

プロセス 

評価 

達成 

評価 
改善方策 

□指標に係る 

取組状況 

◎短期(中期)経営 

目標の達成状況 

プロセス 

評価 

達成 

評価 

総合 

評価 
改善方策 

２ 

「自ら考え学

ぶ授業」づく

りの推進 

★ 

見

直

し 

〇書くことにこ

だわり，思考

力・判断力・表

現力を高める

「課題発見・解

決学習」の推進 

 
・①～⑤の「課題発

見・解決学習」の

流れを意識した授

業を実施 

・「生徒指導の三機能」 

を生かした授業実践 

 

・全国学力学習状況調査 

全国平均以上項目３/４以上 

・「基礎・基本」生徒質問紙 

県平均以上項目１００％  

 

↓（改善に生かす） 

 

・進路未決定者ゼロ 

・希望進路実現率９０％以上  

①【興味・関心を高める課題設定】  

・「解決したい」と思わせる

導入発問等の工夫 

・ねらい，課題，気づき等を  

明確に書かせる。  主 

①「解決しようとする課題に

ついて，『なぜだろう』『やっ

てみたい』と思う」 

生徒肯定的回答８０％以上  

□①生徒肯定的回答 91.5％ 

  （◎50.3％，〇41.2％） 

・導入工夫：教職員肯定的回答100％ 

  （◎25.0％，〇75.0％） 

□②生徒肯定的回答 91.5％ 

  （◎53.3％，〇38.2％） 

・目的明確：教職員肯定的回答100％ 

  （◎25.0％，〇75.0％） 

□③生徒肯定的回答 88.9％ 

  （◎43.7％，〇45.2％） 

・整理・分析，判断の書き表し91.7％ 

  （◎8.4％，〇83.3％） 

□④生徒肯定的回答 86.4％ 

  （◎46.7％，〇39.7％） 

・場の設定：教職員肯定的回答66.7％ 

  （◎16.7％，〇50.0％） 

□⑤生徒肯定的回答 86.4％ 

  （◎41.7％，〇44.7％） 

・場の設定：教職員肯定的回答66.7％ 

  （◎41.7％，〇25.0％） 

□⑥生徒肯定的回答 92.5％ 

  （◎52.3％，〇40.2％） 

・三機能授業：教職員肯定的回答100％ 

  （◎40.0％，〇60.0％） 

・全国学力学習状況調査 

  全国平均以上項目 0/4 

・基礎・基本定着状況調査 

  県平均以上項目  4/8 
※今年度実施した H29問

題の結果と H29 県通過

率を比較 

◎授業改善が学力調査

結果に結びつき切れ

ていない。 

３ ３ 

①継続推進する。 

②継続推進する。 

③継続推進する。 

①②③とも，校区研修

等，教職員間で交流す

る機会を増やし，質を

高める。 

④継続推進する。 

分かりやすく自分の

考えを説明する場を

意図的に単元の中で

設定する。 

⑤継続推進する。 

教職員交流の機会を

増やす。 

⑥継続推進する。 

※教職員の日常的な交

流の場を増やすとと

もに，校内研修や校区

内研修で，学び合い高

め合う。 

※生徒にもキーワード

化して意識強化を図

る。効果的な生徒の活

動が見えた時には，機

を逃さず肯定的な評

価をする。 

※生徒の発言に｢なぜ｣

｢それで｣等の切り替

えしをすることで，よ

り深い思考を引き出

すようにする。 

□↓①87.3％（昨年比+4.5） 

（↓◎49.2％，〇38.6％） 

・↓導入工夫：教職員肯定的回答 92.3％ 

（↑◎38.5％，〇53.8％） 

□↓②90.4％（昨年比+4.6） 

（↓◎52.3％，〇38.1％） 

・↓目的明確：教職員肯定的回答 84.6％ 

（↓◎23.1％，〇61.5％） 

□↓③87.3％（昨年比+3.0） 

（↑◎47.2％，〇40.1％） 

・↓整理・分析，判断の書き表し ：教職員肯定的回答7 6 . 9％ 

  （↓◎0％，〇76.9％） 

□↑④87.2％（昨年比+5.3） 

 （↓◎44.9％，〇42.3％） 

・↑場の設定：教職員肯定的回答 92.3％ 

 （↓◎15.4％，〇76.9％） 

□↓⑤84.2％（昨年比+5.8） 

（↑◎43.9％，〇40.3％） 

・↑場の設定：教職員肯定的回答 84.6％ 

（↓◎38.5％，〇46.2％） 

□↓⑥92.3％（昨年比+3.5） 

（↓◎47.4％，〇44.9％） 

・↑三機能授業：教職員肯定的回答 100％ 

（↑◎46.2％，〇53.8％） 
 

・ 全国平均以上項目 0/4 

・ 県平均以上項目  4/8 

◎①～⑥の指標は，中

間期より若干減少傾

向はあるが，全て昨

年度を上回り，県平

均を 10 ポイント以

上超えている。 

 

４ ３ ３ 

◇①～⑥を継続推進 

・①～⑤は，「子ども主

体の学び」を全授業で

展開するための要点と

して捉え，さらに強化

する。 

・⑥は，自己決定の場へ

のこだわりを強化し，

教師の振り返りで生徒

指導の三機能が生かせ

たかを検証していく。 

・「主体的な学び」を関

心・意欲，積極性等だ

けと捉えず，粘り強く

取り組ませ，自己の学

習活動を振り返らせ，

次へつなげる。 

・「対話的な学び」を生

徒同士の対話のみでは

なく，教職員や他の大

人，さらには教材等と

の対話，自分との対話

を通じて思考を広げ，

深めていく。 

・「目指す姿」から逆向

きに単元及び授業を捉

える。 

・⑤の書き表すことにこ

だわった「振り返り」

の時間を確実にとり，

自己の学びを確かに

し，家庭学習・次時へ

つなげていく。 

②【関わり合いの場の設定】  

・目的を明確にした「ペア」， 

「グループ」等の場を設定  

・対話を通じて，まとまってきた  

考えを書かせる。  深 共 

②「授業で，仲間と話し合う等

して，自分の考えを深めた

り，広げたりしている」 

 生徒肯定的回答８０％以上  

「目的を明確にした関わり合いの場の設定 」 

 教職員肯定的回答90％以上  

③【思考ツールの活用】 

・比較，分類，関連づけの

思考ツールを活用 

・情報を整理・分析し，判

断した自分の考えを書

き表させる。      表 

③「授業で，比較，分類，関

係付けして，何が分かる

のか考えている」 

生徒肯定的回答８０％以上  

「整理・分析，判断した考えの書き表し」 

教職員肯定的回答90％以上 

④【目的に応じた表現の場の設定】  

・判断した根拠を明確にして 

自分の考えを書き表させる。 

・書き表した内容に基づき，  

相手に分かりやすく表現  

させる場を設定。  表 

④「授業で，自分の考えとそ

の理由を明らかにして，

相手に分かりやすく伝わ

るように工夫している。」 

生徒肯定的回答８０％以上  

⑤【学びをふり返る場の設定】  

・学びを確かにし，次時や生活に  

つなぐ振り返りの場の設定  

・学んだこと，気づいたことを  

振り返り，書かせる。   知 

⑤「振り返りで，どこまで分

かった，上手くいったこと

や失敗したことの理由等

を考えている」 

生徒肯定的回答８０％以上  

⑥【生徒指導の三機能を生かす】 

・「自己決定の場を与える」

ことを重視して，生徒指

導の三機能を授業全般

に生かす。      主 

⑥「授業が分かる」 

生徒肯定的回答８５％以上  

 「三機能を生かした授業の実施」  

教職員肯定的回答90％以上 

２ 
主体的に行動す

る生徒の育成 
 

継

続 

○時と場に応じ，

自ら考え，判断

し，行動し，そ

の結果に自信

が持てる生徒

の育成 

・「人が困っているとき，進んで助ける」  

生徒肯定的回答９０％以上  

①【生活信条の意識強化・行動化】  

・「時を守り，場を清め，礼

を尽くす」を常に意識し

て行動化につなげる。 

  主 深 

①「日常的に，生活信条を意

識し，行動している」 

生徒肯定的回答９０％以上  

 

□①生徒肯定的回答 98.5％ 

  （◎67.8％，〇30.7％） 

・意識強化行動化：教職員肯定的回答100％ 

  （◎58.3％，〇41.7％） 

□②生徒肯定的回答 75.4％ 

  （◎39.2％，〇36.2％） 

・活性化指導：教職員肯定的回答 100％ 

  （◎33.3％，〇66.7％） 

※生活信条への意識は

高まっている。 

３ ３ 

①行事や朝会等で，生

活信条と資質・能力の

つながりを意識させ

ることを継続する。 

②今後，地域行事等の

ボランティアに参加

予定である。ポイント

表彰や機会設定の増

加により，気運を高め

る。 

□↓①95.4％（昨年比+3.2） 

（↓◎67.5％，〇27.9％） 

・↑意識強化行動化：教職員肯定的回答 100％ 

（↑◎71.4％，〇28.6％） 

□↑②80.0％（昨年比+6.5） 

（↑◎57.9％，〇22.1％） 

・↑活性化指導：教職員肯定的回答100％ 

（↑◎71.4％，〇28.6％） 

・ 「相手を意識した行動」95.4％ 

◎生活信条とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ意

識は高まった。 

３ ４ ３ 

◇「資質・能力」や「６Ｃ」

とのつながり強化 

・「生活信条」と「資質・

能力のルーブリック

表」（到達レベルの目

安），「６Ｃ」とのつな

がりを明確に整理し

て，日常的に意識した

行動化に結びつける。 

・ボランティア機会を増

加させる。 

②【ボランティア活動の活性化】  

・生徒会活動として，ボラ

ンティア活動の機会をよ

り多く設定する。 主 共 

②「ボランティア活動に主体

的に参加した」 

生徒肯定的回答８０％以上  

福山市立    千年中  学校 
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Ⅳ 目標・取組及び評価指標等の設定と評価  
 

※ＥＳＤ ……環境や貧困、人権などの課題に取り組み、持続可能な社会づくりの担い手を育てる教育 

 

年 

目 
中期経営目標 

重 

点 

分 

類 
短期経営目標 

目標達成に 

向けた取組 
評価指標 

中間評価(10 月１日) 最終評価(２月末) 

□指標に係る 

取組状況 

プロセス 

評価 

達成 

評価 
改善方策 

□指標に係る 

取組状況 

◎短期(中期)経営 

目標の達成状況 

プロセス 

評価 

達成 

評価 

総合 

評価 
改善方策 

２ 基礎体力の向上  

見

直

し 

○基本的生活習

慣の定着と基

礎体力向上の

推進 

 
・体力テスト結果 

県平均以上項目 24/48以上 

①【校区スタンダードの意識強化】 

・「校区スタンダード」を指

標に基本的生活習慣を

定着させる。     主 

①「日常的に，校区スタンダ

ードを意識している」 

生徒肯定的回答８５％以上  

「毎日朝食を食べている」  

生徒肯定的回答９５％以上  

□①生徒肯定的回答 88.4％ 

  （◎46.2％，〇42.2％） 

㊟関連項目の平均値  

・毎日朝食：生徒肯定的回答93.5％ 

  （◎82.9％，〇10.6％） 

□②生徒肯定的回答 92.5％ 

  （◎58.8％，〇33.7％） 

・部活積極参加：生徒肯定的回答94.0％ 

  （◎77.9％，〇16.1％） 

・体力テスト結果 

 県平均以上項目 37/48 

※朝食摂取について取

組む必要がある。 

３ ３ 

①基本的生活習慣の要

である朝食摂取や，ス

タンダードを意識し

た生活について，継続

して保護者への協力

をお願いする。 

②部活動への参加が高

まっていることから，

運動への関心をより

高め，体力課題改善に

向けて，主体的に活動

できるようサポート

する。 

□↓①86.9％（昨年比+6.5） 

（↑◎49.5％，〇37.4％） 

・↓朝食：92.9％（昨年比+2.2） 

（↓◎81.2％，〇11.7％） 

□↓②91.3％（昨年比+0.7） 

（↑◎61.2％，〇30.1％） 

・↓部活：90.7％（昨年比+1.6） 

（↓◎77.3％，〇13.4％） 

・ 体力テスト県平均以上  35/48 

◎体力については，大き

な向上，県の表彰を受

けた。朝食は，まだ課

題として捉える。 

３ ４ ３ 

◇「早寝,早起き,朝ご飯」

を中心に基本的生活習

慣の充実を継続推進 

◇体力テストで県平均を

上回った35項目は維持

発展，課題の「立ち幅跳

び」「ボール投げ」を重

点強化 

・学力の向上，資質・能

力のレベルアップと結

び付け，基本的生活習

慣と体力向上の必要性

の意識を高める。 

②【体力テストの弱点補強】 

・自らの課題を認識させ，

課題克服の必要性を指

導し，家庭でもできる基

礎トレーニングを啓発 

・部活動の活動日と休養

日を明確にし，積極的

な参加をさせる。  主 

②「自分の体力に関する課

題を意識し，その改善に

取り組んでいる」 

生徒肯定的回答８５％以上  

・「部活動に積極的に参加している」  

生徒肯定的回答８５％以上  

２ 

地域に愛着を

持ち，地域に

貢献し，地域

を誇りに思う

生徒の育成 

★ 

見

直

し 

○地域と結び付

いた活動や集

団で協力し合

い高まる活動

を通じて，地域

と自校に愛着

と誇りを持つ

心の育成 

 

・「自分が住んでいる地域が好き」 

生徒肯定的回答９０％以上  

・「学校へ行くのが楽しい」  

生徒肯定的回答８０％以上  

①【総合的な学習とのつながり強化】  

・「ふるさと学習」「ＥＳＤ」

の視点で，「総合的な学

習」と各教科・領域及び

行事の「つながり」強化 

知 深 共 

①「ふるさと沼隈に愛着と誇

りを持っている」 

生徒肯定的回答８５％以上  

・「千年中に愛着と誇りを

持っている」 

生徒肯定的回答８５％以上  

□①生徒肯定的回答 94.0％ 

  （◎60.8％，〇33.2％） 

・千中愛着：生徒肯定的回答95.5％ 

  （◎63.8％，〇31.7％） 

□②保護者肯定的回答 80.7％ 

  （◎24.8％，〇55.9％） 

・さわやか挨拶：生徒肯定的回答97.0％ 

  （◎73.9％，〇23.1％） 

□③教職員肯定的回答 91.7％ 

  （◎25.0％，〇66.7％） 

・やりがい：教職員肯定的回答91.7％ 

  （◎41.7％，〇50.0％） 

※教職員のやりがいに

ついて，昨年度末に

比べて，25 ポイント

以上上昇している。 

３ ４ 

①修学旅行で，東京と

沼隈・福山の違いを

見いだしたり，JICA

職員による国際理解

に係るワークショッ

プを行ったりしなが

ら，新たな問いを見

いだすスパイラルな

課題発見・解決学習

を仕組む。 

②継続推進する。 

③目指す生徒の姿を

明確にし，逆向き設

計で授業や単元を開

発・改善していく。 

□↑①96.4％（昨年比+9.7） 

（↑◎65.1％，〇31.3％） 

・↓自校94.4％（昨年比+10.1） 

（↑◎70.4％，〇24.4％） 

□↑②83.9％（昨年比-6.2） 

（↑◎33.9％，〇50.0％） 

・↓挨拶95.9％（昨年比-1.0） 

（↓◎73.6％，〇22.3％） 

□ ↑ ③ 100 ％

（昨年比+10.0） 

（↑◎38.5％，〇61.5％） 

・↑やりがい92.9％（昨年比+12.9） 

（↑◎42.9％，〇50.0％） 

・ 「地域が好き」 94.3％ 

・ 「学校は楽しい」 91.9％ 

◎目標は達成。更なる

向上を目指す。 

４ ４ ４ 

◇「地域と自校への愛着

と誇り」の育成のための

取組を継続推進 

◇「学校へ行くのが楽し

い」等の学校満足度を

100％により近づける。 

・総合的な学習を核にし

た横のつながり，目指

す姿からの逆向き設計

した単元計画の縦のつ

ながりを明確にしたカ

リキュラムマップを全

職員で開発・改善する。 

・創り直した「生徒指導

規程」に基づき，生徒

の心に寄り添った生徒

指導を推進する。 

②【積極的な情報発信】 

・ＨＰや通信等を通じて地

域・保護者に積極的に

情報を発信する。  主 

②「学校の様子がよく分かる」  

保護者肯定的回答８０％以上  

・「学校・地域でさわやかな挨拶」  

生徒肯定的回答９０％以上  

③【教職員の力量向上】 

・「福山１００ＮＥＮ教育」の

趣旨を踏まえ，「課題発

見・解決学習」の研究推

進を継続し，単元の逆向

き設計に取り組む。 

③「目指す生徒の姿を明確

にし，『課題発見・解決学

習』の単元開発をした」 

教職員肯定的回答80％以上 

・「教育活動に意義ややりがいを感じる」  

教職員肯定的回答80％以上 

福山市立    千年中  学校 

 

[プロセス評価の評価基準] 

評点 評価基準 

５ 
取組の目的に対する共通理解が顕著に認められ，状況の変化，
問題が生じた際は，協同的な課題解決が十分に図られた。 

４ 
取組の目的に対する共通理解が認められ，状況の変化，問題が
生じた際は，協同的な課題解決が概ね図られた。 

３ 
取組の目的に対する共通理解が一定程度認められ，状況の変
化，問題が生じた際は，協同的な課題解決がある程度図られた。 

２ 
取組の目的に対する共通理解が認められ難く，状況の変化，問
題が生じた際の協同的な課題解決があまり図られなかった。 

１ 
取組の目的に対する共通理解が認められず，状況の変化，問題
が生じた際の協同的な課題解決が図られなかった。 

 

[達成評価の評価基準] 

評点 評価基準 

５ 
目標を大幅に達成し，十分な成果をあ
げた。 

４ 
目標を概ね達成し，望ましい成果をあ
げた。 

３ 
目標をある程度達成し，一定の成果をあげ
た。 

２ 
目標を下回り，成果よりも課題が多か
った。 

１ 
目標を大きく下回り，成果が認められ
なかった。 

 

[総合評価の評価基準] 

評点 評価基準 

５ １００％以上の達成度 
十分に目標を達成でき
た。 

４ 
８０％以上１００％未満
の達成度 

概ね目標を達成できた。 

３ 
６０％以上８０％未満の
達成度 

ある程度目標を達成でき
た。 

２ 
４０％以上６０％未満の
達成度 

あまり目標を達成できな
かった。 

１ ４０％未満の達成度 
目標を達成できなかっ
た。 

 


