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２０１７年度（平成 ２９年度）学校評価自己評価表  
 
 
 

Ⅰ 福山市 
 
 
 Ⅱ 中学校区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ⅲ 自 校 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鷹取中学校区 校番 ４ 福山市立鷹取中学校 
   

 最終更新日 2018 年（平成 30 年）2 月 19 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 

 霞小 光小 鷹取中 

県 

Ⅱ 

国 11.5 -2.7 -4.3 

数 11.4 -2.6 0.9 

理 -2.3 -1.5 1.3 

英   -1.3 

国 

Ｂ 

国 3.0 -1.6 -1.5 

数 3.0 -1.5 -6.8 

活用する力に課題 

 

育成する力 

(21世紀型“スキル＆倫理観”) 
課題発見・解決力課 コミュニケーション能力コ 主体性・積極性主 自己理解・自らへの自信自 

めざす子ども像 

(義務教育修了時の姿) 

本質的な課題を設定し，よりより

解決方法を考え，実行し，新たな

課題を設定することができる。 

他者の意見を受け入れながら，

相互の考えを深め，新たな方向

を見いだすことができる。 

周りの状況を判断し，自分

で考え，行動できる。 

自己の経験を社会の形成者と

しての自覚へつなげ，社会参

画しようと努力している。 

中学校区として 
統一した取組等 

〇課題発見・解決学習 ・・・・・・課題発見・解決型の授業を推進し，研究主題を視点にした学校間の授業交流 
〇小中合同挨拶運動 ・・・・・・毎月２回，登校時に小中学校校門前等で校区教員があいさつ 
〇部活動体験    ・・・・・・夏季休業中に小学生が中学校の部活動を１日体験 
〇生徒会児童会交流 ・・・・・・生徒会役員と児童会役員があいさつ運動等について意見交流 
〇小中一貫合同清掃 ・・・・・・年２回学区の清掃を稼業日に実施 
〇トークデー，ノーメディアデー・毎月１回，家庭でテレビ等を見ない日，テーマを決めて親子で会話する日を設定 
〇鷹取中学校区スタンダード ・・家での５つのめあてを決めて中学校区の保護者にパンフレット配付 

 

現 状 

＜児童生徒＞         ＜授業＞ 

〇「基礎・基本」定着状況調査 県差   〇16（Ｈ28）2 学期授業アンケート 

  H26 H27 H28 

国語 5.7 -1.8 -1.0 

数学 -0.3 -2.1 0.3 

理科 3.3 -5.6 2.0 

英語 -5.6 -5.2 -0.4 

〇全国学力・学習状況調査 全国差 

  A B A B A B 

国語 -1.8 -1.3 -1.9 -2.8 -2.1 -0.1 

数学 0.3 -3.4 -8.7 -5 -6.4 -6.1 

理科   -9.3   

学力調査結果が県・国を下回るこ 

とがある 

 

 

育成する力 

(21世紀型“スキル＆倫理観”) 
課題発見・解決力 コミュニケーション能力  主体性・積極性 自己理解・自らへの自信  

めざす 

子ども像 

１年 

身近な問題における課題

を発見し，よりよい解決方

法を考え，実行し，振り返

ることができる。 

仲間に気遣いながら分か

りやすい言葉で交流・発信

することで，積極的に人間

関係を築こうとする。 

班や学級の中で，自分の役

割を見つけ，進んで果たそ

うとする。 

自分の良さや個性を知り，

その良さを伸ばすために

努力している。 

２年 

本質的な課題を発見し，具

体的でよりよい解決方法

を考え，実行し，解決する

ことができる。 

仲間とともに話し合いを深

め，伝え合いながら，リーダ

ーとフォロワーの両方の立場

を理解して行動できる。 

積極的に仲間と関わり合

い，お互いの違いを認め合

いながら，よりよい関係を

つくることができる。 

自分の存在意義を見つめ，

その意義を確かなものに

するために努力している。 

３年 

本質的な課題を設定し，具

体的でよりよい解決方法

を主体的に考え，実行し，

新たな課題の設定をする

ことができる。 

多様な他者の意見を受け

入れながら相互の考えを

深め，会話を継続させるこ

とで，新たな方向性を見出

すことができる。 

周りの状況を判断し，自分

で考え，他者のために積極

的に行動できる。 

自己の経験を社会の形成

者としての自覚へとつな

げ，積極的に社会参画しよ

うと努力している。 

   

研究 

教科等 全教科・総合的な学習の時間 

主題・ 

内容等 

主体的・自律的な学習者の育成 

～論理的思考を基盤とした課題発見・解決学習の推進～ 

めざす授業の姿 

・解決しようとする課題について「やってみたい」と思ったり，「こうすればできるのではないか」と予想したりしている。 

・課題を解決するための情報を，集めることが出来るのか考えた上で，進んで資料を集めたり取材したりしている。 

・調べたことを図，グラフ，表にまとめて，比較，分類，関係づけなどして，何が分かるのかを考えている。 

・自分の考えとその理由について，相手にわかりやすく伝わるように発表を工夫している。 

・振り返りで「どこまでわかったか」「学習の方法でうまくいったことや失敗したことなどの理由」などを考えている。 

 

前年度学校関係者評価の主な内容 

校長を中心とした学校経営が功をな
し，落ち着いた雰囲気の学び舎にな
り，地域の信頼が増し支援の輪が広
がっている。学校と地域の行事の連
携がよく地域から愛された学校にな
っている。子どもたちは安全安心の
雰囲気の中で学んでいるので保護者
や地域から信頼されている。 

 

ミッション 

霞小・光小と連携を深め，真剣な授業で生徒に力を付けて，地域が誇れる学校

であり続ける 

 
学校教育目標 

夢や目標に向かって仲間とともに主体的に学び，未来を創造できる生徒の育成 

 

質問 
「よくあてはまる」と回
答した生徒の割合（％） 

調べたことなどを，図，グラフ，
表などにまとめている。 29.2 

課題を解決するために，進ん
で，資料を集めたり取材をした
りしている。 

29.9 

課題を解決するための情報を集め
る前に，どのような方法だと必要
な情報を集めることができるのか
を考えている。 

30.3 

課題発見解決学習が日々の授業での実施が不

十分である。 

 

１ 
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Ⅳ 目標・取組及び評価指標等の設定と評価                                                

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

１ 

課題発見・解決学

習を通した確かな

学力の育成 課 

（教育研究部） 

 

★ 

 

新規 

・「基礎・基本」定着状況調査

タイプⅡ通過率６割以上の

児童・生徒 （50％以上） 

・全国学力・学習状況調査Ｂ

問題正答率６割以上の児

童・生徒  （50％以上） 

・ＣＲＴ５教科平均点 

（全国平均以上） 

・課題発見・解決学習実施率

（50％以上） 

【校区共通】 

・課題発見・解決学習の合同

研究授業 

・学力調査分析 

【本校】 

・全授業者による論理的思考

と対話的な学びを基盤とす

る課題発見・解決学習に係

る授業計画の作成，実施 

・県，国の

学力調査 

・ＣＲＴ 

・「基礎・基本」Ⅱ６割以上 

国語 75.4% 数学 63.8% 

理科 42.0% 英語 69.7% 

・全国学力Ｂ６割以上 

国語Ｂ 72.0% 

数学Ｂ 34.6% 

・CRTは２月実施予定 

・課題発見・解決実施率 

72.2% 

３ ３ ・理科・数学：パフォーマ

ンス課題を重点単元のみな

らず，単元の中の小単元に

おいても実施する。また，

問題の意図を把握させるた

めに，回答後の解説を丁寧

に行う。また，正答率が低

い場合は、再度テストをす

る。 

・「基礎・基本」Ⅱ６割以上 

国語 75.4% 数学 63.8% 

理科 42.0% 英語 69.7% 

・全国学力Ｂ６割以上 

国語72.0%，数学 34.6% 

・課題発見・解決実施率 

88.2% 

・CRT（ ）は全国平均 

国語72.5 (64.7) 

社会 67.0 (64.5) 

数学 62.0 (59.5) 

理科 66.3 (67.1) 

英語 66.5 (63.7) 

３ ３ ３ ・全国学力Ｂ問題の

正答率を高めるた

め，全教科において

思考力，特に論理的

思考を育む授業展

開を実施する。 

１ 異年齢交流活動を

通した豊かな心の

育成 コ，主，自 

（交流活動推進部） 

 

 見 直

し 

①近所の人や家の人にあいさ

つをする児童・生徒 

（85％以上） 

②人が困っている時は進ん

で助ける児童・生徒 

（40％以上） 

③人の役に立ちたいと思う

児童・生徒（80％以上） 

【校区共通】 

・小中合同挨拶運動 

・部活動体験 

・生徒会児童会交流 

・小中合同清掃 

 

 

 

・県，国の学

力調査 

【肯定的評価】 

① 全体93.6%（１０月） 

「基礎・基本」92.8% 

② 全体90.0%（１０月） 

「全国」85.3% 

③ 全体94.0%（１０月） 

「全国」89.3% 

３ ４ ・おおむね達成できてい

る。今後も学校生活のあ

らゆる場面で生徒に啓

発していく。 

【肯定的評価】 

①全体90.1% 

②全体89.8% 

③全体94.5% 

【１０月と同一項目によ

るアンケート調査】 

３ ４ ４ ・中学生がリーダーとな

り，小学生の憧れの存在

となるため，生徒が主体

的に行事等をすすめるこ

とができるよう，探究の

サイクルで行事を進め

る。 

１ 地域・保護者との連

携等を通した地域

を愛する心の育成   

コ，自 

（体力健康部） 

 見 直

し 

①自分の地域が好きな児童・

生徒（70％以上） 

②地域や社会で起こっている

出来事に関心がある児童・

生徒（40％以上） 

【校区共通】 

・トークデー，ノーメディアデー 

・校区スタンダード改善 

【本校】 

・ふるさと学習カリキュラム

の改善 

・県，国の学

力調査 

【肯定的評価】 

① 全体83.2%（１０月） 

「基礎・基本」72.5% 

② 全体85.3%（１０月） 

「全国」74.7% 

「基礎・基本」76.8% 

３ ４ ・「ふるさと学習」を柱とし

た総合的な学習の時間のカ

リキュラムを再編成し，主

体的な学びを促すことで郷

土愛を高めることへつなげ

ていく。 

【肯定的評価】 

①全体77.4% 

②全体82.5% 

【１０月と同一項目によ

るアンケート調査】 

３ ４ ４ ・ＥＳＤの観点において，

ＳＤＧｓの達成に向け

て，総合的な学習の時間

のカリキュラムを再編成

し，主体的な学びを促す

ことで郷土愛を高めるこ

とへつなげていく。 

１ 健やかな体の育成 

コ，自 

（体力健康部） 

 見 直

し 

・新体力テスト県平均以上の

種目（80％以上） 

 

【校区共通】 

・体力テスト分析 

【本校】 

・課題発見・解決型の体育授業の実施 

・新体力テス

ト 

・新体力テストにおいて男

女全ての種目で県平均値を

上回った。（達成率100%） 

４ ５ ・達成できている。今後

も課題発見・解決型の授

業を推進する。 

・新体力テストにおいて

男女全ての種目で県平均

値を上回った。（達成率

100%） 

５ ５ ５ ・課題発見・解決型の

授業を推進する。 

福山市立   鷹取中  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。 

 ２ 
 


