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平成２８年度学校評価

甲府市立北西中学校

〈本年度の重点項目〉

１ 学習活動の充実：じっくりと（学力向上と表現力を目指して）

２ 心の教育の充実：はつらつと（やる気と他者を思いやる心の育み）

３ 生き方の支援：すがすがしく（特別活動と総合的な学習の時間の充実）

―学習指導―

① 日常的な言語活動等，表現力を培う授業実践や教えて考えさせるアクティ

ブな授業ができていたか

（根拠ある自分の考えを持ち，個々で実感を伴いながら，それを学び合う場の構築）

② 学力とスマホ使用時間の関連等を意識し，家庭と連携した家庭学習の定着

を図ることができたか

③ 何を生徒に読ませるか等考慮した「朝読書」や「読み聞かせ」など，思考

力，表現力を養う読書活動を仕組んでいたか

―特別活動―

① 北西中の良き伝統を継承する中で，さらなる生徒達の活動の推進と活性化

が図られたか（合唱 あいさつ 応援）

② 「合唱タイム」の取組を通して学級・学年・全校の一体感や感動を創りあ

げることができたか（オープンスクール・あいさつ運動など）

―各種教育―

① 各教科をはじめ各種教育活動を通して「思いやる心を育む」「いのちの教

育」を実践することができたか

② 小中連携と地域との連携を密にして教育活動を推進することができたか
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１．自己評価から

① 日常的な言語活動等，表現力を培う授業実践や工夫した教育活動ができてい

たか

昨年度 できている（48％），まあまあできている（48%）を合わせて→ 96%
本年度 できている（48 ％），まあまあできている（52%）を合わせて→

100%

② 学力とスマホ使用時間の関連を意識し，家庭と連携した家庭学習の定着を図

ることができたか

昨年度 できている（10％），まあまあできている（67%）を合わせて→ 77%
本年度 できている（29％），まあまあできている（43%）を合わせて→ 71%

③ 本と情報機器の複合的活用など，教科，道徳，総合等で図書館を積極的に活

用したか

昨年度 活用した（32 ％），まあまあ活用した（45 ％）を合わせて→ 77 ％
本年度 活用した（38 ％），まあまあ活用した（33 ％）を合わせて→ 71 ％

④ 何を生徒に読ませるか等考慮した「朝読書」や「読み聞かせ」など，思考力，

表現力を養う読書活動を仕組んでいたか

昨年度 仕組んだ（82 ％），まあまあ仕組んだ（14 ％）を合わせて→ 96 ％
本年度 仕組んだ（38 ％），まあまあ仕組んだ（48 ％）を合わせて→ 86 ％

２ 校内研究アンケートから

①魅力ある授業づくりについて

○研究をきっかけに自身の授業でも意識できた。

○意識していた人が多かったと思います。

○魅力ある授業づくりのために，いろいろな先生方からお話を聞いて数多くの

アイディアをもらったので大変良かった。

○日頃の実践においても，生徒が思考する場面を中心に授業を考えることがで

きた。少しずつであるが，「話し合いを通した練り上げ」の質も高まってきた

ように思う。一方で，発問の質がまだまだだと感じているので，来年度の課

題にしたい。

○全体研で授業をしてくださった先生方ありがとうございました。生徒の実態

に合わせて，視覚資料や体験活動などを仕組むことができた。
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○目標の提示，授業の見通し，まとめを意識して 1年間授業を取り組むことが
できた。この一年間で北西中のスタイルが確立したのでは。

○他教科の研究授業がとても刺激になった。話し合いを通した練り上げ等はど

の教科でも行うことが大切だと思う。

〇自分の授業を冷静に見つめ直す良い機会となりました。ありがとうございま

した。

○既存のルールにとらわれず，生徒の実態に応じたルールをつくったり，場の

工夫を行ったりしたことで，ここの生徒の技能レベルを上げることができた。

そのことによって，ゲーム内容も向上した。

○教科によっては違いがあると思うが，研究を深めることができた教科も多か

ったと思う。

▲学習として一通りしなければならないことを淡々とおこなっていた感が強く，

学習形態を変化させるなど授業を工夫するところがなかった。

▲グループについては，どの教科にも共通の取り組みとして，学級づくりの成

果が教科の授業を支えてくれているように感じたクラスと，使いにくいクラ

スがあった。

②望ましい集団づくりについて

〇学年検討は，学年で共通理解ができ，有意義な機会となった。早めにできる

とよい。

○ハイパーＱＵの分析を見て，確信が持てたり，別の見方をしてみようと思っ

たり，影響を受けました。

○集団内でお互いに話し合う姿勢が，以前より活発になってきているように思

えた。今後も続けて考えたい内容である。

○授業における小グループの活用を中心に，すべての生徒が意見を発する機会

ができるよう意識してきた。夏休みを開けたころから，誰が発言しても聞き

合う姿勢ができたように感じた。ハイパー QU にもその傾向が表れていた。
○日々の学級や学年の様子とデータを比べることで見えてきた課題を話し合

うことができた。

○特に数値が低い生徒に積極的に関わることができた。

○学級あっての授業作りであり，QUは継続して行っていって欲しいと思いま
す。

▲学校全体で，小集団のつくりかたを確認すべきだと思います。どのクラスで

授業しても，小集団が成り立つような座席の配置をお願いしたいです。

▲集団作りをどう進めたいのか。目的や方向性についてもっと話し合うことの

必要性を感じています。

▲全体的には満足群の生徒が多かったが，周りとの関わりが苦手な生徒に対す
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る配慮が足りなかったように感じた。

▲望ましい集団づくりの取組が弱い。

【学習指導①③に関わり】

概ね昨年度と同様の結果といえる。研究を中心に授業研究と教材作りに視

点を当てていたために，授業実践についての職員の意識の高まりがみられ

る。一方読書活動はやや消極さがみられるので来年度の課題となる。

また，校内研究アンケートからは上記に加えて，望ましい集団づくりの取

り組みに，より取り組むことの必要性があげられている。

来年度の方向性

☆生徒の先行経験や知識等の関わりを，生徒が見いだして学習内容をより深

く理解することを目指す。

・考えさせる授業のための教材研究，授業のあり方について校内研究を通し

て共通理解を図る中で，よりよい実践を展開する。

・家庭との連携を図るなかで，「家読」，学校での読書活動をより推進する。

・各教科ごとに工夫して，意義のある家庭学習の習慣化を図る。

☆望ましい集団づくりの取り組みを強化する。

・授業規律の確立を目指して，各学級の係活動や授業習慣を全校でのルール

作りを行う。

・人との関わりに課題のある生徒が多くなっており，諸機関との連携を深め

ながら，人間関係の構築が円滑に行えるような指導を実践する。（学級の仲

間作り，相互理解に視点をあてた取り組みが必要）

３．保護者のアンケートから

① お子さんは，学校生活を楽しく送っていると思いますか

昨年 そう思う（65％），まあまあそう思う（30%）を合わせて→ 95%
今年 そう思う（73％），まあまあそう思う（21%）を合わせて→ 94%

② お子さんは，授業の内容を良く理解していると思いますか

昨年 そう思う（19％），まあまあそう思う（51%）を合わせて→ 70%
今年 そう思う（17％），まあまあそう思う（47%）を合わせて→ 64%

③ 北西中学校は，『北西アクティブ』をテーマに活気あふれる学校の雰囲気を

様々な機会を通してつくろうとしています。はつらつとしたさわやかなムー

ドの学校になっていると思いますか。
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なっていると思う（30%）だいたいなっていると思う（60%）を合わせて→ 90%
④ お子さんは図書館の本を借りたり，図書館をよく利用していると思いますか。

昨年 そう思う（12%），まあまあそう思う（20%）を合わせて→ 32%
（あまり思わない 37％ そう思わない 31％）

今年 そう思う（11%），まあまあそう思う（20%）を合わせて→ 31%
（あまり思わない 47％ そう思わない 23％）

⑤ 家庭で，お子さんは本(教科書や参考書，漫画や雑誌は除く)をよく読んでい

ますか。

昨年 そう思う（15%），まあまあそう思う（23%）を合わせて→ 38%
（あまり思わない 35％ そう思わない 27％）

今年 そう思う（14%），まあまあそう思う（24%）を合わせて→ 38%
（あまり思わない 42％ そう思わない 20％）

⑥ 学習塾や，家庭教師について勉強する時間を含め，平日，学校以外で何時間

くらい勉強していますか。

昨年 １時間未満（35％）１時間以上（37％）２時間以上（21％）３時間以上（7％）

今年 １時間未満（44％）１時間以上（37％）２時間以上（13％）３時間以上（7％）

⑦ 県PTA協議会，市PTA連合会の提案を受け，PTA総会で家庭での携帯電話，ス

マホ，インターネット等を利用する際のルールについて話し合うことをお願

いしましたが，必要であったと思いますか。

昨年 そう思う（51%），まあまあそう思う（41%）を合わせて→92%

（あまり思わない6％ そう思わない2％）

今年 そう思う（24%），まあまあそう思う（40%）を合わせて→64%

（あまり思わない29％ そう思わない7％）

【学習指導②に関わり その１】

学校での満足感・楽しさは昨年同様，授業での理解度の評価・読書の取り

組み・家庭学習の時間はわずかであるが下降気味なので意識的に取り組む必

要がある。スマホの使用についてはルールの話し合いの必要性があるとあま

り思わない人が増加している。関係者評価でも話題となり議論した。

☆保護者アンケート 「家庭学習の時間が不足していることについて，各家庭で

工夫していること」記述式では，全８３回答のうち，次のような傾向が見られた。

① 塾や家庭教師などを利用している。 （１２回答 １４％）

② 声かけをして学習を促したり，諭したりしている。（２１回答 ２５％）
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③ 家族も一緒に取り組む姿勢を示している。 （ ８回答 １０％）

④ 決まりを決めたり，工夫を凝らしている。 （２６回答 ３２％）

⑤ その他，困っていたり特に何もしていない。 （１６回答 １９％）

【学習指導②に関わり その２】

「リビングルームで目の届くところで勉強をするように等で家庭学習に取

り組んでいる様子が見られている。一概にマニュアル化できるものでは無い

が，それぞれの家庭で悩んでいることについて，保護者，教師と相談しなが

らよりよい方向性を見いだせるような機会を多くする必要性がある。（学級

懇談会の実施，個別懇談，家庭訪問などとともに，日常的に家庭との連携が

取れるように生活記録ノートを活用する。また，県教委発の「学びの甲斐善

八か条」の活用方法を検討し，北西中に根付かせる。）

☆保護者アンケート 「北西中の良いところ，誇れるところ」の記述式では，全

１１２回答のうち，次のような傾向が見られた。

① 合唱の取り組みと，合唱の質の良さ （２６回答 ２３％）

② 挨拶の取り組みと，挨拶の習慣化 （１３回答 １２％）

③ 子ども達の仲の良さ，職員との親密さ等学校の良い雰囲気

（４３回答 ３８％）

④ 教師の姿勢や親身な指導 （２０回答 １８％）

⑤ その他，環境の良さなど （１０回答 ９％）

【特別活動①②に関わり】

学園祭や合唱祭などを通してみた，生徒の様子や教員の関わり方につい

て，学校の特徴になっていると考える保護者が多かった。また，質の高い合

唱活動が行われていることが，取り分け合唱祭の成果から記述されている。

また，教師が親身になって取り組んできた様子も評価されており，本校の中

規模校としての特性が生きていることが理解できる。

今後，合唱活動についてはより質の高い合唱を目指したい。一つの例とし

ては，集会における四部合唱の校歌を並び返さなくても大きな声で歌えるよ

うにすることが一つの目標となる。また，教師が生徒，保護者に寄り添い良

い相談相手となる関係性をこれからも継続的に構築し続けることは大切で

ある。
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４．学校関係者評価委員会から

実施日時 平成２９年２月１５日（水）午後４時

参加者 評議員 佐藤，岩間，剣持，小池

ＰＴＡ本部役員 梅田，杉田，山田，小林，八坂

校長小林，教頭茅野，教務主任井村，１年主任書記山縣

協議

学校長より 学校教育目標と本年度教師には「具体物を提示して，生徒の考える力を育む授業

を展開する」ように促してきており，「じっくり」学習「はつらつ」心のあり方「すがすがし

い」生き方，を子どもの目指す姿となるように働きかけてきた話をうけて協議が始まった。

剣持評議員より，学習をより向上させるには，図書を読む時間，学習をする時間，とりわけス

マートフォンをしている時間について調べて，相関関係を鑑みての働きかけの仕方を考える必要

があると指摘をうけた。来年度の課題とすることを前提に，自己評価からの⑦をうけて次のよう

な意見が出された。改めて各家庭でのルールの確認をする必要性が薄れている現状，一人一台の

時代になっていること，学習にもスマートフォンやタブレットを利用しはじめていること，コミ

ュニケーションツールとしての利用には効果的であることなどが影響しているのではないかと

いう意見がだされた。その一方，やはり知らない人とのコミュニケーションやＳＮＳを使っての

個人情報・好ましくない画像の流出，友達とのコミュニケーション不足によるトラブル，過多な

ゲーム時間による依存症状などがあり，一定のルールを各家庭で決めて管理する必要性があるこ

とも指摘された。トラブル発生時の対応など，親や教師に相談したり，警察を含めた諸機関との

連携を取れるようにして，対応が後手に回らないような体制づくりが必要であることが論じられ

た。学校，保護者の対応として，ラインの内容への干渉の仕方の工夫，親の携帯電話の使用の仕

方についてのマナーの向上，読書活動の活発化などの意見が出された。この議論を受けて校長よ

りまとめがなされた。

【学習指導②に関わり】

生徒指導に関わる事例から，これからの時代を見通して，子ども達の中に

何を育てるかと言うことを考えていきたい。また，指導要領などで定められ

た教育内容は急に変えることは出来ないが，新時代に合った「社会につなが

る」教育が必要であり，その実現のために働きかける学校にしたい。

校内研究を通してのスマートフォンやＳＮＳについて，指導する教師がき

ちんとした知識を持つことと，学級懇談会などで保護者と共有する必要があ

る。これまでも，諸機関に要請して講演等を企画したが，指導者自身の知見

がなかなか高まらずに，生徒の方が実践的に利用している現状を打開する必

要がある。
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５．小中連携教育進捗状況アンケートから

成果と課題

（１）成果

・オープンスクールと部活動参観はこの数年の取り組みが実を結び定着

している。

・作品の交流は，地区の文化祭への参加を通して，小中学校だけでなく

地域の方々にも日頃の成果を見ていただけるような機会が持てた。また，

その際吹奏楽の演奏も披露しており，文化的な活動を地域の一員として

盛り上げることができた。

・学園祭にも小学生を招待して，中学生の生き生きとした様子を見られ

ていることは，中学入学へのモチベーションを高めている。

（２）課題

子供クラブの活動への参加率が下がってきていることが危惧される。近

所の子供達同士の結びつきが薄れないようにすることは大切である。

（３）上記，「進捗状況」以外で小中連携して取り組んでいることがあれば

ご記入ください。

感染症の広がりを防止するために，教頭，養護教諭が連携して情報を共

有している。

３ 学力向上に関する小中連携について

（１）今年度の取組内容・取組状況

・北中・北西中学区の 7 校の校長による 7 校長会を定期的に開催し，学力
をはじめとする情報交換・共有等行い，日々の教育活動に役立てている。

・全国学力・学習状況調査の結果について，学区内の小学校に呼びかけ，

資料を基にした情報交換を行っている。

・英語科教員が学区内の小学校に出向いて授業を行い，小学校での英語教

育の現状を知ることで，教科指導に生かすと共に，中学校での学習のスタ

ートが円滑なものとなるように努めている。

（２）成果

・校長による情報共有は，学校経営の方針を立てる上で重要な働きをして

いる。

・客観性のともなう全国学力学習状況調査を分析することは，教育課程の

編成にも役立っている。
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・新指導要領の英語科の方向性を鑑みても，小中の連携を今のうちから行

ってゆく必要性があり，その取り組みをはじめることができている。

・小学校と中学校の校内研究の交流を行うことで，発達段階に応じた授業

のありかたを教師が認識することは大切であり，相互の授業改善に活かす

ことができる。

（３）課題

・通常行うべき業務に加えて，小中の連携を行うような意識にならないよ

うに，計画・運営に当たる必要があり，年々評価改善を適切に行えるよう

にする。

・中学校が生徒指導で苦しいときにも同じようにできる計画をたてて実践

する必要がある。

（４）来年度に向けて

・子供達の交流は，オープンスクールを２回，部活動見学を１回予定し，

学園祭，合唱祭，新入生保護者説明会を通して，中学校の様子をみられる

ようにする。

・羽黒地区の文化祭には，作品の提供と吹奏楽または合唱の披露を行う。

・PTA 活動に協力し，講演会と地区懇談会を通して保護者・地域との連携
を深める。

・校内研究会の交流を積極的に行い，指導力の向上を目指す。

６．まとめ

・ 生徒の自力解決を促す，思考に寄り添い関わりを重視した授業を創造す

る。

・ 迅速な生徒指導と，子ども達の吃緊の課題となるスマートフォンの使用

などについて，実践的に取り組む。

・ 学校の特徴（合唱，読書，あいさつ，良い雰囲気）をより伸張するため

にこれまでの活動が活着できるように取り組む。


