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令和２年度学校評価 結果・学校関係者評価

中間評価 ５ 最終評価
（１）共通評価項目

評価項目 取組内容
成果指標

（数値目標）
進捗度
（評価）

進捗状況と見通し
達成度
（評価）

実施結果 評価 意見や提言

●全職員による共通理解と共通実践 ●学力向上対策評価シートに示したマイ
プランの成果指標を達成した教師80％
以上
○自主学習ノートを毎日出すなど計画的
に学習に取り組んでいると思う生徒80％
以上
○学校設定の家庭学習時間を達成して
いると思う生徒80％以上
○自分の子どもは、自主学習ノートを毎
日出すなど家庭で計画的に学習に取り
組んでいると思う保護者70％以上

◦教職員間でマイプランを共有するととも
に、校内研修等により取組の促進を図
る。
◦生徒会活動で自主点検を行い、教職員
が随時指導を行う。
◦日々の学習時間を記録し、年２回アン
ケート調査を行う。

C

・学校設定の家庭学習時間を達成生徒：１年
61.5％、２年　51.3％、３年　54.0％（７月12～
16日）。
・｢私は、毎日の学習習慣を定着させるため家
庭学習の重要性を指導している｣教員の割
合：95.7％（８月）
◦教員の意識と生徒の家庭学習の実績に差が
あるので、学力向上対策評価シートを用いて
の校内研修で改善策を検討する。

B

●【達成】学力向上対策評価シートに示したマ
イプランの成果指標を達成した教師80.9％
○【達成】自主学習ノートを毎日出すなど計画
的に学習に取り組んでいると思う生徒 87.5％
○【未達成】学校設定の家庭学習時間を達成
していると思う生徒56.9％（学校設定の家庭学
習時間を達成生徒：１年　55.1％、２年
40.0％、３年　55.2％【12月７～13日】）
○【未達成】自分の子どもは、自主学習ノート
を毎日出すなど家庭で計画的に学習に取り組
んでいると思う保護者64.4％

A

・先生方が指導を頑張り、結果が出ているの
で、継続した取組をお願いしたい。
・働き方改革と相反する部分もあるが、方法や
負担となる部分減らすなどの工夫をして、現
在の取組をできるだけ続けて欲しい。

指導教諭
研究主任・副研究主任
各学年主任
特別活動主任
各学級担任
各教科担任

○「分かる授業」を目指して、指導方法、
評価方法を工夫し、実践する

○先生は、私たちが分かりやすい授業
を目指して工夫していると思う生徒80％
以上
○学校は、生徒が分かりやすい授業を
めざし、学習内容や指導方法を工夫して
いると思う保護者80％以上

◦校内研究会を毎月開催し、教科・領域
の授業改善、指導力向上を目指す。ま
た、研修会では、外部講師を招聘するな
どの工夫を行う。
◦生徒による授業者の評価を行う。

A

・｢私は、「分かる授業」を目指して、指導方法、評価方
法を工夫し、実践している｣教員の割合：95.7％（８月）。
｢分かる授業を目指しているが、生徒の状況に合わせ
ていく必要性を感じる。学習の仕方を定着させる。｣と
自省している教員がいるので、一人１公開授業で指導
方法の工夫改善を行う。

A

○【達成】先生は、私たちが分かりやすい授業
を目指して工夫していると思う生徒95.3％
○【達成】学校は、生徒が分かりやすい授業を
めざし、学習内容や指導方法を工夫している
と思う保護者83.3％

A

・先生方が、分かる授業の更に上を目指そうと
する意欲が見える。頑張っていただきたい。

管理職
指導教諭
研究主任
各教科主任
PTA担当

●児童生徒が、自他の生命を尊重する
心、他者への思いやりや社会性、倫理
観や正義感、感動する心など、豊かな心
を身に付ける教育活動

○道徳の授業で自分のことや友だち、家
族のことをじっくり考えることができてい
ると思う生徒80％以上
○道徳の授業や「夢プラン講演会」、立
志式などを通して、心を育てる教育を
行っていると思う保護者80％以上

◦全学級で、道徳の授業実践を相互参観
しながら、教員の指導力の向上を図る
◦PTAや東与賀まちづくり協議会と連携し
心を育てる活動を実施する。 A

・｢私は、道徳の研究授業（授業参観を含む）
を実施（協力）し、道徳の指導力を充実・向上
させている。｣教員の割合：100％（８月）。
昨年度の校内研究で取り組んだ内容を継続・
改善していく。

A

○【達成】道徳の授業で自分のことや友だち、
家族のことをじっくり考えることができていると
思う生徒94.4％
○【達成】道徳の授業や「夢プラン講演会」、立
志式などを通して、心を育てる教育を行ってい
ると思う保護者90.1％

A

・生徒の評価も保護者の評価も高い。今後も
継続した取組をお願いしたい。

道徳主任
総合的な学習の時間主任
各学級担任・副担任

●いじめの早期発見、早期対応体制の
充実

○私はいじめゼロをめざした取組を行っ
ていると思う生徒100％
○学校は、いじめをなくし命を大切にす
る取組を行っていると思う保護者80％以
上
○いじめの未然防止、早期発見・早期対
応に向けた取組を行っていると思う教員
100％

◦毎月の「いじめ◦命を考える日」の取組と
生活アンケートを実施する。
◦各種調査等で生徒の実態把握をきめ細
かに行い、学年⇔生徒指導部が連携し
た組織的対応を行い、事案の解決と共
に教員の指導力向上を目指す。

B

・｢いじめの未然防止、早期発見・早期対応に
向けた取組を行っていると思う｣教員の割合：
95.7％（８月）。きめ細かな聞き取り、丁寧な事
実確認・事後指導を行っているが、その反面
時間を要しているので、個々の教職員の資
質・能力を向上し、短い時間で指導できるよう
に現任指導を継続する。

B

○【未達成】私はいじめゼロをめざした取組を
行っていると思う生徒91.4％
○【達成】学校は、いじめをなくし命を大切にす
る取組を行っていると思う保護者88.4％
○【未達成】いじめの未然防止、早期発見・早
期対応に向けた取組を行っていると思う教員
91.7％

B

・私はいじめゼロをめざした取組を行っている
と思う生徒100％は、実現に向けて継続した取
組をお願いしたい。
・いじめ問題は、早期発見・早期対応に力を入
れて欲しい。

生徒指導主事
教育相談主任・副教育相
談主任
各学年主任
各学級担任

◎夢や目標をもち、主体的に行動するこ
とができたか

○私は、毎日の生活で自分の夢や目標
をもち、行動することができていると思う
生徒80％以上
○自分の子どもは、将来の夢や目標を
もっていると思う保護者80％以上

◦「特別な教科道徳」、「社会人に学ぶ」、
「職場体験」、「先輩に学ぶ」を実施し、実
社会に即した話を聞いたり、体験活動を
したりする機会を設ける。
◦全学級で、道徳の授業実践を相互参観
しながら、教員の指導力の向上を図る。

A

・｢私は、夢や目標をもち、主体的に行動する
ことができる生徒の育成を行っている。｣教員
の割合：91.3％（８月）。教員の声かけが中心
であるため、生徒同士で声をかけて行動でき
るように指導する。夢や目標を確立させていな
いので、進路指導をきめ細かに行っていく。

A

○【達成】私は、毎日の生活で自分の夢や目
標をもち、行動することができていると思う生
徒84.9％
○【達成】自分の子どもは、将来の夢や目標を
もっていると思う保護者86.3％以上

A

・継続した取組をお願いしたい。
・職場体験等の体験学習を重視して欲しい。 道徳主任

総合的な学習の時間主任
各学年主任
各学級担任・副担任

●「望ましい生活習慣の形成」
●「望ましい食習慣と食の自己管理能力
の育成」
●「安全に関する資質・能力の育成」

○私は、朝食をとって登校していると答
えた生徒80％以上
○学校は、望ましい食習慣や生活習慣
を身につけさせるための指導を適切に
行っていると思う保護者80％以上
○私は、避難訓練で避難した通り道と取
るべき行動を覚えていると答えた生徒
80％以上
○学校は、授業や学級活動の指導・避
難訓練などを通じて、学校生活の安心・
安全に関する適切な指導を行っていると
答えた保護者80％以上

◦保健便り等を通して、朝食を摂ることや
２３時までの就寝、７時までの起床の意
義の理解と啓発を行う。
◦朝食をとらずに登校する生徒の保護者
に連絡するとともに、保護者面談の折に
も理解を求める。PTA母親委員会と協同
する。
◦毎月１回、安全点検を行う。
◦年に２回、避難訓練を行い、職員と生徒
の危機管理意識の向上を図る。
◦適度な運動を通して、健康増進と体力
向上を目指す。

B

・｢私は、授業や学級活動の指導などを通じ
て、生徒が安心して、安全に生活できる環境
の維持、向上を行っている。｣教員の割合：
100％（８月）。コロナウイルス感染症予防対策
のため、予定された訓練が延期・中止になっ
ているが、「安全に関する資質・能力の育成」
は優先事項として取り組みを進める。 A

○【達成】私は、朝食をとって登校していると答
えた生徒92.2％
○【達成】学校は、望ましい食習慣や生活習
慣を身につけさせるための指導を適切に行っ
ていると思う保護者82.4％
○【達成】私は、避難訓練で避難した通り道と
取るべき行動を覚えていると答えた生徒
94.4％
○【達成】学校は、授業や学級活動の指導・避
難訓練などを通じて、学校生活の安心・安全
に関する適切な指導を行っていると答えた保
護者97.0％

A

・生徒の評価も保護者の評価も高い。今後も
継続した取組をお願いしたい。
・正しい食生活が、体の免疫力を上げて、コロ
ナウイルス感染症等の予防にもつながる。養
護教諭の授業等も継続して欲しい。

保健主事
保健体育課主任
PTA担当
生徒指導主事

●業務効率化の推進と時間外勤務時間
の削減

●教育委員会規則に掲げる時間外在校
等時間の上限を遵守する。

◦健康管理委員会を複数回実施し、現状
把握と対策の検討、働き方改革の周知
を行う。
◦定時退勤日の設定、実施
◦部活動休業日の設定、実施
◦サーバーを活用した電子媒体での事務
処理の実施

B

・４～７月時間外勤務45時間未満、54.3％。４
～７月時間外勤務45時間以上～80時間未
満、44.8％。４～７月時間外勤務80時間以上、
０％。
全教職員時間外勤務時間年360時間未満達
成は厳しい状況であるが、部活動の指導体制
を更に工夫し、時間外勤務時間を削減する。

D

●【未達成】４～12月時間外勤務時間の平均：
42時間53分。
４～12月時間外勤務45時間未満：55.1％。４～
12月時間外勤務45時間以上～80時間未満：
44.9％。４～12月時間外勤務80時間以上：
０％。

D

・学力向上に力を入れている反面が、働き方
改革が進まないことにつながっているのでは
ないか。
・働き方改革は、できる部分とできない部分が
ある。学校の仕組みが変わらないといけな
い。
・学校が抱える矛盾で葛藤している。内容の
改善しかないが、評価がAになるのは数十年
かかるのではないか。

全教職員

（２）本年度重点的に取り組む独自評価項目

評価項目 重点取組内容
成果指標

（数値目標）
進捗度
（評価）

進捗状況と見通し
達成度
（評価）

実施結果 評価 意見や提言

○持続可能な開発目標を
達成するための取組

○持続可能な開発目標を意識した教育
活動の研究を行う

○研究結果をリーフレットにまとめ。全県
下に周知する。

佐賀県教育委員会が推進する「持続可
能な開発目標（SDGｓ）」が掲げる目標４
及び本校区の地理的特徴に関連する目
標14の理念を踏まえて、SDGｓを意識し
た教育活動を全教科・領域で展開する。

A

・専門家を招聘しての研修会２回（８月）及び
授業実践と授業公開後の研究会を年４回計
画し、その成果をまとめる。 A

○【達成】研究結果をリーフレットにまとめ。全
県下に周知した。
学校ホームページへのアクセス数：922件 A

・SDGｓを授業に取り入れているところが素晴
らしい。
・地域の資源を活かした取組をお願いしたい。

研究主任・副研究主任
各教科主任

○魅力ある学校づくり

○行きたい学校、行かせたい学校づくり ○東与賀中学校へ入学してよかったと
思う生徒80％以上
○東与賀中学校へ自分の子どもを通学
させて良かったと思う保護者80％以上

◦上記全ての取組（再掲）

C

・教職員の意識高揚に努め、成果指標達成に
向けて、具体的取組を継続して行う。

A

○【達成】東与賀中学校へ入学してよかったと
思う生徒95.7％
○【達成】東与賀中学校へ自分の子どもを通
学させて良かったと思う保護者91.8％

A

・SDGｓの取組が魅力ある学校作りにつなが
る。情報発信に努めて欲しい。 全教職員

○特別支援教育の充実
○教員の専門性と意識の向上 ○特別支援に関する専門性が向上した

と思う教員80％以上
◦特別支援に関する研修会の実施
◦ケース会議の開催、情報共有 A

・｢特別支援に関する専門性が向上したと思う｣教員の割合：
82.6％（８月）。特別支援教育に係る体制の整備（時間割、教
科書採択、巡回相談、専門家派遣）継続して行う。 A

○特別支援に関する専門性が向上したと思う
教員87.0％ A

・特別支援教育への社会の認知が進んだ結
果が現状ではないか。現在の取組を継続して
欲しい。

管理職
特別支援教育コーディネー
ター・特別支援学級担任

●･･･県共通　○･･･学校独自　◎･･･志を高める教育

達成度（評価）
 Ａ：十分達成できている
 Ｂ：おおむね達成できている
 Ｃ：やや不十分である
 Ｄ：不十分である学校名 佐賀市立東与賀中学校

１ 前年度
  評価結果の概要

本年度の学校評価アンケート結果を前年度と⽐べると、⽣徒は１０項目中９項目、保護者は１０項目中８項目で肯定的回答が増加している。また、同アンケートで、本年度肯定的回答が８割を超えた項目は、⽣徒は１２項目中１１項目、保護者は１２項目中８
項目であった。これらの結果から判断すると、本年度の本校の教育活動は⽣徒及び保護者から概ね⽀持されているといえる。

●業務改善・教職員の働き
方改革の推進

２ 学校教育目標 「凜」とした元気・感動・温もりのある学校 〜 夢実現に挑戦し努⼒する⽣徒の育成 〜

３ 本年度の重点目標
① 確かな学⼒の育成
② ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を達成するための取組
③ 豊かな心の育成

４ 重点取組内容・成果指標

主な担当者
重点取組

具体的取組
中間評価 最終評価 学校関係者評価

●学力の向上

●心の教育

●健康・体つくり

５ 総合評価・
  次年度への展望

総合評価A…一部未達成の項目はあるものの、確実に教育活動の成果が現れてきている。
・学力向上については、学力向上推進コーディネーターを中心として、PTAと連携しながら家庭学習の充実を図る。
・心の教育については、生徒指導部を核として全教職の予防的な生徒指導の取組を継続すると共に、開発的生徒指導の目指す生徒の出番→役割→承認のスパイラルを教育活動に多く取り入れ、生徒が自己存在感を感じ、共感的人間関係を育み、自己決定の場を得る事で自己の
可能性の開発を援助していきたい。
・業務改善・教職員の働き方改革の推進については、教育活動の厳選と教職員の資質・能力の向上を行う事で、時間外等勤務時間を月４５時間以内、年360時間以内としたい。

主な担当者重点取組
具体的取組

中間評価 最終評価 学校関係者評価


