
西中学校

【目指す学校像】

【目指す児童・生
徒像】

【目指す教師像】

中期経営目標

№ 三つの柱 基本施策 今年度学校で重点を置く「具体的施策」
（令和６年度までの

３年間）
取組指標 成果指標 取組 成果 評価 コメント

1 Ⅰ　健全育成 個性を認め合う教育の推進 人権教育の推進

道徳科授業の充実を図
り、他者および集団や自
然との正しい関係の理
解を通して、自己を正しく
理解させ、道徳的な判断
力と実践力の向上を目
指す。

特別の教科　道徳の年35時
間以上及び22項目の実施
し、全体計画、年間指導計
画に基づき、全教師が同一
歩調で計画的に実施する。

人権意識を自覚する生
徒の割合が、
Ａ：90％以上
Ｂ：70％以上
Ｃ：50％以上
Ｄ：50％未満

A B B
・人権意識は自己理解、集団や自
然などとの理解することが基本であ
る。年間指導計画の充実、全教員
の同一歩調による取り組みが期待
される。

・全教育活動に通して「人権教育」に関わる問題を取り上げ、生徒たちの心の育成を図
る。
・授業前の学年道徳検討会を充実させ、全教員が道徳科の価値項目についての理解
を深め指導するとともに、道徳科の授業の研究を深める。。

2 Ⅰ　健全育成
生涯にわたって育む健やかな体
づくり

個に応じた就学の推進

組織的、有機的な校
内組織の機能を充実
させ、不登校生徒の減
少を目指す。

特別支援コーディネータ、
担任、保護者、養護教諭、
ＳＣ，ＳＳＷ及び関係諸機
関等との連携による組織
的な対応を行う。

不登校生徒について、ＳＣ，
ＳＳＷなどの関係機関と関
わっている生徒の割合が、
Ａ：90％以上
Ｂ：70％以上
Ｃ：50％以上
Ｄ：50％未満

B B B
・SCやSSW等関係諸機関との連携
を基本として、それらと関わりをもつ
生徒の割合を高める組織的な取り
組みが期待される。

・校内委員会を週１時間定期的に開催し、組織的に不登校の状況を分析し、個に応じ
た支援方法を検討する。また、学期１回程度、外部関係機関との連携による拡大委員
会も開催する。
・入学前に小学校との引継ぎを丁寧に行い、中1ギャップに対応した指導を実践してい
く。

3 Ⅰ　健全育成
規範意識や他人への思いやりな
ど豊かな心を育む教育の推進

規範意識と豊かな人間関係を育
む教育

全ての教育活動を通し
て、生命尊重・人権尊
重の精神の涵養に努
め、生徒の人格の完
成を目指す。

学級活動、生徒会活
動に積極的に参加、
協力する活動を工夫
し、自主性・自律性を
育成する。

基本的な生活習慣、ルー
ルを身につけることへの
肯定的意見が、
Ａ：90％以上
Ｂ：70％以上
Ｃ：50％以上
Ｄ：50％未満

A A A
・自主的、自律的に行動できる態度
の育成により、生徒の意識は自己
評価のように肯定的である。
・先生方の取り組みの成果を感じら
れる。

・継続的に生徒が自ら考え、判断し行動できる自主的・自律的な態度を育成する。
・基本的な生活習慣やルール、マナー、衛生観念等について、それらを身に付けること
の必要性も含めた指導を丁寧に行う。

4 Ⅰ　健全育成 いじめ問題への対応
いじめ防止対策推進基本方針に
基づいた取り組みの推進

校内体制の整備、およ
び校内委員会の確実
な機能化、いじめ防止
対策推進基本方針に
基づいた指導を充実さ
せる。

年3回のアンケート及
び日常的な把握によ
るいじめの早期発見と
早期対応・継続的な取
組を組織的に行う。

3か月以上前に発生した
いじめの解消率が、
Ａ：100％
Ｂ：95％以上
Ｃ：90％以上
Ｄ：90％未満

A B B
・いじめの早期発見・早期対応で
は、アンケート調査及び日常的な把
握はいずれも基本的事項であり、継
続的な取り組みが期待される。

・アンケート調査及び日常的な生徒の状況把握により、迅速に対応する。「報告・連絡･
相談」により、組織的・継続的な指導を図る。
・生徒及び教員共に「いじめは決して許されない」という意識の醸成し、教員研修及び生
徒への日常からの指導を通して、人間関係の向上を図る。

5 Ⅰ　健全育成
生涯にわたって育む健やかな体
づくり

体力向上に関する指導の充実

運動・スポーツに対する
興味・関心を高めるとと
もに、心身の健康の保持
増進に向けた健康・安全
に関する指導の充実を
図る。

保健体育の授業や運動
系部活動を中心とした日
常的な体力向上の取組
を生徒が自ら考え、自主
的・自律的にできる態度
を育成する。

体力測定の結果におい
て、都の平均を上回る生
徒が
A：90％以上
Ｂ：80％以上
Ｃ：70％以上
Ｄ：70％未満

A B A
・ロードレース大会の実施再開が喜
ばしい。今後も体力向上に加え、柔
軟性や生涯の身体を思った身体づ
くりを考えて頂きたい。

・保健体育科の授業や運動系部活動において、発達段階や単元に応じて、事故、けが
防止等の安全面と基礎的体力の向上を考えて準備運動や補強運動、トレーニングを工
夫し、筋力や持久力、心肺機能等の向上を図る。

6 Ⅱ　学力向上 確かな学力の育成
教員の授業改善、指導力の向上
の推進

「評価の研究」や「生徒
による授業評価」を通
して、指導上の課題を
明確にし、授業力の向
上を図る。

生徒による授業評価の
結果も含め、授業改善プ
ランにそれを反映し、教
師の授業力向上を図る。

教員の学習指導力に対
する肯定的意見が、
Ａ：90％以上
Ｂ：70％以上
Ｃ：50％以上
Ｄ：50％未満

A A A
・現任教員の学習指導力に対する
生徒の評価はＡ（90％以上）と良好
である。個々の教員は、これを土台
として更に伸長を心掛けことが期待
される。
・生徒の声を聞いてもらいありがた
い。

・新学習指導要領における「形成的評価の研究」を生かして授業改善を図る。
・「授業評価」の結果を授業改善推進プランに反映し、授業力向上を図る。
・学習指導案を検討し、「主体的、対話的で深い学び」や「ICT機器を活用した授業」の
工夫・改善を図る。

7 Ⅱ　学力向上 確かな学力の育成
基礎的・基本的な学力の定着と
学ぶ意欲の向上

指導及び評価方法の
工夫・改善を通して授
業の充実を図るととも
に、到達目標を明確に
した授業の実践を目
指す。

毎時間の授業の到達
目標を生徒と教師が
共有しその達成度を
生徒自らが授業の終
わりに判断できるよう
工夫する。

到達度の活用に関する
肯定的意見が、
Ａ：90%以上
Ｂ：85％以上
Ｃ：80％以上
Ｄ：80％未満

A A A
・毎時間、到達目標を教員、生徒が
共有することは、出発点であり、到
達点でもある。
・到達度の活用に係るアンケートで
肯定的に捉えている教員が増えて
いる。更なる活用を期待する。

・「自分は何がわからないのか？」が生徒自身で自覚できるように、到達目標を設定し、
授業を工夫・改善をする。これにより、生徒の「わかろうとする気持ちの育成」と「主体的
な学習」につなげていく。

8 Ⅱ　学力向上 確かな学力の育成
言語活動の充実によるコミュニ
ケーション能力の育成

全ての学習の基盤あ
る言語能力の向上を
図る。

学習の基盤としての言
語活動を取り入れた授
業実践を行う。語彙習
得に関する指導を一
層充実させる。

文章を読むことの苦手意
識のある生徒が、
Ａ：25％未満
Ｂ：25％以上
Ｃ：50％以上
Ｄ：75％以上

B B B ・各教科での読む力を中心とした言
語活動に関する指導の一層の充実
を期待する。

・読む力を中心とした言語活動の指導を一層充実させることにより、読解力の向上を図
る。
・図式化の目的を明確にし、生徒自らが図式化をして読解ができるような指導方法を工
夫する。

9
Ⅲ　教育環境の整
備

各学校におけるカリキュラム・マ
ネジメントの推進

組織体としての学校機能の強化

教育課程の時間配分
や人的措置を工夫し、
教育活動の質の向上
を目指して教育効果の
最大化を図る。

「良き社会人の育成」の
ための学校の取組を教
育活動説明会、ＨＰや便
りなどで周知するなど、
保護者や地域に広報し、
共有する。

保護者による教育活動への
理解と協力について、肯定
的意見が、
Ａ：90％以上
Ｂ：70％以上
Ｃ：50％以上
Ｄ：50％未満

A B A
・保護者による「良き社会人の育
成」を目的とする教育活動への理
解・協力について、肯定的意見が得
られるようになてきている。

・継続して「良き社会人の育成」のための学校の取組をＨＰや便りなどで、保護者や地
域に広報していく。
・主幹会・企画会議にて、主幹教諭の指示・指導の下、各主任がリーダーシップを発揮
し、カリキュラムマネージメントの充実を図る。

10
Ⅲ　教育環境の整
備

特別支援教育の充実 特別支援教育の充実

特別支援教育の推進
に取り組み、個に応じ
た指導体制を確立す
る。

特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
を中心に、特別支援教
室と通常学級との連携
を高め、指導の充実を
図る。

特別支援教室において成果
の見られて生徒の割合が、
Ａ：90％以上
Ｂ：70％以上
Ｃ：50％以上
Ｄ：50％未満

A B A
・特別支援教室と通常学級とは　一
体的な存在として位置づけられる。
相互の連携により特別支援教育の
成果は高まり充実する。

・特別支援教育の意義、特質を全教員に徹底し、生徒や保護者に特別支援教育を理解
させたうえで入室につなげていく。
・通常学級との連携や個に応じた指導体制など、体制や方法を改善し、特別支援教育
の充実を図る。

11
Ⅲ　教育環境の整
備

各学校におけるカリキュラム・マ
ネジメントの推進

ライフ・ワーク・バランスの改善

教務主任を中心に各
行事を始めとする教育
活動の見直しなど、教
育の効果と効率に関し
て「ワーク」の見直しを
図る。

教育活動の見直し、改
善を推進し、週の平均
労働時間を５０時間以
内にする。

満足・おおむね満足が、
Ａ：90％以上
Ｂ：70％以上
Ｃ：50％以上
Ｄ：50％未満

B B B
・教育活動の見直し、改善への取り
組みに満足感をもちながら、生徒と
向き合う時間を確保することが肝心
である。
・週50時間以内への働き方改革の
取り組みは重要な課題だある。

・継続的に教員が自分自身の働き方改革を意識し、仕事の効率化を図るように啓発し、
早期退勤を推進していく。
・週一日「部活動なしの日」の設定を各顧問が意識する。土日どちらかの休業日も推進
する。
・仕事の効率化と同時に、教育活動の見直し、改善を図る。

令和４年度　東久留米市立 学校評価報告書

前年度までの学校経営
上の成果と課題

東久留米市第２次教育振興基本計画 自己評価

学校教育目標

教
育
ビ
ジ
ョ

ン

（１）自治力のある集団、正義の通る集団としての学校                           　　（２）すべての生徒が心の居場所をもつ学校
（３）学習の基礎・基本を確実に身に付け、主体的に学ぶ力を培う学校           （４）学校・家庭・地域社会が共に協力し、生徒を育てる学校

（１）知性のある「賢い生徒」　　　（２）思いやりのある「優しい生徒」　　　　（３）心身共に健康な「逞しい生徒」

（１）良き社会人の育成に尽力する教師　　（２）本校の課題を理解し、その解決のために組織の一員として努力する教師
（３）生徒理解力や授業力等の教師としての資質・能力の向上を常に目指す教師

短期経営目標 評価指標・評価基準 学校関係者評価
次年度の方策

（１年間）

　
　　　　賢く　　　　　　優しく　　　　　　逞しく

〇　一年　　自主
〇　二年　　自律
〇　三年　　自治

教員自身が働き方改革
を意識するだけでなく、そ
の実践に向けて、職務の
見直しや「ライフ・ワーク・
バランス」の改善を推進
する。

【成果】・校内研修会を通しての教員の授業力、評価改善力及び生徒理解力の向上　　・道徳の授業前検討会による授業力の向上並びに人権教育の推進　　　・いじめの未然防止への対応      ・特別支援教育の推進
【課題】・到達目標設定、形成的評価の充実と主体的で深い学びの推進　　・機能的、組織的な体制の確立とカリキュラム・マネジメントの推進　　　・特別支援教育の更なる充実

全教員が各価値項目に
ついての理解を深め、指
導することができるよう
に、道徳科の研究を推進
し、生徒たちの心を育成
する。

校内員会で学期ごと
に、不登校の状況の分
析に基づいて、個に応
じた取組を推進する。

基本的な生活習慣や
ルール、マナー、衛生
観念等を身に付け、自
ら考え、自主的・自律
的に行動できる態度を
育成する。

教員の研修の実施及
び生徒に対しての日常
からの指導を通し、人
間関係力の向上を図
る。

特別支援教室の目的や指導
内容を教員や保護者、生徒
に周知し、共通理解のもとで
入室につなげる。また、巡回
心理士やＳＣと連携を図る。

健康への関心を高め、保
健体育の授業や体育的
行事、部活動などを通し
て健康の保持増進、体力
向上を図る。

各教科の「形成的評
価」の研究を実践に生
かして授業改善を図
る。

到達目標について、
「何がわからないか」を
生徒自身が自覚できる
ように、工夫・改善を推
進する。

各教科における「読む
力」を中心とした言語
活動の充実を図る。

主幹会・企画会議を通し
て、主幹教諭の指示・指
導の下、主任教諭や各
主任がリーダーシップを
発揮し、組織の効率化、
機能化を図る。


