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意欲的に取り組
ませ自信を持た
せる指導を実践
する。

【考察】
○1学期は月に1度の割合いで大きな行事が計画されてお
り，その行事の多くが生徒や生徒会が主体的に動くことに
よって成立する内容になっているので生徒同士が多くかか
わり合うようになっているので，良い点を発見しやすくなって
いると考えられる。
○生活規律については，９３％の生徒が守られていると評
価している。しかし，生徒の自己評価に甘い点があると考え
られる。服装やあいさつなどは良くなっているが，時間を守
るという点においては，時間さえ守られていれば良いという
考えがあり，余裕を持って行動すると言う点について不安な
点がある。
○体力・運動能力調査では，本校の重点課題である走力，
投力，持久力が県平均を上回ったのは，全校生徒の54.6％
であった。昨年より20ポイント上昇している。授業や部活動、
生徒会活動を活用し計画的，継続的な取組をしてきた結果
であると考えられる。引き続きの取り組みが必要である。

【結果】

平成２９年度　　結果の分析及び今後の改善策
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学力・学習意欲
を
向上させる。

【考察】
〇校内試験で６割以上の生徒は，１年生でどの試験でも７
０％以上，２年生は１学期課題試験では４２％であったもの
が，２学期の課題試験では２７ポイント上昇し６９％以上に，
３年生５２％が１２ポイント上昇の６４％になった。これは
「バッチリノート」や「チャレンジ家庭学習」，「天中タイム」等
の取り組みが少しずつ成果として表れていると考える。
〇各学力調査の基礎問題は，どちらの調査も７０％を越える
通過率であるが，活用問題は６０％半ばであり，知識を活用
して問題を解決する力に課題が見られる。
〇家庭学習時間の調査では，保護者のアンケート結果が生
徒のアンケート結果を１４％上回っている。これは以前より
家庭学習を行っている生徒が増えてきたことを保護者が評
価したものと考える。

○自分や他人の良さを認め合う
・行事等を通して，生徒に困難を乗り越
えさせ自信を付けさせる。
・生徒同士の良好な関係を維持するた
めに，生徒主体の行事を計画的に実施
していく。
○生活規律
・物の見方という点で，一つの事象に対
して，多角的な見方があることを知ら
せ，生徒の感覚を磨いていきたいと考
えている。
・例えば2分前着席は先生に声をかけら
れて動くのと，自分で時計を見て動くの
とではどちらの方が評価価値が高いか
のどを。具体例を挙げて呼びかけると
自分たちを鍛えることができるのでそこ
に力を入れていきたい。
○体力運動能力向上（走力，投力，持
久力）に向けた取組
・保健体育委員会が中心にクラスマッチ
や団マッチの大会を企画して，スポーツ
に親しみ運動の楽しさを味わわせる中
で走力・投力・持久力の向上を図る。
＊全校一斉ランニング・球技大会・なわ
とび大会など
・月ごとに持久走の記録会を行い自分
の伸びを確認したり，伸びの結果を掲
示することにより向上心を持って運動に
取り組む習慣をつける。
・チャレンジマッチに挑戦し上位校を目
指す。
・部活動への積極的参加の推進。

豊かな心と体を
育成する。

生徒会執行部・
委員会を中心と
する生徒の自治
的活動を推進す
る。

記録更新への意
欲を引き出す取
組を継続する。

○授業力の向上
・校内試験における得点の配分を調査
すると，２年生は４割から７割に集まり，
１・３年生は広く分布している。このよう
に学年でバラツキの分布傾向が異な
り，１・３年生は低位の生徒の底上げを
する必要がある。また２年生において
は，中低位の幅広い生徒に深く考えさ
せる指導が必要となる。これらから，各
授業での「教えて考えさせる」授業モデ
ル（しっかり教える→深く考えさせる→
学びを振り返る）の授業を徹底し，生徒
の「主体的な学び」を目指した授業づく
りを行う。
○家庭学習の定着
・今後も保護者アンケート結果が向上す
るように，計画的な家庭学習のための
課題の出題および，全員提出するよう
係や各教科，担任が連携し，指導する。
・今後も「チャレンジ家庭学習」を行い，
全校での取り組みを推進する。
・継続的に「バッチリノート」を定期試験
前に実施し，自主的な学習で学習内容
の確認を行う。（１日２ページ以上，期間
中に３０ページ以上行うことを目標として
いる）
※これらの取り組みは生徒の頑張りとし
て紹介し，学校朝会等で評価する。
○天中タイム（１０分間のモジュール学
習）
・終わりの会の後に，定期的に５教科の
「天中タイム」を行い，授業内容の充実
や学力の確認，小テスト等を実施する。
○「フォーサイト」の活用
・フォーサイトを使って生徒個人で目標
管理と振り返りを行う。

様式３

貫

５０ｍ走
ハンドボール投げ
持久走（シャトルラン）

３種目平均

６０．０％
５６．３％
４７．５％
５４．６％

体力・運動能力調査
県平均を上回る生徒の割合

肯定的評価

86%
96%
93%
95%
93%

服装をきちんと整えている。
自分から先にあいさつができる。
掃除をきちんとしている。
平均

生徒アンケートより
２分前着席を守れている。

61%

家庭学習時間
1.5時間以上学習している（生活面に関するアンケートより）

第２学期

課題試験 単元テスト 期末試験 課題試験

第１学年 77.8% 70.4% 74.1% 74.1%

第２学年 42.3% 57.7% 61.5% 69.2% 57.7%

第３学年 52.0% 52.0% 64.0% 36.0% 51.0%

平均 47.2% 62.5% 65.3% 59.8% 60.9%

第１学期

校内試験得点６割以上の生徒の割合（平成２９年度）

平均

基礎問題 活用問題

76.9% 65.4%

74.0% 63.5%全国学力・学習状況調査(第３学年）

得点６割以上の生徒の割合（平成２９年度）

「基礎基本」定着状況調査（第２学年）

肯定的評価

68%
90%
79%

行事を通して友達の良さ・素晴らしさを感じることがある

平　　　　　　均

行事を通して自分の良さ・素晴らしさを感じることがある

生徒アンケートより



★

学校力を高める 教師力の向上

【考察】
○先生の頑張りを評価している生徒の割合は，目標値
（80%）を達成することができた。
日々の授業で，指導方法の工夫や改善の取り組みにより生
徒たちの主体的な学びをを推進させていくことができた。
 教職員も体育祭や全校合宿等の行事に積極的に取り組み
成功させることができた。このような主体的な教職員の取り
組みが生徒の評価につながったものだと考えられる。

○教師力向上に向けて
・生徒だけでなく，教職員もチャレンジ精
神をもち，積極的に，教育活動に取り組
んでいく。

○ゲストティーチャーの活用
・ゲストティーチャーの招聘により，効果
的な教育活動ができている。
・様々な分野からの，ゲストティーチャー
を活用し，工夫改善を推進していく。
・先輩（卒業生）が，後輩に学んだことを
伝承する機会等の場を設定する。
○地域行事やボランティアの参加
・地域との協働を意識し，地域へ行事等
への参加を積極的に推進していく。
○学校からの情報発信
・計画的に学校ＨＰの更新を行う。

ゲストティー
チャーを招いて
授業を行う。地域
行事等へ参加す
る。

地域・保護者へ
学校の情報を積
極的に発信す
る。

地域との協働を
推進し，信頼さ
れる学校づくり
を進める

【考察】
○ゲストティーチャーは計画的に招聘し，効果的な教育活動
ができた。特に，今年度も，地域との協働を意識して行った
防災サマースクールは，生徒の防災意識を多いに高めるこ
とができた。今後も，このように学校（生徒）と地域が双方向
の取組になるよう改善を図っていくことが必要である。
○地域の行事やボランティア活動に参加する生徒の割合は
73%で，昨年度同時期の64％を上回った。地域との協働を意
識させた取り組みを進めることができた。

【結果】

貫

4月26日 第１学年
5月2日 全　校

6月10日 全　校
6月19日 第１学年
6月19日 第２学年
7月19日 全　校
8月23日 第１学年
8月24日 第３学年
8月25日 第３学年
8月29日 第３学年
9月11日 第２学年
9月15日 全　校
9月20日 全　校

地域学習「天応の歴史」

栄養教諭による食育
ゲストティチャー招聘授業

トップアスリート派遣
キャリア教育（旅行会社を作ろう）

マナー講座

防災教育サマースクール

邦楽鑑賞会（三曲会）

交通安全教室
ＰＴＡ教育講演会

防災教育サマースクール

防災教育サマースクール

心肺蘇生法講習
港湾漁港課出前トーク

肯定的評価

73%

生徒アンケートより
地域行事やボランティア活動に参加している

肯定的評価

84%

保護者アンケートより
ホームページや学校通信等で情報を随時公開している

肯定的評価
86.0%

生徒アンケートより
先生は，授業や行事で頑張っている。


