
2019年度 京都教育大学附属桃山中学校 学校評価 

① 教育活動その他の学校運営に関する事項（学校教育法に基づく評価） 

本年度の 

重点目標 
具体的な取組内容 自己点検評価 

自己 

評価 

区分 

学校関係者評価 改善策 

（１） 

教育方法と評

価研究及び授

業実践研究の

推進 

①新学習指導要領を見据えて、新しい

時代に必要となる資質・能力の育成の

ために授業の工夫と改善を行い、特に

「学びに向かう力」を育む授業づくり

と「授業研究」のあり方について、

学校全体の研究体制を整備して実

践研究を進める。 

 

②本学教員及び他大学の研究者の指

導助言を得ながら、授業研究と開発を

行い、その成果を研究発表会等で広く

地域に発信する。  

①授業研究の視点として、「生徒が立

ち向かうべき未知の状況」としての課

題設定と見通し及び振り返りを着実に

行うことで、深い学びの成立をめざし

た研究実践を全校体制で組織的に行う

ことができた。同時に研究協議のあり

方にも教員の共通理解が生まれ、実践

内容を充実させることができた。 

②本学教員及び他大学の研究者の指導

助言を得て研究実践を進め、11月 22日

に研究発表会を開催し、本学関係者を

含め 400 名を超える参会者にその成果

を発信することができた。特に京都地

域からの参会者がこれまでに比べ増加

したことは大きな成果であった。                        

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

・生徒とともに教員も「深い学び」

を生み出す授業改善に努めてい

る。研究体制や実践内容にも全体

の統一が図られ、改善がみられ

る。 

・京都教育大学や学習院大学等、

大学の研究者とつながり、継続的

な指導を受けている。 

 

 

・今後も研究体制や組織のあり

方、及び公開授業等の設定や研

究協議のあり方については、他

校の優れた実践や大学の研究

者の指導助言を得ながら改善

し、教員が相互に切磋琢磨でき

る実践研究の風土をより確か

なものにしていく。 

 

 

（２） 

本学、附属学

校 園 と の 連

携・協働、実

践研究、教員

養成の充実 

①プロジェクト研究等の実践的教育

研究を大学教員と連携して行う。本校

独自の帰国生徒教育や総合的な学習

等の特色ある教育活動の充実と発展、

及び各教科や領域におけるカリキュ

ラム開発や実践研究を行う。 

 

②附属幼稚園、附属桃山小学校と「問

いを持ち、学び続ける子」の育成を目

指して幼小中連携教育研究の充実発

展に取り組む。 

 

③大学、附属桃山小学校及び附属高等

学校と協働して、中学校における英語

教育の高度化、充実を図り、その成果

を研究発表会で公開し、地域に発信す

る。 

①学長裁量経費プロジェクト研究とし

て教科や総合的な学習において大学教

員との共同研究を行うことができた。

また帰国生徒学級におけるスピーチ発

表や伝統文化体験学習の充実や本校独

自の総合的な学習の講座内容の開発と

充実を図ることができた。 

②校種を越えた幼小中の統一主題のも

と、各ワーキンググループで授業交流、

公開授業等を行い、その研究成果と課

題を実践報告集にまとめ、次年度の研

究発表会に向けて実践の蓄積を行っ

た。 

③大学教員の指導を受けて小中高の英

語科教員の指導力向上のための実践研

究を進め、10月 31日開催の研究発表会

にて 300 名を超える参会者にその成果

を発信できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

・大学教員との共同研究プロジ

ェクトにおいて、特に漢文教育

や SDGs 等で積極的な実践報告

や公開授業等が行われ、研究推

進に貢献している。 

・三校園教員による合同研究会

を月 1回開催し、統一した研究

主題のもと教員間交流や実践

研究を維持している。 

・小中高合同で研究発表会を開

催し、京都地域をはじめ全国か

らの多くの参会者を集めて、成

果の発信と教員研修の場を提

供できている。 

・今後も本校の研究テーマに

そったプロジェクトをはじ

め、本校の特色ある教育活動

の充実につながる教科及び領

域において、積極的に大学教

員と共同して実践研究に取り

組む。 

 



（３） 

深く豊かに学

び、人として

成長できる学

校づくり 

 

 

 

 

①質の高い、確かな学力を保障すると

ともに、学び続ける生徒の育成につな

がる授業開発と共に、学習規律、学習

環境の整備と充実に取り組む。 

 

②道徳教育、特別活動等の充実を図

り、お互いの人権が尊重され、自己肯

定感、自尊感情、規範意識が育まれる

学級、学年、全校集団づくりを推進す

る。 

 

①「深い学びを生み出す授業づくり」

をテーマに全教員で授業改善を行い、

それを支える学習環境づくりとして、

生徒指導部と連携し、生徒会主催によ

るベル着運動や環境美化、教室整備等

を行った。 

②道徳の時間や学級活動を中心に人権

意識の向上を図るとともに、生徒会主

催の学校行事や人権啓発キャンペーン

や集会などに積極的に取り組み、達成

感のある活動を展開できた。 

         

 

 

 

 

 

 Ａ 

・研究テーマに沿って、日々授業

改善に努めていることが認めら

れる。一方で ICT の活用がまだ限

定的で、教科間、教員間で差があ

り、今後の改善を期待したい。 

・昨年度に引き続き文部科学省主

催の「いじめ問題子供サミット」

に生徒会本部が積極的に参加す

るなど、生徒会が先頭に立って人

権尊重の啓発を積極的に展開し

ていることが認められる。       

・日々の行動観察や保護者との

懇談、評価アンケート等を通し

て、生徒の学習状況や生活の実

態及び生徒、保護者の要求を適

正に客観的に把握し、学校全体

として日々の授業改善、教学情

報の共有、学習環境の充実と整

備を行う。 

 

 

       

（４） 

校内の危機管

理の確立と安

心・安全な学

校づくり 

①日常的に生徒の行動や精神面での

様子の掌握に努め、教員間の情報共有

と迅速な対応により問題事象の未然

防止に努める。また問題事象を確認し

た場合は、迅速に情報共有を行い、一

致した指導方針で解決を図る。 

 

②学校安全計画に基づき、避難訓練等

を計画的に実施すると共に、生徒及び

教職員の防災意識の向上につながる

ものとなるよう、これまでの目的及び

内容の見直し、生徒指導方針及びマニ

ュアル等の改善を進める。 

 

①学級担任による全生徒との定期的な

教育相談の実施のほか、昼食時間や休

み時間中の巡回等で生徒掌握に努め

た。また、いじめアンケートや生徒会

の人権アンケート等で問題事象を把握

した場合には、生徒指導部やいじめ対

策委員会、運営委員会等で協議し、保

護者と連携して改善を図った。 

②避難訓練（火災･地震）、不審者対応

訓練を行い、いずれも迅速な対応で生

徒を短時間で避難させることができた

が、訓練のための指導と避難誘導の域

に留まっており、多様な災害に対して

の防災意識の向上につながる取組とし

ては課題が残る。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 Ｂ 

・生徒との教育相談を積極的に実

施していることについて、今後も

生徒の心理面での継続的なサポ

ートを期待したい。 

・避難訓練、不審者対応訓練など

を定期的に行っているが、形骸化

しないように、その都度、その意

義や必要性について生徒たちに

事前に考えさせる工夫が必要で

ある。 

  

           

・管理職、運営委員会、生徒指

導部、いじめ対策委員会の連携

のもと、教員間における「報

告・連絡・相談」の一層の徹底

を図り、日々の生徒の様子の把

握を確実に行う。 

・生徒が避難訓練等を自分事と

して捉え、個々の防災意識を高

めることができるよう、避難訓

練等の目的や内容を見直し、先

進校の実践を参考に、より効果

的かつ実効的な方法を工夫す

る。 

（５） 

学校と生徒・

保護者との信

頼関係の構築 

①教員間の情報共有と指導の統一及

び教員研修の充実を進め、生徒一人ひ

とりへの指導、支援を丁寧に確実に行

い、保護者との連絡、連携を密に行う。 

 

②HP や学校・学年・学級便り及びメ

ール配信等、また懇談会や育友会等を

通して、本校の教育活動についてより

効果的に情報提供を行う。 

①日常の生徒掌握と共に、教育相談、

アンケート等で生徒の状況の把握、教

員間の情報共有に努めた。保護者との

日々の電話連絡、懇談にも丁寧に対応

できた。 

 

②本校 HPや学校便り、学年通信、学級

通信等で学校の教育活動、生徒の頑張

り、様子について情報提供を行った。 

 

 

 

 

 

Ｂ 

・生徒の人権を尊重し、事実にも

とづき、保護者と連携し、丁寧な

対応ができている。 

・学校便り「つながる環」を毎月

発行するなど、積極的な情報発信

がなされている。また、本校ホー

ムページの更新やバージョンア

ップが期待される。 

 

・夏季研修等を活用し、教員と

しての資質・能力を高める研修

の充実に努める。 

・本校の特色ある教育活動を効

果的に伝えられ、さらに見やす

く、わかりやすいホームページ

になるよう工夫する。 

     



2019年度 京都教育大学附属桃山中学校 学校評価 

 

② 附属学校園の機能向上に関する事項 

本年度の 

重点目標 
具体的な取組内容 自己点検評価 

自己 

評価 

区分 

学校関係者評価 改善策 

教育実習指
導のより一
層の充実及
び教育実習
の改善 
(中期計画 35) 

①大学の実地教育運営委員会と協
働し，教育実習指導や実習評価の改
善に取り組む。 
 
②本校での教育実習生に対するオ
リエンテーション内容の充実を図
る。  

①実地教育運営委員会からの指示や附
属学校の実習指導研究会との連携をふ
まえて、学生への対応、評価のあり方
の改善に努めた。 
②従来通り事前教育を複数の教員が多
様な視点で分担することで、多面的な
生徒理解や中学校実習への心構え等、
内容の充実を図れた。 

 

 

 

Ａ 

・学校としての実習指導や実習評
価が堅実に行われている。 
・オリエンテーションが丁寧に行
われているが、事前・事後を含む
大学との連携がいっそう重要で
ある。 

・大学の実地教育運営委員会と

の連携をさらに深め、指導学生

の実習時における参観指導を

充実させる。 

 

 

大学の方針
に基づく教
員養成及び
実践的教育
研究への協
力 
(中期計画 36) 

①大学の進める「グローバル人材育
成プログラム」事業について、引き
続き協力する。 
 
②大学教員、附属学校園の教員と協
働して「附属桃山地区学校園（幼小
中）連携教育研究」及び、英語教育
の連携研究（小中高）に取り組む。  

①大学の「グローバル人材育成プログ 
ラム」事業の一環として、2018 年度の
授業ビデオを提供した教員が引き続い
て協力することができた。 
②大学教員と附属学校園の教員と協働
で、小中高連携による外国語教育研究
発表会を開催し、授業実践事例を提案
しその成果を多くの参会者に発信し
た。 

 

 

 

Ｂ 

・外国語教育研究で高校を含めた

小中高の連携研究は貴重であり、

教育研究発表会では、300名を超

える参会者を迎えて開催し、研究

の成果を多くの参会者に発信し

ている。 

・本校独自の教育研究のほか、

桃山地区三校園連携、小中高連

携による外国語教育研究の充

実に向けて、いっそう大学教員

との連携を深め、効果的かつ実

効的に取り組む。 

地域の教育
力向上への
貢献及び教
育研究活動
の成果の公
表 
(中期計画 37) 

①本学教育創生リージョナルセン
ター機構との共催，京都府・市教育
委員会の後援により，研究発表会を
開催する。 
 
②地域や全国の教育委員会、学校関
係者等の学校訪問を積極的に受け
入れる。 

①本学教育創生リージョナルセンター
機構との共催、京都府･市教育委員会の
後援により、本校研究テーマによる研
究発表会を 11 月 22 日に 400 名を超え
る参会者を迎えて開催した。 

②他県や京都府内から教員研修視察及

び外国（中国・台湾・イギリス）から

の教員視察や学生の訪問交流を受け入

れることができた。 

 

 

 

Ａ 

・本校独自の研究発表会及び附属
桃山小・附属高校との連携による
外国語教育研究発表会を開催し
ており、徐々に京都府・市からの
参会者の増えていることは評価
できる。 
・外国からの教員視察や生徒・学
生の訪問交流の受入のほか、国内
の教育関係者の視察研修の受入
が増えている。 

・京都府・市への広報活動にい

っそう努めるとともに、積極的

に連携を図り、教育課題の共有

や情報交換、実践交流を推進

し、公立学校に応用できる実践

的な研究を進める。 

 

業務改善及
び教職員の
働き方に関
する取組の
推進 
(働き方改革) 

①部活動のあり方を見直し、部活動
運営方針の策定、休養日の明確化と
ともに教員の業務改善を図る。 
 
②校務の効率化、適正化に向けた行
事活動の見直し、改善、精選を進め
る。 

①部活動のあり方を見直し、休養日の
明確化とともに、保護者の理解を得て、
教員の業務改善を図れた。 
 
② 校務の効率化、適正化に向けた行 

事の見直し、改善、精選を進めること

ができた。 

 

 

Ｂ 

・部活動のあり方を見直し、保護
者の理解を得て、教員・生徒の休
養日を明確化できたことは、一定
の業務改善が図れたと考えられ
る。 
 

・教職員が心身共に健康で、生
徒と関わりを持つ時間を増や
せるよう、行事等の見直し、改
善、精選を推進する。 

 

 


