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京都教育大学附属桃山中学校 
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１．本校の基本情報 

(1)学校名 京都教育大学附属桃山中学校  

(2)所在地 京都市伏見区桃山井伊掃部東町１６  

(3)学級数等 

一般学級９学級(１学年３学級) 収容定員３６０人(１学級４０人) 

帰国生徒教育学級３学級（１学年１学級）４５人（１学級１５人） 

ただし、第３学年は混合編成学級４学級で構成されている。  

(4)児童生徒数 ３９０人（男子201人・女子189人）  

(5)教職員数 

校長(併任)１， 副校長１， 主幹教諭１，  

教諭２２(うち任期付教諭３)， 

養護教諭１， 非常勤講師３， 

ＡＬＴ２， 事務職員３(専任１，事務補佐員２)， 用務員１  

 

２．本校の教育目標 

「豊かな感性をもち、周りとかかわりながら自己を伸ばす生徒の育成」 

 生徒一人ひとりの個性を尊重し、豊かな情操を培うとともに、社会や人との関わりの中で主体的に学ぶ

生徒の育成をめざす。（「豊かな感性、輝く個性、拡がる共生」） 

 

３．京都教育大学附属学校園の目的 

 教育の実験，実証並びに実習の機関として，本学に附属学校（幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び

特別支援学校）を置く。（本学学則第５６条） 

 本学附属学校は，児童，生徒又は幼児に対して，学校教育法に定めるところにより，教育又は保育を行

うとともに，本学における児童，生徒又は幼児の教育又は保育に関する研究に協力し，本学の計画に従い，

学生の教育実習の実施に当ることを目的とする。（附属学校規程第２条） 

 

４．本校の学校教育計画（年度重点目標） 

(1)目指すべきビジョン、ポリシーをもって、教育課程及び授業実践の研究を推進する。 

(2)本学、附属学校園と連携、協働して、実践研究・教員養成を推進する。 

(3)生徒にとって深く豊かに学び、仲間と共に人として成長できる学校づくりを推進する。 

(4)校内における危機管理（リスクマネジメント）の確立に努め、安心で安全な学校づくりを推進する。 

(5)学校（教職員）と生徒、保護者（地域を含む）との信頼関係が構築された学校づくりを推進する。 

 

５．附属学校園の機能向上に関する取組 
(1)教育実習指導のより一層の充実及び教育実習の改善を図る。 
(2)大学の方針に基づく教員養成及び実践的教育研究に協力する。 

(3)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を図る。 

(4)業務改善及び教職員の働き方に関する取り組みの推進を図る。 

 
６．本校の特色 

本校は、平常の授業をより充実させ、確かな学ぶ力と豊かな人間性の育成を目指すとともに、「豊かな

感性、輝く個性、拡がる共生」を合い言葉に、21世紀のグローバル社会で主体的に協働的に課題解決を図

ることのできる人づくりを目指している。また、一般学級とともに、西日本の国立大学附属中学校では唯

一の帰国生徒教育学級を特設し、帰国生徒の個々の課題に応じた特別な指導や帰国生徒のグローバルキ

ャリアを生かした全校的な国際教育を推進し、その成果を地域に発信することで、学校環境の内外におい

て進行する国際化への対応に貢献している。多様な背景を持つ生徒たちが共に学ぶことで、お互いの違い

を理解し尊重しながら、学びあい、高めあう、多文化共生につながる、寛容で優しい学校文化と風土が構

築されている。隣接する附属幼稚園・附属桃山小学校とは、平成７年度より幼小中連携教育研究を、また

附属桃山小学校、附属高等学校とは、12 年間の英語教育の連携研究に取組み、英語教育の高度化をめざ

した授業開発をおこなっている。さらに大学が主導する「グローバル人材育成カリキュラム開発」と連携

するとともに、新学習指導要領をふまえた本校独自の研究テーマ「学びに向かう力につながる授業」開発

について、現在その実践研究を進めている。 

 
 



平成３０年度 学校評価 年間計画 
 
学校名：京都教育大学附属桃山中学校 

 
 

時期 評価の検討と実施等 

平成３０年 
３月 

平成 29 年度学校自己評価実施、学校評価結果及び改善策とりまとめ 

保護者プリントにて平成 29年度学校評価結果及び改善策等を保護者へ周知 

４月 平成 30 年度学校運営方針、重点教育目標等策定 

学校便り「ひろがる環」に平成 30年度学校運営方針、重点教育目標等を掲載 

５月 
平成 29年度学校評価結果及び改善策、平成 30年度学校評価項目、平成 30年度学校

評価年間計画の学長への報告 

 

６月 学校評議員候補者の確定 

 

７月 全学年保護者懇談実施  

 

８月  

 

９月   

 

１０月   

 

１１月 本校研究発表会参加者アンケート実施 

 

１２月 全学年保護者懇談実施 

 

平成３０年 
１月 

  

生徒アンケート実施 

２月 
三校園研究発表会参加者アンケート実施 

保護者アンケート実施 

教職員アンケート実施 

３月 
保護者プリントにて平成 30年度学校評価結果及び改善策等を保護者へ周知 

学校評議員会実施 

学校自己評価実施、学校評価結果及び改善策とりまとめ 

４月 
平成 31 年度学校運営方針、重点教育目標等策定 

学校便り「ひろがる環」に平成 31年度学校運営方針、重点教育目標等を掲載 

５月 
平成 30年度学校評価結果及び改善策、平成 31年度学校評価項目、平成 31年度学校

評価年間計画の学長への報告 

  



平成３０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新学習指導要領をふまえながら，21

世紀のグローバル社会に対応できる

資質・能力の育成のために，教育課程

や教育方法と評価のあり方の研究，及

び効果的な授業の開発を行う。 

 

②大学教員の指導助言を得ながら，研

究発表会を開催し，その成果を発信す

る。 

 

①新学習指導要領の視点をふまえて

「学びに向かう力」に着目し、主体的、

対話的で深い学びにつながる授業づく

りを目指したが、全教科での共通理解

や「深い学び」につながる授業づくりに

関しては課題を残した。 

②大学教員の指導助言を受けて研究実

践を進め、11月 22 日に研究発表会を開

催し、公開授業、協議会において、授業

を提案し、研究の成果等を参会者に発

表した。 

 

 

 

 

 

Ｂ 

① 研究主題ともかかわって、主 

体的・対話的で深い学びを育成す

る授業研究に取り組むことはで

きているが、その成果には教科

間、教員間でのばらつきが見られ

る。 

 

②京都教育大学や東京大学他、多

くの研究者とつながり、指導を受

けることができている。 

・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見直し、他

校の優れた実践を積極的に取

り入れると共に、大学の研究者

の指導助言を得ながら、相互に

切磋琢磨できる実践研究の風

土を一層強固にする。 

（２） 

大学や附属学

校園との連

携・協働，実

践研究，教員

養成の推進 

①大学が進める「グローバル人材育

成プログラム」事業と連携して本校

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，附属桃山小学校との幼

小中連携教育研究の充実発展に取り

組み，その成果を三校園合同研究発表

会において地域に発信する。 

 

③大学教員，及び附属桃山小学校，附

属高等学校と協働して，英語教育の連

携教育に取組み，小学校の英語教育を

ふまえた中学校における英語教育の

高度化，充実を図る。 

 

①「グローバル人材育成プログラム」事

業の一環として、大学教員の指導を受

け、研究発表会において三つの授業を

提案した。プロジェクト研究として帰

国生徒学級における学級活動や伝統文

化理解・体験学習、及び総合的な学習の

講座内容の開発と充実を図った。 

②幼小中連携教育を貫く視点として

「問いを持ち、学び続ける子」に着目

し、異年齢交流による授業等を提案し、

その研究成果を合同研究発表会にて広

く地域に発信した。 

③英語教育の高度化に向けた指導力向

上プロジェクトとして小中高で連携

し、大学教員の指導を受けて、公立学校

教員を対象に授業を公開し提案した。

校種を越えて研究協議を行い、「話す」

ことへの意欲を持ち続ける指導のあり

方について授業改善を図ることができ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

①本校と三校園で開催した研究

発表会で、三つのグローバル人材

育成に関わる授業が公開され、実

践データとして録画されること

となり、事業の推進に貢献できて

いる。 

 

 

②今年度、三校園合同の研究発表

会を開催し、全国から 500名を超

える参会者があった。京都地域の

公立学校関係者がこれまでより

多く参加していることは大きな

成果である。 

 

③４年間に及ぶ「外国語教育強化

地域拠点事業」の終了後も、その

成果を継続し、小中高で連携して

取り組むことができている。 

・「グローバル人材育成プログ

ラム」事業に継続して取り組む

と共に、新たに本校の研究テー

マや本校独自の実践に合致し

たテーマで、積極的に大学教員

と協働して、プロジェクト研究

に取り組む。 



（３） 

深く豊かに学

び，仲間と共

に人として成

長できる学校

づくり 

 

 

 

 

①質の高い，確かな学力を保障する

ために日々の授業づくり，学習規

律，学習環境の充実改善に取組む。 

 

②生徒各自の人権が尊重され，自己

肯定感，自尊感情が育まれる学級，

学年，全校集団づくりを推進する。 

①「学びに向かう力」につながる授業の

工夫をテーマに授業改善を行い、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、生徒会によるベル着

や環境美化、教室整備等を行った。 

②学級活動や道徳、各教科の授業など

において人権意識の向上を図るととも

に、生徒会主催の人権啓発キャンペー

ンや集会、生徒主体の行事を充実させ、

達成感のある取組を多く展開すること

ができた。 

 

 

 

 

 

 Ａ 

①学校全体として授業改善に

日々、努めていることが認められ

るが、まだ、教科間、教員間で差

が見られるようだ。 

 

②文科省主催の「いじめサミッ

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

人権尊重の啓発をダイナミック

に積極的に展開していることは

すばらしい。 

 

・生徒理解を深めるため、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

客観的に記録し、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

進める。 

（４） 

校内における

危機管理の確

立と安心・安

全な学校づく

り 

①生徒の日常生活における行動や精

神面での様子の掌握に努め，問題事

象の未然防止を図る。また，問題事

象を確認した場合は，迅速に教員間

で情報の共有を行い，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，その

他の突発的な事故に対応できるよう

に，生徒指導方針，及びマニュアル

等の整備，改善を進める。 

 

①学級担任、学年教員、生徒指導部が連

携し、生徒の様子、課題の把握、共有を

図った。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、改善を

図った。 

②避難訓練（火災･地震）、不審者対応

訓練を行った。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、訓練への対応に留まり、不測の事

態への対応に関しては、更なる検討、事

例研究が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｂ 

①運営委員会や生徒指導部会な

どで、生徒の様子を随時情報交換

し、共通理解を図っている。 

 

 

 

②避難訓練、不審者対応訓練など

を定期的に行っているが、パター

ン化の傾向にある。突発的な事態

に対応できるように避難の内容

に工夫が必要である。 

・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、教職員間における「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、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

つ実効的な方法を精査・模索

し、その実現に向けて努める。 

（５） 

学校と生徒・

保護者との信

頼関係の構築 

①生徒一人ひとりを尊重し，指導や支

援を丁寧に確実に行うとともに，教員

間の情報共有と指導の統一を心がけ，

保護者との連絡や連携を密に行う。 

 

②本校 HP や学校便り，懇談会等で生

徒，保護者，学校関係者への教育活動

の内容について情報提供を行う。 

 

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情報の把握、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 

①生徒の人権尊重、事実にもとづ

く丁寧な対応ができている。 

 

②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。ただし、本校ウ

ェブサイトのさらなる更新やバ

ージョンアップが期待される。 

 

・教員としての資質・能力を高

める研修を一層充実させる。 

 

・さらに開かれた学校として、

ウェブページ等による情報発

信の工夫と改善を進める。 

      



   平成３０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 

①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。大学
の当該委員会から学校への参観、
視察が、より行われてもよい。 
②十分なオリエンテーションが
行われているが、事前・事後を含
む大学との連携が、いっそう図ら
れることが望ましい。 

・教育実習のさらなる充実を図
るため、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
指導を一層充実させる。 

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「グローバル人材育成プログ
ラム」事業に協力し，本校においてカ
リキュラムの試行や授業実践を行う。 
 
 
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、大学教員の事
前事後の指導を受けながら研究発表会
において三つの授業を公開し提案し
た。 
②大学教員と附属学校園の教員と協働
で、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。 

 

 

 

Ａ 

①積極的に授業を公開し、大学で
の教育研究に寄与している。 
 
 
②「附属桃山地区学校園（幼小中）
連携教育研究」発表会では、500
名を超える参会者を迎えて開催
しており、研究の成果を多くの参
会者に発信している。 

・大学の進める「グローバル人
材育成プログラム」事業と連携
をより深め、効果的かつ実効的
に取組むことで、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をさらに
充実させる。 

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その他学
校関係者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 日に約 200 名の参
会者を迎えて開催した。 
②外国からの視察訪問を受け入れるこ
とができた。 

 

 

 

Ｂ 

①本校独自及び附属幼稚園・附属
桃山小学校との連携による研究
発表会を開催しているが、地元で
ある京都市・京都府への還元、パ
イプづくりが課題とされる。 
②外国からの研究者や教員の来
客も複数あり国際的には貢献し
たが、各地からの視察訪問があま
りなかったことが課題である。 
 

・京都府・市への広報活動に努
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、研究実践の交流を推進し、
公立学校に応用できる教育実
証的かつ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，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 

①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業務
改善が図れたといえる。 
② 行事等を見直し、改善、精 
選に向けて会議等で検討したこ
とは成果であるといえる。 

・働き方改革を基軸に、教職員
が心身共に健康で、生徒と関わ
りを持つ時間をさらに増やせ
るよう、行事等の見直し、改善、
精選をさらに進める。 
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