
 

大阪体育大学浪商中学校 

 

平成 28年度 学校評価(具体的な取り組み内容と達成状況) 
 

１ めざす学校像 

①「智・徳・体を修め社会に奉仕する」の建学の精神を再確認し、生徒一人ひとりに洗練された感性と豊かな心を身につけさせる。 

②生徒一人ひとりの夢が実現できるよう、個々の能力を伸張させ、希望進路の実現を推進する。 

③生徒保護者や地域から愛され信頼される南大阪の代表的な学校とする。 

④浪商高校創立１００周年までに、浪商ブランドを確立する。 

泉州を代表する進学校、大阪を代表するスポーツエリート校 

 

 

２ 中期的目標 

①生徒個々に応じた学力の向上 

授業力の向上：ⅠⅡ類コースでは学力の伸長をめざす。標準コースでは基礎基本の定着を図る。 

授業にとどまらず様々な場面での学習環境を整備する。 

生徒の自主的な学習態度を養う 

②生きる力の育成 

  規律ある学校生活を送り、生徒会活動などを通じて自主自立の精神を育てる。 

様々な体験活動やボランティア活動を通じて豊かな感性を養う。 

道徳の教科化への対応 

③中高一貫教育の推進 

  今年度入学生より中高一貫教育を実施。6 年後の進路を見すえ、計画的継続的教育活動を進め、学習面は言うまでもなく部活動でも生徒の個性を伸長し

すぐれた才能の発見に努め、文武両道教育の一層の充実をめざす。 

 

 

 

 

 



 

【学校教育自己診断の結果と分析・学校関係者評価委員会における提言内容】 

学校教育自己診断の結果と分析［平成 28年 11月実施分］ 学校関係者評価委員会における提言内容[平成 29年 10月実施分] 

学年によって数値が大きく変わっている状況がある。例えば、「入学満足

度」の肯定率は、全体では昨年の 79％から 84％へ上昇しているが、2年

生は 70％にとどまっている。2 年生保護者も 86％から 78％へ減少して

いる。また、「授業が分かりやすいですか」という項目では、1年生が 91％、

3年生が 88％であるのに対して、2年生は 49％という数値が出ている。 

生徒保護者とも 2 年生への対策が早急に必要である。保護者との連携

を深め繰り返し指導することで安心安全の学校生活を送らせることをめ

ざしていく。 

☆学習 

「毎日家庭学習している」の肯定率が 34％、昨年 38％より減少してい

る。1年 40％、2年 21％、3年 42％と低い状況である。生徒の家庭学習

を増やすための手立てが必要である。 

「授業に積極的に参加している」の肯定率は全体では昨年度同様の 79％

であるが、ここでも 2年生が 68％と低い値になっている。 

「先生は教え方に様々な工夫をしているか」昨年と同様に 79％である。

ただし、1 年・3 年は 90％以上であるが、2 年生は 54％にとどまってい

る。教員の 89％は授業に工夫をしていると回答している。生徒に届く授

業改善が必要である。 

☆部活動 

「部活動に積極的に参加していますか」は 79％で昨年より 7％増えて

いるが、「顧問の先生はよく面倒をみてくれているか」については 6％減

少している。部活動に関して、よりコミュニケーションをとり指導して

いくことが必要である。 

生徒へのアンケートで 80％を超えたのが、「学校行事に楽しく積極的に

参加している」「将来の進路や生き方について考える機会がある」「学校

に来るのが楽しい」「学校生活について先生の指導に納得できている」の

4項目であった。 

 

・自己診断の結果と分析、中期的目標である重点目標に対する自己評価はおおむね

妥当と考えられる。 

・授業の工夫を一層進めてほしい。講義形式など従来の手法にとどまらす、相互通

行型学習や調べ学習など様々な授業形態を研究し実践してほしい。 

・自己診断されているとおり 2 年生での肯定率が低いことは課題と考えられる。一

般的に 2 年生は中だるみのため、肯定率が低くなる傾向があるとされる。前年度

の結果比較すると「部活動に積極的に参加していますか」が、68％から 81％に上

昇している。これは「めざすべき学校像」として掲げている「大阪を代表するス

ポーツエリート校」を進めてゆくために成果が上がっていることを示すものと考

えられる。一方で、他の項目では昨年度の 2 年生に比べて肯定率が低下している

ものが多い。その理由を明らかにし、改善することが望まれる。 

・中高一貫教育については、6 年後の進路をどう考えどう実現していくのか、中高

が共通の目標を設定し、学校としての指導方針を明確にすることが重要だと考え

る。 

・保護者との連携を一層密にして連絡することが求められていると思う。担任がこ

まめな連絡することで学校に対する信頼感がより高まると思う。 

・家庭学習を定着させるためにも、適切な課題、宿題などを与え、習慣化させるこ

とが大切である。早急の対策を望む。 

・人権学習では、道徳におけるピアサポートトレーニングの取組など評価できる。

生徒の心の中にどのようにおとしこんでいくか課題であると思う。 

・こころの再生府民運動への参加により、3 年連続スクール表彰を受けたことは素

晴らしいことだと思う。ボランティア活動への取組は豊かな感性を育てるために

も重要である。 

・ホームページを一層充実させて学校の様子などがよりわかるようにしてほしい。 

・自己評価の結果に基づいて「めざす学校像」を実現するため目標を達成するよう

に努められたい。 

＊平成 29年 10月 4日実施 出席者 

 大阪体育大学体育学部 健康・スポーツマネジメント学科長 岡村浩嗣 

浪商中高保護者会顧問 中井剛弘 

浪商中学校：校長 清水俊彦、教頭 垣野健一、事務長 寺西正和、 

主幹教諭 福光聖美 
 



 

３  本年度の取組内容及び自己評価 

中期的 
目標 今年度の重点目標 具体的な取組計画・内容 評価指標 自己評価 

生
徒
個
々
に
応
じ
た
学
力
の
向
上 

①中学新教科プログラムの作成 

②演習の効果的活用 

③家庭学習の充実(1時間） 

①大学新テストを念頭においた中高一貫指

導プログラムの作成に取り組む。(シラ

バスの作成） 

②授業力の向上のための取組 

 研究授業、公開授業、管理職による授業 

見学（年間３回）、授業アンケート 

③習熟度別指導を念頭に置いた演習の効果

的な活用をめざす。 

④授業規律 ベル着の徹底 

⑤目標設定を明確にした各種検定の全校的 

な取り組み 

⑥授業外の学習支援(大学生による学習サ

ポート、ステップアップ講座の充実） 

⑦学習到達度を確認できる実力テストの定 

 着 

⑧朝学と家庭学習を関連させ、効果的な学

習習慣の確立をめざす。 

①シラバスの作成 

②研究授業、管理職による授業 

見学、授業アンケート 

実施 

③各教科で演習を設定 

④ベル着の実施 

⑤漢検、英検の全員受験 

⑥放課後の学習サポート(大学 

生の支援)を週２日実施する。 

ステップアップ講座の実施 

⑦学習到達度テストの実施（年 2

回） 

⑧朝学の工夫に取り組む。 

テスト前など自宅学習の定着 

のために課題設定を明確にし 

たプリントの作成 

①大学新テストを念頭にお

いたシラバスを作成した（A） 

学力の定着、伸長をめざす演

習の時間を各教科で実施（A） 

授業研究に努め生徒の学力

の定着向上に努める。 

②授業アンケートの実施（A） 

④ベル着の定着（A） 

⑤漢検、英検の全員受験の実

施（A） 

次年度は数学検定も実施し

ていく。 

⑥大学生の学習サポート（C）

次年度は大体大教育学部の

協力のもとより充実したも

のにしていく。 

ステップアップ講座（A） 

⑦学習到達度確認テストを 

年 2回実施（A） 

⑧朝学の内容の充実（C） 

朝学の効果的な実施のため

に全般的な見直しを進める。 

テスト前の生徒向け課題プ

リントを改定し家庭学習の

定着を進めた。（A） 

 



 

生
き
る
力
の
育
成 

①人権教育の充実 

ピアサポートトレーニングの系

統的な実施 

②生徒会活動の活性化 

③ボランティア活動の充実 

④キャリア教育 

⑤部活動 

①道徳でピアサポートトレーニングを実施 

し生徒の意識向上に取り組む 

いじめアンケートの実施 

警察や地域社会との連携を密にした安全 

教育の実施 

②生徒会活動の定着と充実をめざす。 

球技大会の実施 

各種委員会の活性化 

③ボランティア活動を通じて、社会に関心 

を持ち社会に参加する生徒の育成をめざ 

す。 

④学校と社会を関連させ、望ましい勤労観、 

職業観を育成する職場体験学習の実施す 

る。 

⑤部活動を通じて学校生活をより豊かにす 

るため一層の指導を行う。 

 

①道徳でピアサポートトレー 

ニング実施(７回) 

いじめアンケート実施(2回) 

交通安全教室の実施 

薬物乱用防止教室の実施 

熱中症対策教室の実施 

防犯教室の実施 

②球技大会を生徒会が主催 

各学期に委員会を実施し活性 

化をめざす。（年 6回） 

③こころの再生府民運動へ協力 

参加する。 

駅前清掃の実施（２回以上） 

老人ホーム訪問 

幼稚園訪問 

朝の挨拶運動 

④職場体験の充実 

多様な職場を確保し、生徒の興味 

関心に対応する。 

⑥部活動加入率 90％ 

 

①道徳の時間で計画通りピ

アサポートトレーニングを

実施（A）発達段階に応じた

系統的な取り組みを進め継

続実施する。 

いじめアンケートを 2 回実

施し、全校集会などや HR で

指導した。（A） 

各種教室を計画通り実施（A） 

②球技大会実施、各種委員会

の実施（B）委員会により活

動の差があった。次年度は生

徒が主体的に活動する場面

を充実させていく。 

②２年連続こころの再生府

民運動スクール表彰（S） 

④職場体験の受入れ事業所

の拡大（A） 

⑥部活動加入率 90％（A） 

レスリング部の創設 

ハンドボール部全国ベスト

8、男子体操部個人全国 7位 

 



 

中
高
一
貫
の
推
進 

①中高一体の校内体制の確立 

②広報活動の充実(入試対策室、入

試広報部) 

③入試制度の改善 

①中高一体となった組織運営 

担任、分掌、教科会議、部活動など中高

教員が共通認識のものと教育活動に取り

組む。 

中高の人事交流の推進 

中高一貫教育についての研究(高校との

連携) 

②入試広報部の立ち上げ 

オープンスクールの精査と充実、生徒・

卒業生の活用 

クラブ体験会の取り組み 

入試説明会の精査と充実 

中学教員の塾訪問 

高校の進学クラブの活用 

浪中生向け浪商高校説明会の充実 

③入試の改善(従来の一般入試に加え、ベー

シック入試の導入） 

 

①教科、分掌、部活動で中高の教

員が協力する体制づくり 

②入試広報部の立ち上げ 

生徒、卒業生を活用したオー

プンスクールの実施(2回) 

クラブ体験会(3回) 

入試説明会の実施(3回) 

中学教員の塾訪問 

進学クラブの活用 

浪中生向け浪商高校説明会(2

回) 

③ベーシック入試の実施 

 

①教科、部活動で中高の協力

体制が進んだ（A）分掌など

も含め実質的に中高一体の

運営を進めていく。 

②入試広報部の立ち上げ（A） 

オープンスクールの実施・充

実(2回)（A） 

クラブ体験会(3回)（A） 

入試説明会実施(3回)（A） 

浪中生向け浪商高校説明会

(2回)（A） 

中学教員の塾訪問（C） 

進学クラブの利用（D） 

新たな放課後の学習体制の 

確立をすすめる。 

③ベーシック入試の実施（A） 

 

 
 
 
 

達成状況は次の 5段階評価で示す 

Ｓ よく達成できた   Ａ まあまあ達成できた   Ｂ どちらとも言えない   Ｃ あまり達成できていない   Ｄ まったく達成できていない 


