平成 30 年 3 月 20 日（火）
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企画会議資料

平成 29 年度学校評価実施報告書（実施結果）
視
点

１年間の目標

②授業改善計画に則
り 1 年間を通じて
組織的な授業改善
を行う。
③生徒による行事の
企画・運営を通し
て社会性・自主性
を育成する。
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取組の内容
具体的な方策

校内評価
評価の観点

達成状況

②授業改善計画に則り組織
的計画的な授業改善に取
り組んだ。「生徒学力調
査」「生徒による授業評
価」の結果を分析し改善
へ生かす。
③体育祭・文化祭・文化部
教育
発表会・球技大会で、生
課程
徒の主体的な運営、企画
学習
が行われた。行事がス
指導
ムーズに行われるよう
に、前年度から上級生が
活動し、下級生をリード
する体制を整えた。球技
大会では当日の運営をほ
ぼ生徒だけで運営でき
た。
①指導計画・目的を
①頭髪・服装指導や交通法 ①指導や講習会等を年 ①定期試験中に頭髪・服装
明確にした上で、
規やマナー理解を深める
間３回以上実施・開
指導を行い、生徒の状況
職員全体で組織的
ための登下校指導や交通
催し、改善できたか。
把握に努めている。また、
に取組む。
安全教室等を定期的に行
（担当者評価）
週２日登校指導を行い、
②運動部、文化部と
い、その都度効果検証を ② 入 部 率 が 90% 以 上
生徒の交通マナーの改善
もに、高い加入率
行う。
か。12 月の部員調査
に努めている
を維持し、部の充
②高い入部率維持のため、
で継続性が見られた ②12 月の部員調査では入
生徒
実した活動により
学校説明会、新入生歓迎
か。（担当者評価）
部率が 90％を上回り、ま
指導
「人づくり」を行
会、部活動見学会等をよ ③教育相談・生徒支援
た継続性も見られた。
・
う。
り効果的に実施する。
組織図に基づき、組 ③ケース会議等を通じて生
支援
③ケース会議や教育
③教育相談・生徒支援組織
織的に実施できた
徒の状況を共有できるよ
相談を活用し、多
図に従い、生徒一人ひと
か。
うにしている。
様な生徒の情報を
りに寄り添い、生徒理解
年２回の生徒の意
共有し、有効な支
を深めるための教育相談
識調査等を有効活
援を行う。
やケース会議等をより効
用し、生徒の早期対
果的に活用し、組織的に
応に役立てたか。
取り組んでいく。
(生徒アンケート・
担当者評価）
①②外部資格試験等
①TOEIC Bridge を１、２年 ①５割以上の生徒に英 ①TOEIC Bridge を１、２年
をより一層活用す
生全員対象に実施する。
検２級か同程度の力
生全員を対象に実施し
る。また、生徒一
昨年に引き続き実用英語
がついたか。講習に
た。実用英語技能検定の
人ひとりに内在す
技能検定の準会場とな
より生徒の能力が伸
準会場実施を２回に増や
る多様な個性と能
り、生徒に受験の機会を
びたか。(TOEIC
し、多くの生徒が受験し
力の発見、伸長の
提供する。
Bridge 得点、生徒ア
た。生徒の学習要求に合
進路
ため、講習等を実
学習者のニーズに合致
ンケート･担当者評
致した内容の夏期講習を
指導
施する。
した内容の夏期講習を
価)
実施した。
・
②③キャリア教育実
実施する。
②③多様な内容のプロ ②総合的な学習の時間を活
支援
践プログラムを発
②③「総合的な学習の時間」
グラムを実施し、生
用し、社会人卒業生によ
展させ、より高い
だけでなく、様々な教育
徒の進路実現、自己
る講話、模擬投票、大学
レベルでの生徒の
活動の機会を捉えて、多
実現を支援し、進路
出張講義など多様な内容
進路実現、自己実
様な内容のキャリア教育
実績が向上したか。
のキャリア教育実践プロ
現を支援する。
実践プログラムを実施す
（生徒アンケート・
グラムを実施した。
る。
担当者評価）
①地域の異校種等と
①近隣中学校や特別支援学 ① 成 果 を 共 有 で き た ①11 月 22 日に公開研究授
の協働、協力体制を
校との協働、連携のため、
か。(担当者評価)
業を実施し、中学校から
推進する。
公開研究授業や研究協議 ② 継 続 し た 改 善 を 進
も 1 名の見学者があっ
地 域 ②家庭や地域との協
の場を活用する。
め、効果的な情報発
た。12 月 19 日に生徒会
等と
働、連携を促進す
②定期的な打ち合わせを活
信となったか。
（利用
役員による非行防止教室
の
るため、わかりや
かし、迅速で充実した
者アンケート、担当
を近隣小学校で実施し、
協働
すく効果的な情報
ホームページ等の情報発
者評価）
意欲的に取り組んだ。
発信を適切に行
信を行う。
う。

学校
管理
学校
運営

①グループを主体と
する不祥事防止研
修会を計画的、組
織的に実施する。
②各取組に対し、常
に検証を行い、課
題の的確な把握を
するとともに、改
善策に結び付け
る。
学校関係者の評
価を取組に活か
す。

②生徒学力調査の結果、生 ②効果的な授業改善が
徒による授業評価、各科
実施できたか。
（生徒
目における学習の到達度
学力調査、生徒によ
等生徒の実態を踏まえて
る授業評価、各種研
組織的、計画的な授業改
修会での担当者評
善を行う。また、授業外
価）
での補習等もきめ細かく ③学校行事や生徒会活
対応する。
動の企画・運営に、
③各種行事（体育祭・文化
生徒がより積極的に
祭・文化部発表会等）で、
関わることができた
生徒の自主的な運営、企
か。（生徒アンケー
画を一層促す。行事がス
ト・担当者評価）
ムーズに行われるよう
に、前年度から上級生が
活動し、下級生を引っ張
る体制を整える。

①不祥事防止研修会の実効
性を高め、より効果的に
取り組む。
手順や進行管理を明示
し、計画的で確実な業務
を行う。
入選業務での正確性と
効率化を目指す検討を
する。
②的確な課題の把握と解決
のため、連携を密にし、
学年やグループとの協働
体制を強化する。

①不祥事防止研修会を ①９回の研修会を職員主体
７回以上実施し、点
で行い、関係グループが
検体制を確実に機能
資料作りから研修会実施
させ、事故をゼロに
まで、計画的に実施でき
することができた
た。
か。
・入選業務は、入選委員会
入選業務を確実に
が統括し、綿密な実施計
実施したか。(担当
画の作成と面接・採点の
者評価)
事前研修会を重ね、基準
②目標達成のため、前
に則った統一的な入選業
期に中間評価を行
務を実施できた。
い、その結果を後期 ②学校関係者評価を踏まえ
の業務実践に活かせ
年間教育計画を大幅に見
たか。
（担当者評価、
直した。
学校関係者評価）

課題・改善方策等

学校関係者評価

②各科目の年間指導計画を ・提出した課題のプリントに丁寧にコメントを書いてく
精査し、科目ごとに指導内
ださる先生がいてありがたい。
容をより的確に定める。
・指定校推薦で決まった生徒と一般入試の人との温度差
③体育祭・文化祭は引き続き
がある。
共通テーマとし、その関連 ・
「トビタテ留学」の制度を使って海外へ行ってもらいた
性を有意義なものとする。
いと思っていたが、本人が受験勉強との両立が不安だ
文化部発表会・球技大会は
ということで断念した。世界に目を向けられる機会を
さらに生徒の主体的な運
学校で作ってもらえるとよい。
営、企画が行われるように ・授業の質をより高めて学力を向上させて欲しい。
する。前年度からの体育 ・どう評価したら学習意欲が高まるかという研究は非常
祭・文化祭の体制作りは、
に賛同する。楽しみにしている。
各行事終了後、速やかに行 ・観点別評価は、自分に何ができて何が足りないのかを
えるようにし、内容をより
確認するためのものという説明があり、それが手元
豊かなものにする。
に来るのならよいものだと思う。
・Ｈ30 年度生に向けた教育課程の改訂をスピード感を
持って進めてほしい。

総合評価
成果と課題

改善方策等

②「生徒による授業評価」の結果に
ついては概ね良好である。

②引き続き年間を通した授業改善計画に
則り、組織的計画的な授業改善に取り
組む。その基礎となる各科目の年間指
導計画において、科目ごとに指導内容
③体育祭・文化祭・文化部発表会・
をより的確に定める。他県の先進校の
球技大会・マラソン大会・合唱コ
取組等からの情報収集を引き続き行
ンクールで、生徒の主体的な運営、
う。
企画が行われた。体育祭と文化祭 ③体育祭・文化祭は引き続き共通テーマ
では行事がスムーズに行われるよ
とし、その関連性を有意義なものとす
うに、前年度から上級生が活動し、
る。文化部発表会・球技大会はさらに
下級生をリードする体制を整え
生徒の主体的な運営、企画が行われる
た。球技大会では当日の運営をほ
ようにする。前年度からの体育祭・文
ぼ生徒だけで運営できた。合唱コ
化祭の体制作りは、各行事終了後、速
ンクールは６月から３月に移動
やかに行えるようにし、内容をより豊
し、クラス活動の集大成となった。
かなものにする。

①登校時のマナーについて
近隣住民に迷惑をかけな
いよう、警察と連携しなが
らルール・マナーを遵守す
るよう今後も指導を継続
していく。
②高い入部率維持のため、学
校説明会、新入生歓迎会、
部活動見学会等の内容を
より充実したものとする。
③支援を必要とする生徒に
ついての情報共有や、専門
機関等との連携をよりす
すめていく。

・生徒が気持ちよく挨拶できるようになるとよい。
①頭髪・服装については着実に成果 ①登校指導等の通年実施や集会等でのマ
・部活に毎日行っていて、いつ勉強しているのかと思う
をあげている。一方登校マナーに
ナー啓発を行っていく。
が、主体的に自分で考えてやっている。
ついては決して良好といえないた ②高い入部率維持のため、学校説明会、
・文化祭、体育祭での服装などについては、生徒と先生
め、登校指導等を継続して実施し
新入生歓迎会、部活動見学会等の内容
の信頼関係を大切にして、より良い行事にしてほしい。
ていく。
と実施期間等を見直し、より充実した
・部活動インストラクターが配属されているところに興
②12 月の部員調査では入部率が 90％
ものとする。生徒による部活動への勧
味がある。
を上回り、また継続性も見られた。
誘活動を活発化させる。
・大きな事故、怪我に至らないよう、自転車マナーにつ
部活動を通してより積極的にリー
③いじめを疑われる事案に対して迅速に
いて指導を重ねてほしい。
ダーシップを発揮してほしい。
対応できるよう、アンケート等を有効
③生徒支援の観点から職員間の情報
に活用しつつ、職員間の情報共有、生
共有を図ることができた。専門機
徒との信頼関係の構築を図る。
関との連携をより緊密に行えるよ
うにしたい。

①外部検定試験は、大学等の
受験に必要となることが
増えているので、生徒への
さらなる広報と受験の奨
励をする必要がある。
②総合的な学習の時間に実
施するキャリア教育実践
プログラムは外部講師を
招くことが多いので、日程
の調整を適切におこなう
必要がある。
○①②ともに、業務量や実施
後の効果を勘案しつつ次
年度の実施について考え
ていく。
①近隣の他校種や県内他校
への見学を実施し成果を
共有していく。

・１年のときは、具体的な目標がなかったが、大学等説
① TOEIC Bridge や実用英語技能検定
明会で明治大学のバイオの話を聞いて感動し、バイオ
の準会場の実施により、生徒の外
の学部を受験している。
部検定試験への意識が高まった。T
・大学の地理学科の先生の話を聞いて、その分野を目指
OEIC Bridge ではスピーキング技能
し受験している。
の測定ができないのが課題であ
・大学出張授業の試みは良い機会として機能している。
る。第３回英検準会場実施の際、
大学選びもそうだが、学部の選択が大切。
２次試験受験票の到着と入選日程
・どこの大学に行ったかではなく、その先にどういう道
の重複があり、余裕を持った実施
に進むか、どう社会に貢献するかが大切。自主性・主
が困難である。
体性を育成してほしい。
・進学に関しては、上位の大学ということだけではなく、 ②多様な内容のキャリア教育実践プ
その先の目指すべきことをしっかり考え、自主性を
ログラムを実施し、生徒の職業観
持って進路選択ができる生徒に育ってほしい。
を醸成することができた。どのプ
・指定校推薦説明会に行かれなかったので、説明会がも
ログラムも事前準備に時間と労力
う１回あると良かった。
が多くかかることが課題である。
・学校行事と地域行事がもっと連携できるよう年間行事
②式典や学校行事、防災イベント、
計画を年度当初に交換していきたい。
避難訓練などにおける地域との協
・地域と学校の防災訓練の合同実施を実現するために、
働、PTA 組織を中心とした保護者と
努力を重ねて行きたい。
の連携は、本校の教育活動の充実
・Kinnick High School との交流や PDA 即興型英語ディ
に大きく貢献している。生徒会役
ベートの活動を是非継続して欲しい。
員生徒による非行防止教室を近隣
小学校で実施したり、近隣の児童
福祉施設の避難訓練の協力も意欲
的に取り組んだ。また、今後も様々
な交流活動の研究を進めていく。
・荒天時の連絡をできるだけ早くして欲しい。
①職員主体の不祥事防止研修会を９
・３年の教室は、夏は暑くて冬はほこりっぽい。遮熱カー
回実施することができ、行動計画
テンをする、静かなときに窓を開けて換気するなど、
については概ね目標を達成するこ
環境整備をしてほしい。
とができた。事故がゼロになるよ
・授業時数確保のため、学校現場では行事を減らしてい
う、年間を通じて引き続き研修を
る。その中で、文化祭、体育祭を同年開催にするのは
行うとともに、より有効な手立て
すごいこと。特活は主体的・対話的で深い学びを実現
を検討する必要がある。
するのに授業でできない部分を補うことができる。ぜ
ひ、今後も続けてもらいたい。
②学校関係者の評価を踏まえ、年間
教育計画を見直し、新たな取組を
計画することができた。関係グ
ループと学年が連携して円滑に実
施することが課題である。

①成績処理業務において課
題が残った。点検方法の更
なる有効化と処理日程の
調整が必要である。
②生徒の成長を支える学校
体制づくりを推進できて
いるが、さらに抜本的な改
革を視野に入れ、精力的に
取り組み続けなければな
らない。
・広報活動の重要性を踏まえ
より効果的な広報活動を行
う。
・県外進学指導先進校訪問を
通じて本校の取組を見直
し、新たな取組を行う。

①TOEIC Bridge は GTEC に変更し、スピー
キング能力の測定もおこなう。第３回
実用英語技能検定の準会場実施が困難
な場合は、公開会場受験に切り替える
とともに、生徒への広報を十分におこ
なう。

②前年度の実施内容を踏まえ次年度の実
施内容を検討し、グループ全体で業務
にあたる。
②地域で行われる総合防災訓練等に生徒
とともに参加することを検討する

①職員主体の不祥事防止研修会を引き続
き行う。成績処理関係業務については、
観点別評価の記載方法や成績処理シー
トの工夫等の手立てを行う。
②新たに保護者対象進路説明会を年２回
設定し、進路や学校生活に関する情報
提供の機会を増やす。また、気象警報
発令時の対応を改訂した。これに基づ
いた対応をするとともに生徒への周
知を図る。

