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校内評価

学校目標
具体的な手立て
＜教育課
程＞
(1) 基 礎 学
力及び自
己実現に
必要な学
力を身に
付けるこ
とができ
る教育課
程を編成
する。
(2) あ ら ゆ
る教育活
動を通じ、
考 え る
力・説明す
る力・課題
を解決す
る力・人間
関係を形
成する力
を育成す
る。

(1)学校としての「育てたい
生徒像」を策定し、その実現
に向けた教育課程を編成す
る。
(2)①授業以外の場（部活動
や委員会活動）において考え
る力・説明する力・課題を解
決する力・人間関係を形成す
る力を育成するスキルを身
に付けるための、職員研修会
を実施して、成果を生徒に還
元する。
②外部講師を招いて職員・生
徒・保護者対象の進路ガイダ
ンスを行い、個々の進路希望
に沿った学習活動を支援す
る。
③放課後・長期休業中などを
利用して、講習・補習の充実
を図り、学力のより確実な定
着を図る。

評価の観点

達成状況

(1)「育てたい生徒像」 (1) 大 学 進 学 希 望 の ニ ー
及び生徒のニーズを
ズをふまえた教育課
ふまえたカリキュラ
程を編成することが
ム になっ ている か。
でき、第２学年までに
（担当教員による評
基礎学力を幅広く付
価）
けられるようにした。
(2)①部活動や委員会活 (2) ① 各 種 部 活 動 や 委 員
動を通して、考える
会活動の場で、自ら企
力・説明する力・課
画・運営する場面が増
題を解決する力・人
え、思考力・表現力・
間関係を形成する力
コミュニケーション
が ついた か。（担当
力が付いた。
教員による評価）
②外部講師を招いての職
②進路希望に沿った学
員、生徒の進路ガイダ
習支援が成された
ンスを行い、個々の進
か。
（生徒・保護者ア
路希望に沿った学習
ンケート）
活動を支援した。
③ 講習・補習の講座数
職員ガイダンスのデー
や参加生徒数が増え
タや内容は、三者面談
たか。（講座数・参加
等にも利用され、きめ
人数）
細かいキャリア支援
が実施されつつある。
③夏期講習の参加人数が
267 名から 151 名に減
少した。

価
学校関係者評価

学校評価

(保護者)
大学入試に対応する教育課程になった
のはよいが、大事なのは教師の指導で
ある。指導体制の充実を求めたい。
(学校評議員)
生徒にとっては選択科目が将来を決め
るといってよい。特色のある科目をも
っと外部にアピールするようにしたら
どうか。

（学校評価）
大学進学を希望する生徒が多数いるこ
とをふまえた教育課程の改訂を行った
結果、基礎学力の充実と活用する力の
伸長を図る態勢はできあがった。今後
は、多様な生徒にきめ細かく対応する
態勢を整えていく必要がある。

課題・改善方策等
(1) 選 択 科 目 の 幅 を 狭 め
てしまったので、その
分より多くの選択科
目を設置できるかが
今後の課題である。
(2)①今後は、部活動や委
員会に加入している生
徒が、部活動や委員会
活動に消極的な他の生
徒の前で成果発表をす
る場を設けて、部活動
や委員会活動に参加す
る意義が全校に伝わる
ようにする。
②生徒によりガイダンス
後の変化に差がある。
より多くの生徒によ
い刺激を与えられる
ことと、ガイダンス後
の教員の指導等の充
実が課題である。
③夏期講習の設置講座数
を増やすとともに、日
程も生徒がより参加
しやすくなるよう調
整をする。

（改善方策等）
選択科目の幅を絞った代わりに選択科
目自体を増やす必要があり、生徒の進
路希望の実現に最大限配慮した選択パ
ターンを構築していく。

＜生徒指
導・支援＞
(1) 様 々 な
場面で地
域社会の
一員とし
ての規範
意識を育
む。
(2) 校 内 教
育相談体
制の充実
を図る。

(1)①「挨拶」「アイコンタク
ト」
「リスペクト」を推進
する。
②年間を通して、遅刻防止指
導を行う。
③自転車乗車マナー指導、制
服着用指導を行う。
④生徒相互に規範意識を高
めさせるために、集会で
の整列を生徒自身にさせ
る。
(2)①教育相談コーディネー
ターや学校スクールカウ
ンセラーを中心としたケ
ース会議やカウンセリン
グの方法を整備する。
②養護学校の分教室と連携
して、研修会を行う。

＜学習指
導・授業改
善＞
(1) “ 考 え
る”生徒の
育成をめ
ざし、“考
える”授業
を全職員
で組織的
に展開す
る。
(2) 教 科 指
導の中で
卒業まで
に身に付
けるべき
学力とス
キルを明
確にして、
学習指導
に取り組
む。

(1)①基礎的な知識技能を身
につけさせることをねらい
とした授業においても、実習
や体験学習的な授業スタイ
ルを取り入れる。
②授業改善のためのワーク
ショップ型の研修会を実施
し、各教科で「思考力を伸ば
すためのツール」を作成す
る。
③生徒の学習成果を発表す
る場を設ける。
④チャイムと同時の授業開
始を教員・生徒ともに徹底す
る。
(2)生徒に身に付けさせたい
力を明確にした、単元指導計
画や年間学習指導計画を作
成する。

(1) ① ～ ④ の 取 組 に よ （1)指導件数は増えてい
り、地域社会の一員
るが、これはよりきめ
としての規範意識を
細かい指導を徹底し
育むことができた
た結果であり、下半期
か。
（指導件数、近隣
（10 月～３月）は特別
住民からの苦情件
指導がほとんどなく、
数、担当教員による
その効果が表れてい
評価）
る。また、制服・頭髪
(2)①、②の取組により、
の指導が着実に効果
校内教育相談体制の
を見せて、外部評価で
整備が進んだか。
も高い評価を受けた。
（担当教員による評 (2) 校 内 教 育 相 談 体 制 を
価）
整備し、生活支援グル
ープ・養護教諭・カウ
ンセラーだけでなく、
当該生徒に関わる教
員にも積極的に体制
に参画できるように
修正した。
(1) ① ～ ④ の 取 組 に よ (1)学習意欲は高まってお
り、基礎的な知識技 り、基礎的な知識・技能
能の定着とともに思 は 着 実 に 付 い て き て い
考力・判断力・表現 る。また、思考する意欲
力 が 高 ま っ て い る も授業中で見られるよう
か。（各 教科 によ る になった。
評価）
(2)研究授業を全教科で実
(2)生徒に身に付けさせ 施して、その際に生徒に
たい力を明確にした 身に付けさせたい力や思
単元指導計画や年間 考力を伸ばすための言語
学習指導計画を作成 活動を明確にした単元指
で き たか。（ 年間 指 導計画を作成したが、作
導計画集）
成に当たっては教科会で
の話し合いの上で作成す
るようにした。また、年
間指導計画でも、一年間
を通して、単元ごとの評
価の観点と評価規準を明
確にするなど、書式を工
夫した。

(1)制服・頭髪指導におい
ては全校である程度
統一した指導体制を
整える必要があり、学
年と担当グループと
の連絡を密にする必
要がある。
(2)相談体制が整った今、
次の段階として、教育
相談が必要な生徒の
把握を速やかにでき
る体制作りが望まれ
る。

(保護者)
・身だしなみ指導や挨拶促進指導の効
果は目に見える形で出てきている。
・自転車乗車マナーを中心とした交通
安全指導をさらに進めて欲しい。
(学校評議員)
・学習環境の整備に力を尽くされてい
る様子がうかがわれ、授業の様子も
落ち着いている。

（学校評価）
携帯電話の使用、制服・頭髪の指導
が着実に効果を見せて、生徒も集団と
して落ち着いて学習や部活動に集中で
きるようになった。教育相談態勢も整
いつつあるので、今後は相談が必要な
生徒の把握に取り組んでいく。
（改善方策等）
生徒に関する情報交換ができる機会
を定期的に設けたり、その情報交換の
場に参加する教員のメンバーも精選す
るなど、教員が組織的に問題行動など
を未然に防いでいく。

(1)授業中において身につ
けさせた思考力が、的
確な言語や図・資料で
表現できるようにす
るのが次の段階なの
で、次年度はそこまで
含めた学習指導計画
が必要となるので、学
習成果を発表する機
会を設ける。
(2)評価規準を年間及び単
元ごとに定めるよう
になったが、その評価
方法の研究に着手す
る。

(保護者)
生徒たちの大学入試の希望に応えられ
る態勢を引き続き取ってほしい。
(学校評議員)
取組は評価できる。引き続き授業改善
を進めてほしい。

（学校評価）
各教科単位による授業改善への取組
については、授業における生徒の様子
を見る限り成果が出ており、今後なお
一層の思考力・判断力・表現力を伸ば
す指導が望まれるが、その授業工夫が
生徒にどのように身についたかとい
う、評価方法の研究にまでいたらなか
った。
（改善方策等）
改善された授業によって、生徒にど
のような学習成果が出たかを、「学習
成果発表会」の形で検証し、指導・評
価の研究につなげる。

＜キャリ
ア教育＞
(1) 体 系 的
で未来志
向のキャ
リア教育
を実施し、
生徒の進
路実現を
支援する。
(2) 部 活 動
指導や学
校行事等
を通して、
積極的に
社会に参
画し、改革
意欲を持
った生徒
を育成す
る。

(1)①講演会・上級学校見学
会・上級学校との連携による
模擬授業・分野別説明会など
を実施する。
②総合的な学習の時間にお
いて自己の進路を探求する
取り組みを行う。また、イノ
ベーションを担う人材の育
成や産業界における新成長
分野への理解などを目的と
した取組を計画的に実施す
る。
(2) ① 部 活 動 加 入 率 を 上 げ
る。
②学校行事等の計画・準備・
運営において、生徒に積極的
に参加させる。

(1) ① 進 路 意 識 が 充 実
し、それに伴う行動
ができるとともに、
自己実現ができた
か。（進 路希 望と 実
績の比較、オープン
キャンパスや１日体
験等への参加人数、
ワークシート記述分
析による担当教員の
評価）②自分の適性
を知り、情報収集を
とおして必要な知識
の定着や能力の育成
が 図 られ たか。（ ワ
ークシート・振り返
りシート記述分析に
よる担当教員の評
価）
(2)①部活動加入率が上
が っ たか。（ 学年 ご
との数値比較）②の
取組により、社会参
画意欲が高まった
か。（担 当教 員に よ
る評価）

(1)①②２学年の夏季休業
中におけるオープンキャ
ンパスは、９割以上の生
徒が複数校参加し、学校
調べだけでなく比較検討
することにより、進路意
識を深めた。
１学年では、起業家講
演会や卒業生講演会等
で、職業について知ると
ともに、大学等の進路希
望別講演等での情報収集
をとおして、進路関係の
知識・理解の定着が図ら
れた。
全学年を通して、イン
ターンシップの参加者が
増加（21 名）し、進路意
識の向上が見られた。
３学年では、成績上位
者の中での一般受験者が
増え、本当に希望する大
学への合格者も増えてき
た。
(2)部活動の成果（成績）
着実に向上しており、部
活動に加入している生徒
の意識も高い。しかし、
加入率が上がったとは言
えないという数字が出て
いる。

(1)①②行事後のワークシ
ート等の記述は、ほと
んどが好評であるが
長続きしていない者
が多いのが実情であ
る。よい経験を学校生
活に生かし、積極的に
自己実現を目指す割
合を多くしていくこ
とが課題である。
(2)新１年生入学後２週間
を部活動加入促進期
間と銘打ち、オリエン
テーションや見学会
を正課時間に学年行
事として組み入れて、
部活動の実態に触れ
てもらえるようにす
る。

(学校評議員)
部活動単位でのボランティアが盛んに
なっている様子がうかがえ、生徒達が
精神的に成長していることは高く評価
できる。

（学校評価）
「総合的な学習の時間」におけるキ
ャリア教育の実践は、３年間を見据え
た計画立案・授業実施を通して、生徒
の進路実現に大きな影響を与え、非常
に高い成果が出ている。また、外部講
師の活用は、生徒の進路意識の高まり
に貢献している。
部活動の活性化については、実績・
成果は上がっているものの、生徒への
浸透度という点においてはまだ工夫の
余地がある。
（改善方策等）
「総合的な学習の時間」におけるキ
ャリア教育の実践については、外部機
関・講師をより積極的に活用していく
ことを通して引き続き取組を進めてい
く。
部活動の活性化については、生徒・
教員問わず全校あげての取組を進めて
いく。

＜地域等
連携＞
(1) 地 域 社
会との交
流や校種
間連携を
深め、生徒
の校外活
動を推進
する。
(2) 学 校 か
らの情報
発信力を
強化する。

(1)①生徒・職員ともに、地
域に根ざした学校作りをめ
ざした地域貢献活動を行う。
②地域が主催する行事への、
本校生徒の部活動単位など
でのボランティア参加を促
す。
③地域・分教室と連携した防
災体制の整備を行う。
④授業や部活動において、近
隣小・中学校との交流を行
う。
(2)①学校説明会や中学校訪
問などの機会に積極的に情
報発信を行う。
②ホームページの更新を必
要に応じて行い、情報発信を
進めていく。
③学年通信、クラス通信など
を適宜発行する。
④メール便などを活用して、
保護者への情報伝達を充実
したものにする。

(1)①地域との円滑な連
携 が 行え たか。（ 担
当教員による評価）
②ボランティア参加
生徒数の数値はどれ
ほ ど か。（参 加生 徒
数の数値）
③具体的な防災体制が
整 備 され たか。（ 担
当教員による評価）
④近隣小・中学校との交
流 が でき たか。（ 交
流記録）
(2)①本校の取り組みの
内容について、十分
に説明し、本校への
関心を高められた
か。（担 当教 員に よ
る評価）
②ホームページの閲覧
により、本校への理
解 が 進ん だか。（ 担
当教員による評価）
③、④の取組により保護
者に情報が適切に伝
わ っ たか。（ 保護 者
アンケート）

(1)①文化祭において、地
域に伝わる伝統文化（凧）
の伝承に携わる方々と本
校生徒との交流の場を設
けるなど、積極的な交流
をすることができた。
②夏期休業中のボランテ
ィア、インターンシップ
の参加生徒が 20 人を超
え、また吹奏楽部が福祉
施設への訪問演奏の機会
も増えるなど、地域への
参加意識が高まった。
④家庭科や国語科など
で、近隣小学校への出前
授業や高校への招待など
が盛んに行われた。
(2)
①学校説明会・中学校お
よび塾訪問等において、
中学生へ本校の情報を的
確に伝えられるよう配布
資料、説明内容等を精選
し、工夫に努めた。その
結果、学校説明会等の参
加者も昨年度を上回り、
本校への関心が高まって
いることがうかがえる。
②ホームページの更新を
適宜、迅速に行い、スピ
ード感のある情報発信を
行った結果、本校の情報
が的確に伝わっているこ
とが学校説明会等でのア
ンケートによって示され
た。
④メール便などを活用し
て、保護者への的確な情
報伝達に努めたが、メー
ル便の届かなかった家庭
が全校のうち数件である
ことにより、保護者への
的確な情報伝達がうかが
える。

(1)①地域の伝統文化と触
れ合う機会を文化祭
だけでなく、授業や他
の学校行事の中でも
設けていく。
②④部活動や授業クラス
単位での近隣の学校
との交流を促進して
いく。特に中学校との
連携を密にしていき
たい。
(2)①中学校・塾訪問をさ
らに全職員で取り組
めるよう工夫・改善に
努める。
②ホームページの担当者
を組織的なものに改
善する。
④業者のメール便廃止の
現状を把握し、影響を
受けないよう工夫す
る。

(保護者)
メール便による、保護者への直接の情
報伝達は非常にありがたかったので、
引き続きお願いしたい。
(学校評議員)
・近隣のコンビニ前では交通事故が 27
年１～３月で７件起きている。危険
の芽は地域にもあるので、注意喚起
の点でも地域で連携していきたい。
・文化祭における地域住民との交流企
画は高く評価できる。
・体育館の耐震工事の関係における施
設・設備の借用要請にも地域として
積極的に応えていきたい。

（学校評価）
各種行事における地域との連携行事
も増え、生徒の地域社会の一員として
の意識も着実に高まっている。部活動
の地域貢献も地域から一定の評価を得
ているものの、授業の取組としての地
域社会との連携が次の段階である。
（改善方策等）
例えば、授業内で福祉・医療関係の
単元を学習する機会に地域社会との関
係性に触れるなど、「地域社会から学
ぶ」実践の可能性などを、職員研修会
で取り上げる。

＜学校運
営・学校管
理＞
(1) 防 災 体
制を充実
させ、地球
環境に配
慮した教
育環境を
整備する。
(2) 学 校 運
営の成果
について
検証し、信
頼される
学校づく
りを行う。

(1)①防災に必要な備品を点
検し、特に地域の拠点になる
ことを想定した防災計画を
検討する。
②実際の急な災害を想定し
た防災訓練を生徒防災委員
会中心にして分教室と合同
で実施する。
③校内の環境整備として、ご
みの分別、清掃活動を推進す
る。
④地域・通学路清掃を実施す
る。
(2)①喫緊の課題を理解、解
決するためのワークショッ
プ型の職員研修会を実施す
る。
②不祥事防止に向けた各種
マニュアルに沿った行動を
実践する。
③学校運営の成果について
のアンケートを取ることで
検証する。

(1)①地域の拠点になる (1)①防災計画を整備し、
ことを想定した防災計
全職員に周知・徹底を
画が作成できたか。（担
行った。
当教員による評価）
②全県一斉実施の「シェ
②非常時に有効な防災
イクアウト」訓練を含
訓練ができたか。（担当
めて、計画通りの防災
教員による評価）
訓練を行うことがで
③・④の取組により、生
きた。また文化祭にお
徒の美化意識が高まっ
いても、防災に関する
たか。（担当教員による
体験コーナーを設け
評価）
て、生徒・保護者・来
(2)①喫緊の課題に対応
校者に体験して頂き、
するのに役立ったか。
その取組が高く評価
（教員アンケート）
されたことがアンケ
②不祥事防止を意識し
ートからわかった。
た行動実践ができたか。 ③・④学校行事の直前の
（教員アンケート）
校内一斉清掃では、全
③学校運営の取組に成
校生徒・職員が一致協
果があったか。（担当教
力して清掃に取り組
員による評価）
むことができ、行事前
日放課後には部活動
の生徒が自主的に清
掃状態確認を行うな
ど、生徒の意識の高ま
りを見ることができ
た。
(2)①「確かな学力」を向
上させるための授業
への改善が喫緊の課
題であるとの意識が
高まり、職員研修会を
通じて各教員の授業
が改善されつつある。
②職場内の人間関係をよ
りよくしていくこと
が事故・不祥事防止に
役立つという意識を
向上させることがで
きた。
③教科・グループ・学年
への帰属意識の高ま
りが見られ、業務がス
ムーズに思考するよ
うになった。

(1)①職員の入れ替わりが
多いことが予想され
るので、防災計画の中
で、特に人員配置と緊
急時業務内容のスム
ーズな引き継ぎが行
われるようにする。
②防災訓練については、
より実践的な訓練を
目指すために、予告な
しでの防災訓練を取
り入れることを模索
する。また、文化祭に
おける体験コーナー
も拡充していく。
③・④来年度は月１回の
「美化の日」を設け
て、より一層の全校一
丸となった美化意識
向上に努める。
(2)「授業改善」と「不祥
事防止」が本校におけ
る喫緊の課題である
ことを改めて啓発す
るとともに、職員の自
発的な研修の機会の
設定を働きかける。

(学校評議員)
文化祭における地域住民との交流企
画は、地域の住民にも防災の大切さを
教えていただいたと思う。

（学校評価）
防災計画を整えて、年間計画通りの
防災訓練を行うことができた。特に今
年度は生徒に予告なしの防災避難訓練
を行い、その時の生徒の様子を見ると
防災意識の高まりが感じられる。今後
は「防災」
「美化」の関連性の高さを生
徒に考えさせることが望まれる・
（改善方策等）
引き続き年間防災訓練を着実に実
施するとともに、訓練時には校内美化
の問題も生徒に考えさせる。月１回の
「美化の日」を設けて、より一層の全
校一丸となった美化意識向上に努め
る。
信頼される学校づくりのために、
「授
業改善」と「不祥事防止」が本校にお
ける喫緊の課題であることを改めて啓
発するとともに、職員の自発的な研修
の機会の設定を働きかける。

