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平成 30 年度
視点

４年間の目標

容

校

評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

①３年次生対象に

①授業選択を決定す

①授業選択については

①進路希望が決定していく ①授業選択と進路希望

の実情を踏まえなが の目指すべき姿を全 化せず、柔軟でかつ充実さ で、単位制の特徴を アンケートを実施

る時期に進路を決め

満足度が大幅にアップ

過程で必要になった科目を とのミスマッチを防ぐ

ら、単位制の利点を 職員で共通理解し、 せた教科・科目を編成して 活かした授業選択に したところ２、３

られるように進路指

しているが、不満だっ

選択できない生徒が出た。 ためにキャリア支援グ

生かしたカリキュラ 生徒の進路を見据え いく。生徒の個性を最大限 おける生徒の満足度 年次の授業選択に

導や履修指導を行っ

た生徒の救済が必要だ

②アクティブ・ラーニング ループとの連携を深め

ム・マネジメントに た教育活動を実践し に伸ばす工夫をするととも が 70％以上か。

ていきたい。

ろう。

授業については全県的に見 ていく。

②個々の教員の実践

②アクティブ・ラーニン

てもかなり進んだ取組がで ②平成 32 年度に実施

を伝え合うことで、

グの継続的な推進は評価

きている。今後はＩＣＴの される大学入学共通テ

②各教科で「思考力・判断 学習効果を実感でき ②7 月に外部講師

新しい視点を取り入

できる。その評価は受検

利活用などアクティブ・ラ ストに向けて、生徒に

に、基礎学力の定着 ②「思考力・判断

力・表現力」を培うアクテ たか。

れる研修を行った

倍率にもつながっている

ーニングを補完するスキル 思考力・判断力・表現

と思考・判断・表現 力・表現力」を培う

ィブ・ラーニング授業につ ②思考力・判断力・ 改革を見据え、

が、更に教員の経験

のではないか。生徒の思

にも取り組むことが必要と 力を付けさせるための

力を養うため授業改 アクティブ・ラーニ

いて研修を行い、個々の教 表現力の育成の点で 「思考力・判断

を共有する機会を工

考力・判断力・表現力の

思われる。

善の一層の推進を図 ング授業について研

員が、授業改善の仮説を立 生徒の 70％以上が効 力・表現力」を培

夫して持ちたい。

向上の経年的な効果の測

メントを確立する。ま

る。

修し、授業改善をさ

て、授業実践を通して効果 果を実感できたか。 うアクティブ・ラ

定の方法の検討をしてほ

た、学力測定のための

らに進める。

を検証する。

しい。

新たなテストを導入す

（平成 28 年度策定）

取

１年間の目標

組

の

具体的な方策

内

学校評価報告書（目標設定・実施結果）

①生徒の特性や地域 ①単位制である本校 ①本校の生徒の特性を固定 ①生徒アンケート

取り組む。

１

教育課程
学習指導

評

ついて満足・やや

ていく。多岐にわた に、進路を見据えた履修指 ②研修を通じて 70％ 満足あわせて

②生徒の学習意欲の る選択科目を精選し 導を充実させる。
向上を図るととも

内

充実させる。

以上の教員が生徒の 93％であった。

を招き、大学入試

価（４月～12 月）

ーニングの研修を

学校関係者評価

総合評価（３月 26 日実施）
成果と課題

（３月 15 日実施）

行った。

２

生徒指導・
支援

改善方策等

カリキュラム・マネジ

る。

①部活動の一層の活 ①部活動において１ ① ４ 月 中 の 入 部 を 推 進

①部活動の入部率が ①６月の段階で１

①長期休業後に退部

①運動部は目立つ、応援

①部活動加入率は高い水準 ①途中退部した生徒の

性化を図るととも

１年次 90％以上、全 年

する生徒が多いの

も盛り上がる。目立たな

を維持している。女子サッ 別の部への入部を実現

年次生 90％以上、全 し、連休明け及び夏季休

次生の入部率

に、部活動を通じた 校で 85％以上の加入 業後に退部した生徒も含

校で 85％以上になっ は 95.1%と高かっ

で、別の部への入部

い文化部のアピールには

カー部の関東大会出場や箏 するための工夫を摸索

リーダーシップ教育 率を目指す。また、

めた未加入生徒を対象

たか。

を勧めるなどの声か

感謝している。入部率も

曲部の全国大会出場など運 していく。

を推進する。

リーダーシップ教育

に、生徒会支援グループ

②生活支援グループ

けを工夫している。

大事だが、活動内容がも

動部だけでなく文化部も成 文化部の盛んな活動状

②教育相談体制をさ で得た事を実践し、

が年次団と協力し、加入

会議やケース会議で ②カウンセリング

②カウンセリング、

っと大事ではないか。

果を上げている。

らに充実させ、組織 仲間との協働、協

に向けた働きかけを行っ

の情報交換の内容や の結果はその都度

教育相談アンケート

②カウンセリング結果の

②スクールカウンセラーの アピールしていく。

的な生徒支援を行

力、切磋琢磨を経験

て加入率アップを目指

教育相談アンケート 教育相談担当者・

の結果は生徒のきわ

共有についてはガイドラ

相談件数は相変わらず多い ②カウンセリング結果

う。

し、実績の向上につ

す。

の結果を職員全体に 養護教諭・担任・

めて個人的な相談に

インやルール作りが必要

状況が続いている。カウン は、どの範囲にどの程

ながる活動ができる ②生活支援グループ会議で 周知する機会を定期 生活支援リーダー

なる場合があり教員

である。

セリング後における担任と 度共有が必要であるか

ようにする。

の各年次生徒の情報及び定 的に設けたか。

で共有し、必要に

間の情報共有につい

教育相談については、デ

ＳＣの情報共有はできてい 見極めながら情報提供

②生活支援グルー

期的に行うケース会議の情

応じて年次グルー

ては、常に慎重を期

リケートなものも含め引

るが、生徒・保護者と正面 していく。各年次に教

プ、年次団、教科担 報を職員間で共有していく

プへ情報提供して

す必要がある。今後

き続き慎重な対応をお願

から向き合う姿勢を教員が 育相談コーディネータ

当者が連携し、職員 場を設ける。教育相談アン

いる。生徒の教育

も、この点に注意し

いしたい。

どれだけ持てるかが課題で ーを配置できるよう研

間の情報共有の徹底 ケートにより生徒の状況を

相談アンケートの

つつ、必要な情報は

を図り、個々の生徒 把握し、いじめ防止に努め

結果を職員全体に

共有して生徒の指導

に応じた支援に役立 る。

周知する予定であ

に生かすよう努めて

てる。

る。

いかねばならない。

た。

ある。

況も、学校説明会等で

修講座にも積極的な参
加を呼び掛ける。

視点

３

進路指導・
支援

４年間の目標
（平成 28 年度策定）

取

１年間の目標

組

の

具体的な方策

内

容

校

内

評

評価の観点

達成状況

価（４月～12 月）
課題・改善方策等

学校関係者評価

総合評価（３月 26 日実施）
成果と課題

（３月 15 日実施）

改善方策等

①生徒の課題発見

①キャリア教育の一 ①アクティブ・ラーニング ①生徒の 80％以上が ①教員一人ひとり

①アクティブ・ラーニ ①生徒主体のアクティ

①１年次の必修科目「リー ①３年間の研究指定も

力・課題解決力を高

環としてリーダーシ の視点に基づく授業におい 本校で取り組んでい が、授業において

ング活性化のためのリ ブ・ラーニング、リーダ

ダーシップ入門」が２年間 今年度で終了した。次

め、キャリア育成を

ップ教育をさらに推 て生徒がリーダーシップを るリーダーシップ教 生徒にリーダーシ

ーダーシップの発揮と ーシップ教育が定着して

実施されていることで、リ 年度はこの６年間の成

図る。

進し、生徒の自己肯 発揮できる仕組を、教員研 育の意義を正しく理 ップ発揮を促した

いう考え方は大いに有 いる。

ーダーシップについては

②個々の生徒の進路

定感を高めるととも 修の実施により組織的に定 解し、様々な場面で ことにより、授業

効であるが、教員の効 生徒の自己肯定感が高ま

90％以上の生徒に浸透しつ ベルに繋げていけるよ

希望実現のためきめ に、課題発見力・課 着させる。また、授業のみ リーダーシップを発 がいっそう活性化

果的な指導の工夫につ ったという評価がある点

つある。ＡＯ入試や推薦入 うな取組を推進する。

細やかな支援を組織 題解決力を高めるた ならず、学校行事、学級活 揮できたか。

し、生徒の自己肯

いては、今後さらに研 が良い。

試にうまく生かして成功し アクティブ・ラーニン

的に行う。

めの取組を実践す

動、部活動等あらゆる場面

定感が高まった。

修を積み重ねる必要が アクティブ・ラーニング

ている生徒もいる。

③これからの社会を

る。

で、生徒がリーダーシップ

また、校内の他の

ある。

で発信する力をきちんと

アクティブ・ラーニング授 生徒がリーダーシップ

担い、積極的に社会

を発揮し、目標達成、課題

教育活動にも好影

養う生徒が育つことを期

業の中で教員が効果的な指 を発揮できる環境をさ

参加する生徒の能力

発見・課題解決に活かせる

響があらわれた。

待している。推薦入試に

導を工夫できているかにつ らに整えていく。

と態度を育成する。

よう支援を行う。

も生かすことができる。

いてはさらに分析・検証が

果をどのように次のレ

グ授業の研修の継続と

必要と思われる。

４

①地域との協働を推 ② 地 域 貢 献 活 動 の

②旧モーガン邸の保全活

②生徒によるボラン ②ボランティア活

②ボランティアへの

②地域貢献活動での経験

進し、地域に信頼さ 計 画 的 実 施 と 地 域

動・土嚢作り・地域清掃

ティア活動の参加

動は昨年同様、積

参加状況は充実して

が大学の選択理由となっ ては相当数の生徒が参加す 参加など、さらに地域

れる学校づくりを進 連 携 の 一 層 の 推 進

を３本柱にした計画をた

が、前年度より延べ

極的な参加状況が

いる。さらに、一般

たと聞いた。地域住民と るよう指導しているが、該 の方々との触れ合いを

める。

て、10 月実施に向けて準

人数で５％以上増え

見られ、延べで

生徒への参加連絡等

してはうれしく思う。小 当行事がテスト期間と重な 摸索して地域連携を推

②ボランティア活動 徒 に よ る ボ ラ ン テ

備を整える。

たか。

６％の参加者数の

を積極的に行ってい

中との三校交流から年齢 り参加できないこともあっ 進する。

地域等と

等を通して、地域と ィ ア 活 動 の 充 実 を

②「アジサイまつり」「藤

上昇がみられた。

きたい。また、成果

差のある者との接し方を た。参加者は増加している ②生徒会役員や委員会

の協働

連携した教育活動を 図る。

沢宿まつり」等地域イベン

などを発表する機会

学ぶことも多いだろう。 が、小中との交流を含め一 活動・部活動の枠を超

推進する。

トへ生徒会役員・ボランテ

を検討したい。

さらに交流を深めて社会 般生徒の参加をさらに推進 えた地域貢献やボラン

を図る。また、生

②ボランティア活動につい ②地域の防災活動への

ィア部・ボランティア委員

性を伸ばしてほしい。成 していく必要がある。

ティア活動について一

が、積極的に参加する体制

果発表の機会は必要だと

般生徒への周知をさら

を確立させる。

思う。

に徹底させて活性化し
ていく。

①施設・設備を含め ①全教員が、空き時間に輪 ①課業期間中の 80％ ①授業時間中の巡

①巡回や手順の確認

①定期的な施設の点検

①生徒の安心で安全な学校 ①生徒の安心で安全な

努め、安全安心で、 た校内の教育環境が 番で校内巡視を行い、生徒 以上の日に点検が実 回は計画通りに実

が単なるルーティン

をお願いしたい。

生活を保障し、教育環境の 学校生活を保障するた

明るい学校づくりを 安全に整備されてい の安全と教育環境の整備に 施できていたか。

ワークとならないよ

安全安心には不断の努

整備を進めるために、職員 め、引き続き校内の巡

①教育環境の整備に

５

学校管理
学校運営

施できている。

推進する。

るよう日常的に取り 問題がないかどうか点検す ②連携ミスによる事 ②定期テスト実施

う緊張感を維持する

力を続けてほしい。

一丸となって校内巡視を実 回指導を実施するとと

②事故・不祥事防止

組む。

に際しては実施に

ことが大切である。

先生方は生徒達の日々

行している。

を徹底し、職員が前 ②入学者選抜・定期 ②入学者選抜の際は各担当 か。

際しての注意事項

②定期テスト実施に

の活動に対して配慮し

②定期テスト時の事故防止 ないよう職員の意識を

向きに取り組める、 テストの際に事故が 者同士の連携ミスによる事

を職員に配付し手

際しては、引き続き

ている

については、職員の間にそ 維持する。

風通しの良い職場づ 発生しないよう手順 故が起こらないよう異なる

順の明確化の徹底

手順の明確化の徹底

②入学者選抜にはたゆ

の意義が浸透している。入 ②ミスを事故に繋げな

くりを推進する。

を図った。

を図る。

まない事故防止の点検

学者選抜では連携ミスによ いように職員間の連携

をお願いしたい。

る事故ゼロを実現できた

る。

の明確化と情報の共 担当者同士の情報共有と相
有に努める。

互理解のための打ち合わせ
を怠らないようにする。

故をゼロにできた

もに、常に点検を怠ら

を強化し、マニュアル

が、手順の明確化に向けて の点検・改善を図る。
さらなる取組が必要であ
る。

