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次のとおり学校評価を実施しましたので報告します。
取組の内容

校内評価

学校目標
具体的な手立て

評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

＜教育課
程＞
新学習指
導要領に
基づいて
定めた教
育課程の
検証と必
要な修正
を行う。

・新しい学習指導要領に基づ ・新しい学習指導要領に
き学習の幅を拡大できるこ
基づいた教育課程を検
とをめざして編成した教育
証する手だてを正しく
課程を検証し、必要な修正
講じて検証を行い、必
を行う。
要な修正を行うことが
できたか。

・物理基礎、化学基礎、生物
基礎を各２単位ずつ１年に
全て設定していることの効
果と課題の検討・整理、２
年の類型及び必修選択のあ
り方、３年の理科２科目の
履修方法の検討を行い、教
育課程の修正に取りかかっ
た。

・進路実績等から現行の教
育課程が一定の成果を挙
げているとみることもで
きるが、よりいっそうの
実績を挙げる上で修正は
必要。国公立大学、難関
私立大学受験を見据えた
選択履修ができるように
改善する。

＜生徒指
導・支援＞
（１）
思いやり
と多様性
を認める
心を育成
する。
（２）
規範意識
やルール･
マナーを
身につけ
させる。
（３）
生徒が行
事運営を
通じて、リ
ーダーシ
ップを発
揮したり、
主体的に
取り組め
るよう支
援する。

（１）
・式典や全校集会にきちんと
した態度で臨み、様々な話の
中から人間性や社会性を身
に付けさせる。

・式典や集会では、常に規律
正しい真摯な態度で臨む姿
勢 を 育成 する こと がで き
た。講話内容は、その時機
に合ったものを吟味し、効
果的で適切な指導を行うこ
とができた。
・適切な時機に校外交通指導
を実施した。状況に応じ、
交通ルールやマナーに関す
る注意喚起を行い、粘り強
く意識の涵養に努めた。
・全職員共通の指導基準のも
とに、日常的にきめ細かく
頭髪・服装指導を実施し、
規律ある学習環境を整える
ことができた。
・生徒会本部役員や委員会委
員長がメンバーをよくまと
め、リーダーシップを発揮
した。
・学校行事では、生徒全員が
責任をもって主体的に参加
し、お互いを尊重しながら
計画を立て実行した。

・生徒の状況を観察し、そ
の時機に適切な講話内容
を吟味して、更に継続指
導していきたい。
・年間を通して、粘り強い
交通ルール・マナーの指
導が必要である。特に、
年度当初に交通事故が多
い傾向があり、新 1 年生
に対して交通ルール・マ
ナーの指導を丁寧に実施
し、交通安全に対する意
識を育成したい。
・全職員の共通理解を再確
認し、きめ細かい指導を
更に継続していきたい。
・生徒会本部・各実行委員
会は組織的に活動し、役
割のみならず協力し合い
諸行事にあたることがで
きた。さらに生徒会議を
充実させ、お互いの意見
を聴く機会を増やした
い。

（２）
・交通ルールやマナーを守
り、安心・安全な社会の構成
員としての自覚を高める。
・服装、頭髪等の学校規則を
理解させ、遵守するようにす
る。
（３）
・委員会活動を活発にし、意
見を積み重ねながら行事を
作るよう助言する。
・行事や部活動、委員会にお
いて、組織作りを大切にし
て、それを動かす能力を養え
るよう助言する。

（１）
・式典や集会に対し、き
ち ん と し た態 度 で臨
み、話をよく理解する
ことができたか。話す
側 は そ の 内容 を 吟味
して準備しできたか。
（２）
・交通ルールやマナーを
守り、社会の一員とし
て の 自 覚 を高 め るこ
とができたか。
・服装・頭髪等の校則が
きちんと守られたか。
（３）
・委員会活動は生徒が主
体となって、運営でき
たか。また、行事に生
徒が主体的に参加でき
たか。

学校関係者評価
・検証と必要な修正を行うこと
としたが校内での作業を進め
ている段階であり、保護者等
への周知は行っていない。今
後、適切な時期に周知してほ
しい。

学校評価

（学校評価）
・学習指導要領に基づいて編成した教
育課程を検証して見直しを行ってい
るが年度内の変更には至らなかっ
た。
（改善方法等）
・完全実施となった教育課程について、
生徒の学習状況や進路を見据えて、必
要な改善を早期に実施し、カリキュラ
ムの充実を図っていく。
（１）
（学校評価）
・アンケートの結果、
「よく取り （１）
組んでいる」が 32.2％にとど ・ＬＨＲや授業、式典・集会等におい
まっていることは、保護者の要
て、多様な考え方を理解し、思いや
望としてとらえる必要がある。
りのある行動ができるよう指導し
た。
（２）
（２）
・交通事故が多く、傘さし運転 ・依然として事故にあう生徒も少なく
やイヤホンを付けたままの運
なく、課題となっている。
転、並列走行などの危険な運転 （３）
についてさらに指導が求めら ・生徒が行事運営を通じて、主体的に
れている。
取り組む意欲を生かしながら、さま
・服装・頭髪指導については、
ざまな場面でリーダーシップを発揮
入学前からの学校の指導方針
することができた。
を入学希望の中学生にも浸透
（改善方策等）
させており、さらに、しっかり
・道徳教育の充実に努め、職員の人権
とした高校生らしい服装にさ
感覚を磨く取組を継続する。
せてほしいという意見がある。
・いじめアンケートによる課題の抽出
（３）
や教育相談体制により、生徒や保護
・行事については、評価１の
31.7％を含め保護者の 99.1%か
者の声を逃さず課題の把握に努め
ら理解を得ている。さらに指導
る。
の工夫・助言の方法などについ
て充実を図っていく必要があ
る。

学校目標

取組の内容

＜ 学 習 指 （１）
導・授業改 ・１単位の内容を密度の濃い
善＞
授業展開により、生徒の集
（１）
密 中力を高め 45 分で効率よ
蜜度の濃
く学習する。
い 授 業 に ・家庭での予習復習を習慣と
集中力を
し、授業中の活動の充実を
持って取
図る。
り 組 む 力 （２）
を 育 成 す ・学習指導要領に基づいた新
る。
しい学力観の視点にたち、
（２）
新しい授業方法を研究し、
学力向上
授業改善を推進する。
につなが
（３）
る授業改
・第一志望の進路実現が図れ
善を推進
るような学力を理解させ、
する。
必要な学力に応じた学習
（３）
が行えるよう指導と支援
一人ひと
を行う。
りの第一
志望の進
路実現に
向けた学
力の向上
を図る。

（１）
・授業の時間配分が適切
に行われ、効率よく学
習できたか。
・家庭での予習復習が習
慣化できたか。
（２）
・授業研究、校内研修を
組織的・効果的に実施
し、授業改善は進んだ
か。
（３）
・生徒の第一志望を把握
し、学力の向上を図る
ことができたか。

校内評価

（１）
・50 分の内容を 45 分で学習
できるような工夫を各教員
は行い、生徒の集中力を高
め、効率よく学習している。
・予習復習を前提とした授業
展開をし、家庭学習を習慣
とする生徒が増えた。
（２）
・授業づくりチームを中心に
組織的な授業研究、校内研
修を実施した。その成果と
して授業改善が進んだ。
（３）
・第一志望の進路実現に向け、
個別の相談や補習・講習、
小論文指導などきめ細かく
丁寧な指導と支援を行っ
た。

（１）
・45 分授業に慣れて 45 分
の内容の授業展開をして
いるかのように見える。
授業の進度、難度を工夫
し、生徒の集中力をより
高める必要がある。
・家庭学習の習慣を持つ生
徒が増えたことが生徒の
ノートから見てわかる。
しかし、まだ家庭学習が
習慣化できていない生徒
が多くおり、丁寧な指導
が必要である。
（２）
・授業で生徒主体の活動を
取り入れた場面が増加し
たが、生徒の学習理解に
まだ反映しきれていな
い。更なる工夫を行う。
（３）
・生徒一人ひとりに対する
指導・支援は対応する教
員頼みなところがあり、
組織的に対応する必要が
ある。

学校関係者評価

（１）
・学習指導については、平成 25
年度と比較すると評価１の割
合が半減し、取り組んでいない
という評価３の割合も 7.6％
増加した。
（２）
・授業改善については、評価３
の割合が少し減ったもののま
だ、11.3％にも及んでいる。ま
た、残念ながら評価１について
は半減している。保護者に対す
る周知により、理解を求める必
要もある。
（３）
・取り組んでいないとする評価
３が 13.0％もある。第一志望
の進路実現が図れる学力に応
じた指導の実現に向け、授業改
善や生徒の学習姿勢等の指導
に努める必要がある。

学校評価
・交通安全週間や全校集会、HR など
を通じて、安全に対する意識の高揚
とマナーアップに取り組む。また、
保護者や地域と連携して交通安全の
取組の充実に努める。
・生徒の活躍できる場面をうまく設定
するとともに、適切なアドバイスに
よりリーダーシップを発揮できるよ
う努めるとともに、思いやり、他人
の尊重ができるよう組織的な支援体
制づくりを行う。
（学校評価）
（１）
・時間を大切にする意識を生徒と共有
した。
・家庭での予習復習の大切さを理解さ
せ、授業中の活動の充実を図った。
（２）
・学校全体で授業改善に取り組み、生
徒による授業評価の結果等を検証し
た結果、改善の成果を確認でき、ま
た、研究授業や校内研修会により、
新たな改善方策を立てることができ
た。
（改善方法等）
・補習・講習について、進路や自己実
現を果たせるよう支援を行う。
・授業改善の取組を検証して、より実
践的で学校全体が組織的に取り組む
こととし、生徒の確かな学力向上に
努める。

学校目標
＜キャリ
ア教育＞
（１）
自らの役
割や価値
を見出せ
るような
自己探求
を行わせ
る。
（２）
社会での
実践力の
あるキャ
リアデザ
インをさ
せる。

取組の内容
（１）
（１）
・総合的な学習の時間の学習 ・生徒のキャリアデザイ
ン の た め の情 報 を発
を通して、社会へのさまざ
自 まな関わり方を知り、キャ
信し、考えさせること
ができたか。
リア形成と自己実現の意
識を高め、個々の第一志望 （２）
を決定させ、その実現を支 ・・個々の生徒が第一志望
の 実 現に 向 けて 努力
援する。
す る サポ ー トが でき
（２）
たか。
・学習および進路に関するき
め細やかな面談を実施し、
家庭や地域等の教育力を
活用しながら、将来を見据
えたキャリアデザインを
考えさせるとともに、第一
志望実現に向けて粘り強
く努力する姿勢を養う。

＜ 地 域 等 ・生徒の保護者はもとより、 ・学校へ行こう週間の時
連携＞
中学生、その保護者、地域
期や形態は適切であっ
保護者や
の方々が本校の取り組み
たか。
地域から
を理解できる「学校へ行こ ・地域貢献活動が適切に
の期待と
う週間」や、地域貢献活動
実施されたか。
信頼に応
に取り組み、信頼できる学 ・地域との積極的な交流
え、開かれ
校づくりをめざす。
が行えたか。
た 学 校 づ ・部活動や委員会活動を通し ・各行事等において適切
くりの推
て地域の団体や施設との
な情報発信が行えた
進を行う。
交流を一層推進する。
か。
・学校説明会及び中学校訪問 ・ホームページの更新が
などの広報活動を推進す
適切に行えたか。
るとともに、ホームページ
の内容を充実させ、本校の
教育活動を広く発信して
地域の理解を図り、連携を
深める。

校内評価
（１）
・総合的な学習の時間におけ
る取組を通して、１・２学
年は社会への係わり方を考
え、3 学年はその実現へ向
けて努力をした。
（２）
・各学期ごとに個人面談を行
い、また長期休業中には三
者面談を行うことで、進路
および学習に対する意識を
高めた。

（１）
・キャリアデザインにおい
て様々な情報を活用し、
柔軟で発展性のある決
定を促したい。
（２）
・カリキュラム開発グルー
プと連携し、学習面で第
一志望の実現をサポート
したい。

・平成 26 年度の「学校へ行 ・
「学校へ行こう週間」や学
こう週間」を 10 月 20 日～
校説明会等を通して、より
24 日に実施した。また、9
多くの中学生とその保護
月 29 日(2 学年)、10 月 6 日
者、地域の方々が本校への
(1,3 学年)を地域貢献デー
理解を深められるよう、計
とし、地域の清掃活動に取
画を立てていきたい。
り組んだ。
・文化祭や各部活動の活動
・9 月 6 日、7 日に開催した
では、多くの中学生とその
文化祭では、多くの中学生、 保護者、地域の方々とのふ
その保護者、地域の方々に
れあいを持つことができ
来校していただいた。
た。
・8 月 21 日、11 月 15、22 日
に学校説明会を、10 月 4 日
にはオープンスクールを開
催し、多数の中学生とその
保護者に参加していただ
き、本校の教育活動を広報
することができた。
・ホームページをリニューア
ルし、更新の頻度を上げた。

学校関係者評価

学校評価

（１）
・保護者の評価３が激減し、
95.4％の保護者に理解が得ら
れている。指導をさらに充実さ
せるとともにキャリアデザイ
ンガイドブックの効果的な活
用などにより、学校の取組につ
いて周知を図って理解を深め
ていただく。
（２）
・評価３が激減し、92.0％の保護
者に理解が得られるまで進ん
だ。指導をさらに充実させるた
めに、学校としての取組が一層
充実するよう、さらに家庭や地
域等の教育力の活用を図って
いきたい。

（学校評価）
・キャリアグランドデザインの中で、
第一志望の実現を指導目標として計
画をたて、実施することができた。

・評価としては、平成 25 年度に
比べ、好転しているが、さらに
取組を進める必要がある。
・取り組んでいないという評価
３の割合は 15.1％から 10.7％
に減少したものの、保護者には
十分理解が進んでいない。広報
を図ることが重要である。
・ホームページにより現在の学
校の様子を知ることができる
ことから保護者の関心も高い。
評価１と２を合わせた割合は
増えているものの、85.2％であ
り厳しい結果である。

（学校評価）
・学校全体で行う地域清掃を実施した。
・ＰＴＡ活動を通して連携を図ること
が出来たが、学校の教育活動をホー
ムページ等を通じて知らせほしいと
いう要望があった。
（改善方策等）
・学校全体で行う地域清掃だけではな
く、部活動等少人数による地域への
協力等小回りの利いた活動を実践し
ていく。
・地域自治会や中学校との交流や連携
協力をさらに進め、学校への理解は
もとより、防災等に対する協力体制、
授業見学や研究授業、部活動交流等
により教育活動の充実に努める。
・ホームページの更新回数を増やし、
内容の充実により、本校の教育活動
を保護者、地域や中学生に対して情
報発信をしていく。

（改善方策等）
・教員個々の経験や力量の差をできる
だけ少なくして、組織的な活動を通
じて学校全体のレベルアップを図
る。
・蓄積したデータを活用して、生徒や
保護者に説得力のある説明を行い、
自信をもって、自らの第一志望の実
現をめざせるよう支援の強化に努め
る。

学校目標

取組の内容

＜ 学 校 運 （１）
営・学校管 ・地震などの緊急災害時の対
理＞
応体制を整備し、保護者が
（１）
緊 安心して任せることができ
緊急災害
る学校体制を整える。
時 の 対 応 ・地域の防災体制を把握し、
体制を整
連 携 がと れる よう に努 め
備する。
る。
生徒・保護
（２）
者に信頼
・三者面談、ＰＴＡ活動を通
される情
して保護者とのより一層
報の発信
の連携を図る。
をする。

（１）
・災害時の必要物品や備
蓄品を揃えるととも
に、生徒の帰宅方法の
把握を行うことができ
たか。
（２）
・ＰＴＡの各委員会や役
員会を通して保護者か
らの要望を把握し、実
現できたか。

校内評価
・防災備蓄物品の保管場所を
変え、棚を新設する等、室
内を整備した。また、在校
生の不足分を補充し、今年
度の１年生からは３食分を
買うことにした。
・各学年での３者面談、懇談
会や行事等で保護者とのコ
ミュニケーションをとって
きた。また、生徒からの要
望も可能なものは実現して
きた。

・水が不足することが課題
であり、次年度から準備
していきたい。

学校関係者評価

学校評価

・評価１、２合わせて 90.0％と
なり、保護者の理解は進んだと
考えられるが、取り組んでいな
いという評価３は 19.4％から
10.0％に減少したもののまだ、
十分とはいえないという声と
して捉える必要がある。
・本アンケート調査もそうした
一環であり、取り組んでいない
という評価３が減少したが、さ
らに要望の把握、学校運営への
反映に努めていきたい。

（学校評価）
(1)
・防災訓練により避難方法を確認する
とともに、起震車による地震体験、
講話を通じて身の安全を守る大切
さ、具体的な安全確保の方法を学ば
せることができた。
(2)
・面談や行事、ＰＴＡ活動等を通して
保護者と連携を図ることができたが
保護者のニーズに速やかに応えるこ
とが大切である。
（改善方策等）
・学校からの通知やホームページへの
掲載等により、学校の取組について
保護者に理解が得られるよう周知に
努める。
・保護者アンケートの実施、集計・分
析により学校運営の改善に結びつく
よう努める。

