平 成 ３０ 年 度 学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ － ト （ 県 立 岩 槻 高 等 学 校 ）
目 指 す 学校 像

重

点

目

標

確かな学力・規律ある生活態度・国際感覚を身につけた生徒を育成し、一人一人の進路希望を実現する、地域に
愛される学校

１
２
３
４
５

※学校関係者評価実施日とは、最終回の
学校評価懇話会を開催し、学校自己評
達

一人一人を生かす学びの定着（学力の向上を目指して）
進路指導の充実（夢の実現を目指して）
生徒指導の充実と人権教育の推進（豊かな心の育成を目指して）
国際理解教育の推進（国際社会で活躍する生徒の育成を目指して）
保護者・地域との連携（信頼される学校を目指して）

Ａ

ほぼ達成(８割以上)

Ｂ

概ね達成(６割以上)

Ｃ

変化の兆し(４割以上)

Ｄ

不十分(４割未満)

価を踏まえて評価を受けた日とする。
出席者 学校関係者６名

成
度

生徒

３名

事務局(教職員)９名

※ 重点目標は３つ以上の設定も可。重点目標に対応した評価項目（年度達成目標を意味する。）は複数設定可。
※ 番号欄は重点目標の番号と対応させる。評価項目に対応した「具体的方策、方策の評価指標」を設定。

学
年
番号

現状と課題

[現状]生徒が朝学習に向かう姿勢も良好で
あり、落ち着いて授業に取り組んでいる。

１

[課題]授業評価アンケートを活用し、教員
の授業力向上・授業改善と生徒の学力向上
をさらに図る。

[現状] キャリア教育の視点に立った指導が
計画的におこなわれている。進路意識は向
上している。

２

３

[課題]進路選択目標を高く持たせ、難関大
学などに挑戦する姿勢を育てる。大学入試
改革に向けた検討を行い、今年度から実施
の獨協大学との連携を活用して、生徒の進
路意識の向上を図る。
[現状]学校全体で統一した指導が図られて
いる。遅刻・欠席者は少なく、身だしなみ
の乱れや交通マナー違反も落ち着いてい
る。規範意識も高まり、本校生としての品
格も備わってきた。
[課題]各教職員や各部署で情報共有を図
り、校内の連携がとれたカウンセリング体
制を確立し、悩みを抱える生徒への手厚い
相談と不登校を減少させる。
[現状]海外授業体験等、国際理解教育の事
業への参加が定着し、生徒の国際理解への
意識も向上してきた。

４

[課題]国際感覚の視点を持たせ国際交流に
対応した高い学力を身につけさる。国際理
解教育に関する学校としての取り組みを定
着させ積極的に外部へ発信していく。
[現状]小高交流事業や地域行事への参加、
ボランティア活動が定着し、開かれた学校
づくりの意識が高い。

５
[課題]情報提供の方法を工夫し、ボランテ
ィア活動に関する生徒の意識をさらに向上
させる。

校
度

評価項目

・朝学習を定着させ、生徒が
積極的に学習に取り組む習慣
を確立する。教員の授業改善
と指導力向上を図る。新学習
指導要領への対応を計画す
る。

・キャリア教育の視点に立っ
た進路指導を行う。生徒一人
一人が自己の進路実現に向け
て学習に取り組む意欲を向上
させる。

・生徒が規範意識を身に付
け、さらに品格を高める。悩
みを抱える生徒への対応を十
分に行う。

・国際理解教育の各事業の参
加生徒を増やし、学校全体で
国際理解教育を定着させる取
り組みを行う。

・本校教育活動の多角的情報
発信を通し、保護者や地域住
民の理解を深め、地域に愛さ
れる高校としての評価を高め
る。
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価

学
年度評価（１月１０日 現在）

方策の評価指標

評価項目の達成状況

①朝学習や週末課題への積極的な取り
組みを促し、学習成績の向上を図る。
②学習リサーチの結果を活用し個別指
導を行う。
③教員の授業力向上のための授業アン
ケートを実施する。
④新学習指導要領の導入に向けた検討
を進める。

①成績不振者の減少と成績優良者を増加さ
せる。(昨年度比)
②基礎学力テストのスコア、模試やスタデ
ィーサポートの成績を向上させる。
③授業アンケートの効果的な活用方法を検
討し実施する。(年間１回以上）
④校内各組織で連携を図り、新教育課程の
作成に向けた検討を行う。（適時）

①大学入試改革に向け、ＩＣＴを活用
した外部情報を有効活用し、各学年・
各生徒に応じた進路情報の収集を行
う。
②高大連携・講演会・模擬授業や面談
などを通じて、生徒の進路意識を向上
させる。
③授業以外に企画された学習の場へ生
徒の参加者を増やす。

①大学入試改革に対応するために、１年次
でポートフォリオ作成に向けた取り組みや
英語４技能に対応した指導を行う。
②獨協大学との連携プログラムの具体化を
進める。計画された進路行事を実施し、３
年生進路決定率を向上させる(昨年度比)
③進学講習、模擬試験、センター試験の受
験者を増加させる。(昨年度比)

①教職員が共通理解を図り、品格のあ
る行動と身だしなみを生徒に身に付け
させる。
②基本的生活習慣の定着を図る指導を
行う。
③交通安全指導を実施し、マナーの向
上と交通事故を防止する。
④スクールカウンセラーの活用や職員
間での情報共有を進め、教育相談・生
徒指導体制を充実させる。

①学校共通の指導基準で整容指導を実施す
る。(通年)
②登下校指導を行い(毎日)、遅刻者数、欠
席者数を減少させる。(昨年度比)
③スケアード・ストレイト技法(１０月)に
よる安全教室と自転車マナーアップ伝達講
習を実施する。
④不登校や転退学者数を減少させる。(昨年
度比)

①海外授業体験への生徒・教員の派
遣、海外高校生の訪問や留学生の受け
入れを積極的に行う。
②国際交流や国際文化科の特色ある行
事を充実させる。
③国際理解教育の取り組みを情報発信
する。

①海外授業体験への参加者を増加させると
ともに(昨年度比)、オーストラリアから高
校生を受け入れる。
②イングリッシュサマーキャンプ（７月）
校内スピーチコンテスト（２学期）・異文
化理解セミナー（年３回）を実施する。
③学校ＨＰでの情報発信や中高連携の生徒
募集時にリーフレットを配布する。(通年)
①岩槻祭り(８月)、地域防災訓練(３月)の
参加者数とボランティア活動数を増加す
る。
②閲覧しやすい学校ホームページへの改良
を行う。また、学校行事の際は、保護者へ
一斉にメール配信を行う。
③区内３校の小学校と高校の交流(９月)、
運動部が区内小学生の指導を行う交流を実
施する(２学期)。

目標は概ね達成されている。学力向上は
継続した取組が必要である。
①成績不振者数は 15％減、優良者数は
前年度並みであった。
②3 年生の模試では（11 月実施）、5 科
目中 4 科目で平均点の偏差値が昨年度よ
り上昇した。
③授業アンケート実施後（1 学期）、結
果を各職員の授業改善資料とした。
④単位数増の検討を含め、基本構想につ
いて年度内に作成した。
継続した進路指導と高大連携の導入など
で進路意識への効果を上げつつある。
①ポートフォリオ作成(1 年）、英語 4
技能スコア型検定（1・2 年）を計画通
り実施した。
②進路決定率は 84％（昨年度比 5％増）
である（12 月末現在）。高大連携で 8
名が獨協大学聴講生となった。
③一般受験 43 人（3 減）をはじめ、い
ずれも昨年度より減少した。
交通マナーなどの校外行動の指導が十分
ではない。
①全校指導（毎月）で指導の統一が図れ
た。自動二輪車指導の内規改定をした。
②登校指導を実施し（毎日）、遅刻者数
（19％）欠席者数（29％）は減少した。
③計画通り実施、重大な交通事故は発生
しなかった。
④減少した（退学 4→0、転学 12→4）。
スクールカウンセラーとの相談者は 10
人（延べ25 回）であった。
新たな企画を取り入れるなど、国際理解
教育の効果に期待できる取組となった。
①オーストラリアとの交流は、参加生徒
増加（19→22）、訪日団受入れ（9 月、
生徒17、教員2 名）を行った。
②新たな企画を含め計画通り実施した。
③外部機関主催進学説明会等に参加（4
回）し、取り組みの情報発信をした。
これまでの取組を踏まえて実施できた。
①市の避難所運営訓練を本校を会場にし
て実施した（12 月）。
②情報化委員を中心に学校ＨＰとセキュ
リティー管理の見直しを実施した。

①市区主催行事やボランティア活動に
生徒・教職員が参加し、地域住民との
交流を促進する。
②学校ホームページの情報発信の充実
とＰＴＡ組織と連携して学校教育活動
の充実を図る。
③小学校との交流活動を通じて本校の
取り組みを発信する。

③昨年度並みに計画通り実施し、
新たに、部活動が中心となり校内
小学生とのスポーツ交流を実施し
た（9 月の2 週間中の複数日）。
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実施日 平成３１年２月１５日

次年度への課題と改善策

学校関係者からの意見・要望・評価等

○家庭学習をはじめ、さらに自主
的に取り組むませる必要がある。
授業・朝学習や補講など取組の重
要性をさらに指導していく。
○教員の指導力向上は不可欠であ
る。教員相互の授業見学や年次研
修者の研究授業などを活用し、研
修意識をさらに高める。
○教育課程は数年後を見通して共
通理解のもとに計画的に検討・作
成する。
○大学入試に対応していく必要が
ある。ポートフォリオ活用につい
てさらに研究する。
○生徒が自主的に進路活動し、進
路意識を向上させる必要がある。
前年踏襲型にならない進路指導企
画を検討する。
○生徒の自学自習の姿勢をさらに
向上させる必要がる。補講は形態
から見直す必要がある。
○登下校マナーについて、地域か
ら苦情があった。規範意識向上の
指導が必要である。
○日々の日常生活の規律は、教職
員の継続指導が不可欠である。教
職員共通理解のもと継続する。
○各学年に悩みや特別な事情を抱
える生徒がいる現状である。早期
発見・早期対応、事後の適切な対
応など、指導について校内外の連
携強化を継続する。
○保護者の経済的負担軽減を図り
多くの生徒が海外派遣に応募でき
ること、国際理解教育を全校に浸
透させることが必要である。国際
文化科・国際交流部が中心とな
り、国際理解教育を進める。
○宣伝方法や宣伝媒体の活用につ
いてさらに研究する。
○地域との連携は、これまでの実
績を維持しながら、効率効果を高
めた活動を実施する。
○学校の取組についての広報活動
は、毎年最新情報とすることが必
要である。学校ＨＰの見直しや学
校説明会・中学校訪問での情報提
供の内容や方法を見直す。

生徒全体の学力が底上げされ、成績不審者の減少
は評価できる。授業見学をして、生徒の学習に対
する姿勢が良かった。試験の成績上位者の掲示
は、生徒の意欲を向上させる良い取組みである。
家庭学習の時間が少なく、一般受験が少ないこと
が課題である。校内模試等に対してやらされてい
るという意識を持っている生徒がいるので、自主
的に学習できる生徒を増やしてほしい。大人にな
っても日々勉強であるので、日常の問題の解決法
を身につけていくことが大切である。
大学が望む高校生像は、課題取組へのプロセスを
大切にし、自分で考える姿勢を持つ生徒である。
生徒は、漠然とした生活をして何をしたいのか分
からない、また、受動的な授業で答えを求めた
り、定期試験の前に詰め込みの勉強をしている生
徒が多い。学習への取り組みとして、早朝、放課
後の進学補習に意欲的に参加すべきである。積極
的に取り組むことにより、学習に対する意欲が向
上すると思う。
生徒の登下校に対して地域住民から苦情があると
のことだが、自治会町内会の生徒への評価は良好
である。登下校時に不審者の声掛け事案が多いの
で、「ながら見守りボランティア」を自治会で実
施している。特に女子生徒は複数で下校してほし
い。一部の生徒の迷惑行為を他人事とせずに生徒
全体で考えるべきである。学校という組織で活動
している意識を生徒一人一人が持つべきである。
生徒のメンタルの問題はカウンセリングが大切で
あり、担任が接点となることが重要である。
卒業生が外国で活躍していることは、素晴らしい
と思う。国際文化科が外国との接点となり、学校
全体の関わりとなって広がりを見せていることは
評価できる。国際理解教育が、キャリア教育と結
びつけることができると更に強固な戦略となると
思う。

自治会の防災訓練に、高校が場所等の提供をして
くれるとともに、生徒４０名、教員９名が参加し
たことは特筆すべきことである。高齢化した町内
に高校生がいてくれることは安心感を生む。地元
小学校等との交流は評価できる。これからも地元
との交流をさらに深めてほしい。目白大学や自治
会とも協力し、AED 講習会などの地域貢献活動を
一緒に実施してほしい。

