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自主と奉仕の精神に満ち、社会に貢献する人間を育てる、地域から信頼される学校
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確かな学力を育成するために、授業改善をはじめとする学力向上に関する取組を推進する。
学校・家庭・地域の絆を深め、開かれた学校づくりを推進する。
生徒一人一人の、自立する力を育む進路指導を推進する。
豊かな心と健やかな体を有する、明るく活力ある生徒を育成する。

Ａ

※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、学校自己評価を踏まえて評価
を受けた日とする。
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学
年 度 評 価（ ２月

１日 現在 ）

具体的方策

方策の評価指標

評価項目の達成状況

①各HRにおいて、各生徒との意見交換や進路希望を傾聴
し、問題を把握するとともに教職員間で情報の共有を行
い、各HRや各教科において対策を講じた学習についての
指導を実践する。
②年間２回の授業公開・研究週間において、各教科ごと
の研究授業・研究協議等を実施する。また、校内や教科
会を通じ研修情報の共有を図り実践する。
③各HRへ新聞を配布し、活字を生徒の身近な学習教材と
する。
④学習ｻﾎﾟｰﾀｰを授業や補習に活用し、数学の基礎学力を
高める。

①各学年において、朝学習などの独自の取組を実践
する。
①②学校評価ｱﾝｹｰﾄにおける項目「分かりやすい授
業を行い、熱心に指導してる」の肯定的評価を８
０％以上とする。
③生活実態ｱﾝｹｰﾄにおける「新聞を毎日読むか」肯
定的評価５０%以上とする。
④１年生の７０％が数学学習到達度を「中学生以
上」となるよう指導する。

①１月に学校評価アンケートを実施。１年７６％、２年８
０％、３年７９％
②公開授業を年間２回した。（５月、１１月）
③年間を通じ、各学年クラスに新聞を配付した。しかし、新聞
に触れる機会は３０％未満であった。
④数学における学習ｻﾎﾟｰﾀｰを積極的に活用した。学習到達度テ
ストは３月に実施する。

・学習環境（プロジェクターやタ
ブレット端末）の整備に伴い、視
覚や思考に訴える効果的な学習指
導を展開し、生徒一人一人が希望
する進路目標を達成させるための
意欲と学力の定着を推進する。

①各教科の教室における授業展開において、学習環境を
有効に活用した教材の提供を行い、授業での学力定着を
推進する。
②進路指導部や学力向上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑと連携し、生徒へ
の進学補習等を実施する。
③各学期における指名補習や学習会を効果的に実施す
る。

①年間複数回の授業での視覚的な教材提供を行い、
学力の定着を実践する。
②進学を目的とした補習等に参加する生徒を増加さ
せる。
③各学期の欠点保有者を各学年２０名以下とする。

①ほぼ全ての教科・科目によって効果的にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰやﾀﾌﾞﾚｯﾄ
を活用して授業を行った。
②繰り返し補習参加者を募ったが「増加」までには至らなかっ
た。
③各学期の欠点保有者各学年２０名以下を達成した。
1年：1学期13名、2学期14名、2年：1、2学期ともに11名
3年：1、2学期ともに5名

・教育課程、教育活動や部活動に
関する情報発信の手段を工夫す
る。
・学校の様子について、様々な方
法を用いて情報の発信を行う。

①生徒募集について工夫した内容で説明会を実施し、生
徒の指導育成に重点を置いた学校教育を発信する。
②情報発信について内容を精査し、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更新年間
１００回以上、ﾒｰﾙ配信３０回以上行い、積極的に学校
の情報を発信する。
③新聞や市の広報誌等にも情報を広く発信する。
④近隣大学との連携を深め事業をさらに推進する。
⑤地域行事への参加を継続する。

①的確な情報提供に努め、入試志願倍率が１.１倍
を上回る。
②評価ｱﾝｹｰﾄにおける項目「学校からの情報提供へ
の満足度」の肯定的評価８５％以上とする。
③新聞、広報誌への掲載回数を年間１５回以上行
う。
④近隣の大学との連携を深め事業をさらに推進す
る。
⑤地域行事への参加を継続する。

①教員による中学校訪問を３回実施した。
①１２月１５日での新聞発表の倍率１．１８倍。
②ＴＳメールも３３回発信。前年比１．５倍であったが、満足
度は７４％にとどまった。
②情報提供に関する満足度は、１年７０％、２年７５％、３年
７６％。
③新聞等の掲載は少なく、６回であった。
④継続した大学との連携を行った。
（野球部：女子栄養大
文系情報：日本工業大学）
⑤地元の団体と連携し、レッツクリーン白岡をはじめ、わんぱ
く笑店街や市が主催した行事への運営などに取り組んだ。

・学校説明会の実施方法と内容の
改善を続けるともに、中学校教職
員、中学校生徒、保護者への情報
提供を工夫し、本校教育の特長を
周知する。

①全職員による生徒募集研修会、中学校訪問を実施す
る。（年３回）
②年５回の学校説明会において部活動体験や入試対策講
座を実施するとともに、本校生徒を活躍させる場面を更
に多く作る。
③地元からの志願者を増加させるために、地域中学校等
への出前授業などの機会を増やす。

①中学校訪問の訪問校数を維持し、その方法を工
夫・改善するとともに、情報提供の内容を確実に伝
達する。
②学校説明会の参加者を１０%増加させる。
③中学校からの要請には確実に応答し、学校の特長
を周知する。

①中学校訪問：教員による資料を持参した説明の機会を年３回
実施した。
（７月、９月、１２月）
②第５回までの説明会参加者は、延べ１１４１名であった。昨
年比ほぼ同数で増加は見られなかった。（中学生５９４名、保
護者５４７名）
③近隣中学校での出前授業は２校で行った。また、上級学校訪
問は６校を迎えて実施した。

・ＰＴＡ後援会・白岡市内中学校
や地域の方達の協力により、国際
交流事業を維持し更に発展させ
る。

①国際交流委員会を中心に、姉妹校との関係を維持し、
特色ある行事として継続して実施する。
②次年度以降の実施に向けて、派遣生徒の確保を確実な
もにするため工夫した説明会を適宜行う。

①国際交流事業を継続実施するとともに、姉妹校と
の関係を維持し、広い視野を持った人材育成に寄与
する。
②生徒対象の説明会を定期的に行い、興味関心の維
持と１３名以上の派遣希望者の確保を行う。

①国際交流事業として、派遣生徒に対し１４回の研修を行い、
意識の高揚と人材育成を行った。
②語学研修での派遣については、校内で１３名を募り、姉妹校
へと派遣した。

・生徒や保護者の進路指導に対する評価は高
く、就職においては内定率１００％を達成
し、卒業生の全てが進路目標を達成してい
る。また、在校生には、各学年別において段
階的な情報提供を行い、各自が希望している
進路先の現状を十分に理解させるとともに、
自己の適性や能力も考慮した上で、意欲的な
態度でより良い進路選択ができるよう指導す
ることが必要である。

・生徒が自分の興味関心、適性及
び能力を踏まえて的確な進路選択
ができるよう、学年段階における
情報提供を展開し、進路希望の達
成を確実なものとする。

①各学年において行われる進路ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝや進路ｶﾞｲﾀﾞﾝ
ｽ、分野別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ及び就職指導の内容を工夫し、効果的
な指導を実施する。
②企業訪問や、入試説明会に積極的に参加し、有益な情
報を生徒に提供する。
③指定校枠の確保や活用を行うとともに、新規の指定校
や就職先を積極的に開拓する。
④入試方法の変更にはいち早く対応し、生徒への情報提
供を即座に行う。

①就職内定率１００％を維持する。
②生徒、保護者対象の学校評価ｱﾝｹｰﾄにおける項目
「進路結果についての満足度」で肯定的評価９０％
以上を目指す。また、学校評価ｱﾝｹｰﾄの項目「将来
の希望（夢）を実現するために努力している」で肯
定的評価７０%以上とする。
③重点指定校の決定率５０％以上、及び維持、新規
の指定校の獲得、並びに求人開拓を行う。
④ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑを立上げ、担当者が研修に参加する
とともに教職員や生徒への情報提供を的確に行う。

①３年生の就職内定率１００％。
②生徒、保護者ともに進路についての満足度は８５％であっ
た。
②公務員３名合格、難関大学推薦合格２名を達成した。
②生徒、保護者ともに、将来への希望実現について努力し満足
しているのが７５％である。
③重点指定校の決定１３名４５％
④プロジェクトチームの立ち上げには至らなかったが、先進校
での取組見学のために派遣を複数回行った。

・基本的生活習慣が守られ、元気の良い挨拶
ができる生徒が多く、部活動、学校行事も活
発に行われ、自主自律の精神を育成し成果を
あげている。今後も指導を継続し、生徒の研
鑽を望んでいかなければならない。
・精神的に不安定で支援が必要な生徒の入学
も増加している。支援が必要な生徒に対して
は、教育相談委員会が機能し相談と支援の充
実が図られた。今後も、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰやｽｸｰﾙｿｰ
ｼｬﾙﾜｰｶｰを有効に活用し、共生社会事業支援
との連携により通級を実施していく必要があ
る。
・保健施設部や事務室の適正な指導によって
良好な学習環境が整備されている。今後も校
内環境の維持に努める必要がある。

・教職員の研修を通じ共通理解に
基づく、一貫した指導の実践を通
して、充実した学校生活を送れる
環境づくりに、引き続き取り組
む。

①生徒指導部会や職員研修を通して生徒指導に関する共
通理解を深め、いじめや問題行動等の早期発見、早期解
決に努める。
②部活動において、技術力やﾁｰﾑ力の向上を図るととも
に指導の実践を研究し、生徒の人間形成を主眼とした活
動を推進する。

①いじめｾﾞﾛ、生徒指導の件数を１０件以内とす
る。
②県大会以上の大会に出場する部活動１１部以上、
県入賞３部以上、県大会ﾍﾞｽﾄ１６以上５部とする。
また、部活動の活動基準に順応した活動日程等を実
践する。

①「いじめ」に関する調査は毎学期行った。件数は１件。生徒
指導件数９件。
②県大会以上８部、県ベスト１６以上２部、県入賞２部を達成
した。

・教育相談体制をさらに充実さ
せ、支援の必要な生徒の把握、情
報の共有や支援に取り組む。更に
は通級の実施に向け共通理解を深
め、全教職員で対応する。

①支援が必要な生徒の情報を的確に把握し、共通理解を
図るとともに支援体制によって組織的な取り組みを実践
する。
②共生社会育成拠点校として、支援の必要な生徒へのｻ
ﾎﾟｰﾄを推進する。

①中途退学者を１０名以内にする。
①中途退学者１名。
①支援が必要な生徒の保護者に対し、丁寧な説明を ②他校での実践に関心を寄せ、本校での実施に向けて様々な角
行い校内での取り組みを了解し、協力してもらう。 度から研究を重ねた。
②高相研やｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ、特別支援教育に関する研修会
へ積極的に参加する。

・清掃指導を徹底し、学習環境作
りに取り組む。
・安全点検を定期的に実施し、安
全な環境を維持する。

①毎日の清掃指導や、定期的な清掃用具の充実を継続す
る。
②定期的な安全点検を実施するとともに、施設改修工事
の完成に向けた校内外の環境整備に努める。

①校内公開行事等において、校内美化を徹底し、来 ①清掃活動を継続するとともに、公開される行事などの際には
客者を迎える。
重点的に清掃活動を行った。
②安全点検で把握された不具合箇所については、迅 ②施設の安全点検を各種行った。
速に対応し学習環境を維持する。

・生徒の学力実態に応じた指導や学習ｻﾎﾟｰﾀｰ
による補習や授業支援は、欠点保有者の減少
に成果をあげている。また、成績上位者支援
のための進学補習は計画的に実施できてい
る。さらに進路指導における情報提供や生徒
の意欲向上に向けた取り組みを推進する必要
がある。
・学校評価ｱﾝｹｰﾄにおける項目「分かりやす
い授業を行い、熱心に指導してる」の満足度
は高い。次期学習指導要領の完全実施に向
け、各教科における指導内容の変更点を確認
するとともに、情報を共有し校内での指導を
実践する。また、指導の充実を効果的に進め
るため、更なる研究と対策を講じ積極的に改
善を進める。

・地域の行事への積極的な参加や活発な奉仕
活動によって、保護者や地域住民、白岡市と
の連携は深まっている。白岡市報への学校紹
介の複数回掲載、学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更新１００
回以上、保護者向けTSﾒｰﾙ配信は２３回行っ
た。ｱﾝｹｰﾄ項目で「情報発信に対する評価」
は肯定的な評価を得ることができた。
・「快適ﾊｲｽｸｰﾙ事業」における校内行事の変
更があり、説明会の内容が変更された。今年
度も体育館等の改修工事が予定され、工事日
程に応じた学校説明会等の内容について工夫
や改善を行い、効果的な情報提供を行う必要
がある。
・創立３０周年事業として始まった国際交流
事業を継続して実施する。

評価項目
・教員一人一人が生徒それぞれが
抱える学習に関する問題を的確に
把握し、問題解消に向けた授業改
善などの取組みを行い、生徒の学
習意欲の向上につなげる。
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Ｂ
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実施日 令和２年２月７日
次年度への課題と改善策
生徒の学習定着度はまだま
だ低い。意欲を持って楽し
さを感じられる授業を実践
するため、更なる授業改善
が必要である。授業公開日
への保護者参加率を高める
工夫を行うとともに、教員
の授業改善に向けた研究協
議を有効に取り入れてい
く。
授業の実施における機材は
整ってきた。しかし、有効
な活用までには至っておら
ず、教材研究や指導改善の
ため教員のスキルアップが
望まれる。
ＴＳメールの配信は適宜行
えた。しかし、全家庭の加
入とまでは至っていないの
で改善する必要がある。
また、この他、各報道機
関等での掲載記事が少な
く、情報提供の工夫が必要
である。

来年度の生徒募集に向けて
計画的に学校説明会を行う
ことができた。学校説明会
等では生徒募集定員を周知
した。１２月１５日現在の
進路希望状況調査によって
例年になく高い評価となっ
た。

学校関係者からの意見・要望・評価等
・学習の成果など、もう一つ特色を出すため
に新たなことができるのではないかと思うの
で次年度は期待したい。
・次年度への課題として更なる授業改善が必
要であるとして、現状に満足せず、更に教員
の指導力向上に取り組んでいくということは
素晴らしいと感じる。
・プロジェクターが導入され、生き生きとし
た資料、授業となっていた。生徒たちの意欲
が出てくるような授業の進め方をしているの
が非常に良かった。

・学校自己評価システムシートにあるとおり
地域行事への参加の継続ということで、以前
から市と高校とＷＩＮ-ＷＩＮの関係でボラン
ティア活動に参加していただいているのは敬
意を表する。
・特色があるとか魅力があるといった学校に
するためにはボランティア活動は大切なこと
である。
・地域における高校の役割の重要性を、今後
の特色化につなげていくということがあって
も良いと思う。
・高校で市Ｐ連に加入していることもアピー
ルする一つだと思う。
・ＰＴＡを活用していくと保護者同士でうま
く連携していける。
・学校ボランティア活動の時に生徒に話しか
けた。順調に成長している様子が伺えた。

今後も効果的な広報に努
め、参加者の増加を図って
いく。

進路希望達成は学校の最重
要の課題である。今年度は
進路達成に向けた成果を見
ることができたが、進路指
導部を中心に教員一丸と
なって取組を推進していか
なければならない。また、
進路対策としての学力の向
上や定着についても一層意
識を高める必要がある。

・就職内定率１００％、生徒・保護者ともに
進路についての満足度は８５％ということ
で、数人の未決定者はいるが全体としては皆
さん満足して進路先が決定しているのかなと
思う。

学校内の生徒指導は概ね良
好なうちに推移した。しか
し、携帯電話の取扱いや指
導の基準など検討する必要
がある。生徒指導部を中心
に検討を重ね、教員一丸で
指導を行う。

・校則で部活動に入るように奨励しているの
か。校則は生徒やＰＴＡが改定の際、意見を
言える仕組みになっているのか。一緒になっ
て作り上げていくという風にしたほうが良
い。
・学校自己評価システムシートに「部活動の
活動基準に順応した活動日程等を実践する」
との記載があるが、中学校においても県のガ
イドライン、市のガイドライン、学校のガイ
ドラインがあり、学校のＨＰに公開してい
る。所属校の学校評価における保護者の意見
は、部活動の時間が短くなって良かったとい
う意見ともっと部活動を行ってほしいという
意見、それでもまだ夏休みの活動が多すぎる
という意見がある。
・部活動のガイドラインは中学校でも課題と
なっている。今後も情報交換させていただき
たい。
・携帯電話の扱いについて、指導の内容や方
法について一考いただきたい。

各学年での生徒指導は概ね
良好であった。進路変更を
臨む生徒には引き続き適切
な指導を行う。

校内の安全対策は概ね良好
に保たれた。引き続き学習
環境の維持に努めていく。
Ａ

校

