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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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評価項目

具体的方策

方策の評価指標

・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
は高いが、次期学習指導要領に係る教育課程
の編成には工夫が必要であり、更なる研究と
対策を講じ改善を進めなければならない。
・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。

・教員一人一人が生徒それぞれが
抱える問題を把握し、指導の改善
に取り組み、生徒の学習意欲の向
上につなげる。

①学習評価ｱﾝｹｰﾄの結果をもとに生徒個々の理解が深ま
るよう授業改善を実施する。
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。
③校内や教科会を通じ研修情報の共有を図り実践す
る。

①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。
②各教科ごとの情報提供が職員に対して行われ
る。
③授業改善に関する研修会・研究会への参加を推
進し、授業実践する。

確実な目標設定が行えるように、情報提供を行うとともに生徒個々にあった指導を展開す
るよう実践した。
①１０月にｱﾝｹｰﾄを実施。生徒理解を深めた。1年生８１％ 2年生８０％ 3年生８４％
②公開授業を２回実施。（５月、１１月）見学者に意見や感想をいただいた。
③学習ｻﾎﾟｰﾀｰを有効に活用し、数学の学力定着に貢献した。また、新学習指導要領の変更
点について情報収集を行い、各教科内の理解統一を図った。

・生徒の学力に応じた学習環境を
整え、基礎学力の定着と上位層の
学力向上に取り組むともに、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各学年に応じた適切かつ効果的な学習指導を実施
し、基礎力の定着を目指す。
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学習ｻﾎﾟｰﾀｰを授業や補習に活用し、特に数学の基礎
学力を高める。
④指名補習や学習会を実施する。
⑤「全ての教室へ新聞を運動」に参加する。

①長期休業中の課題の提出率を１００％とする。
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。
③１年生の７割が数学学習到達度「中学生以上」
とする。
④各学期の欠点保有者を各学年２０名以下とす
る。
⑤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。

意欲を持って学習活動が行えるよう、ｻﾎﾟｰﾄ並びに課題の提供を行った。
①課題の提出率１００％を目指し指導を継続した。また、長期休業明けに課題テストを実
施し、学力の定着度合いを確認した。
②長期休において進路指導部が主体になり、各教科における進学補習を実施した。生徒の
参加については積極性に欠ける傾向がある。
③数学において、学習ｻﾎﾟｰﾀｰを有効に活用した。基礎学力の定着が図られた。
④各学期学年主導で指名補習を実施し、生徒の学力改善に取り組んだ。欠点保有者は1学期
1年12名、2年10名、3年0名であった。2学期では1年21名、2年12名、3年7名となった。
⑤各ｸﾗｽへの新聞配布を継続した。新聞は授業の教材としても使用され、活字離れの要素を
払拭するように指導した。更に、新聞を読む生徒が増加するよう取組む必要がある。

・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募集について周知し、これまでと同様に選択できる
科目に変更がないことを発信する。
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。また、ｽﾏｰﾄ連絡帳の有効性を研
究し活用を推進する。
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高大接続事業を定着させる。
⑥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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑを立上げ、研究と定着を図る。
⑥地域行事への参加を継続する。

学校広報について、情報発信を丁寧な内容で確実に実施し、本校の生徒募集につなげられ
るよう工夫した。
①学校説明会において、『普通科』募集としての学年毎の科目選択について丁寧に説明し
た。
②ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更新は行事に合わせ適宜行った。また、メール配信は１９回行い情報提供し
た。メール配信の登録者は7割程度となっている。
③市広報誌への本校特集を５月から５月連続で行った。また、新聞等への情報提供を行い
記事が掲載された。
④運動部活動と女子栄養大学との栄養指導・体力測定の連携を行った。
⑤学校支援ｼｽﾃﾑ及びe-ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの次年度導入に向け、研究を進め職員への理解を深めた。
⑥ｸﾘｰﾝ白岡、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を実施し、地域の団体や組織と連携した。

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入試志願倍率が１.１倍を上回る。
②学校説明会の参加者を１０%増加させる。
③地元からの志願者を１０％増加させる。

本校の特徴を知ってもらうため、様々な広報活動を行った。生徒募集への好転を期待す
る。
①生徒募集に関する研修会を年３回実施し、中学校訪問に全教員であたった。中学校を訪
問した際は、学校作成のﾘｰﾌﾚｯﾄを３年生対象に配布した。
②９月に体験部活動を実施。例年は夏季休業中に実施していたが、校舎改修のため時期を
変更し行った。また、１０月以降、５回の学校説明会を実施した。前年度と比較して２６
０名余りの増加を見ることができた。
③要請のあった中学校には、要望に合わせ対応した。中学校での出前授業５校、上級学校
訪問６校。
①姉妹校からの訪問を受入れ、中学校での交流会を企画するなど特色ある行事を実行し
た。
②今年度、ｵｰｽﾄﾗﾘｱへの派遣は中止されたが、引き続き派遣生徒の確保のために教育効果を
示しながら勧誘を継続する。

・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。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更新１０
０回以上、TSﾒｰﾙ配信は３０回以上行い、ｱﾝ
ｹｰﾄ項目で「情報発信に対する評価」の肯定
的評価を得た。
・「快適ﾊｲｽｸｰﾙ事業」における校内行事の変
更があり、説明会の日程が変更された。これ
は生徒募集への影響が多分にあったことが推
察される。学校説明会等の日程や内容の工夫
を行い、さらに効果的な生徒募集活動の展開
が課題である。
・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。

・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、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。

・ＰＴＡ後援会・白岡市内中学校 ①国際交流委員会を中心に、ﾎｰﾑｽﾃｲ先の確保や交流事
や地域の方達の協力により、受け 業の内容等を検討し、特色ある行事として継続して実
入れ派遣、交流事業を実施する。 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
なものとする。
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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。

①国際交流事業を継続実施するとともに、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１０名以上の派遣希望者の確保を行う。

・生徒や保護者の進路指導に対する評価は高 ・生徒が自分の興味関心、適性及 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
く、就職においては内定率１００％を達成
び能力を踏まえて的確な進路選択 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
し、卒業生の全てが進路を決定している。
ができるよう指導を行う。
的な指導を実施する。
・生徒には、各学年における進路指導を行
②企業訪問や、入試説明会に積極的に参加し、有益な
い、各自が希望している進路先の現状を十分
情報を生徒に提供する。
に理解させ、自己の適性や能力も考慮した上
③指定校枠の確保や活用を行い、新規の指定校、就職
で、意欲的な態度によりよりよい進路選択が
先を開拓する。
できるよう指導することが必要である。
・より高い進路意識を持ち、情報 ①組織的な支援により生徒の進路に対する意識を高揚
を吸収する力やﾁｬﾚﾝｼﾞする精神を し、生徒が意欲的に取り組む姿勢を育成する。
育成する。

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９
０％以上を目指す。
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。

・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、成果をあげている。一方で精神
的に不安定で支援の必要な生徒の入学も増え
ている。
・種々の教育活動を通して達成感を抱かせ、
自主自律の精神を育成している。また、教育
相談委員会が機能し、相談と支援の充実が図
られた。今後は、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、通級を実施する必要がある。
・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。

評価項目の達成状況

意欲を持って目標とする進路に向かえるよう、確実に情報提供を行った。また、生徒が疑
問に思う内容には的確な回答を準備し、助言した。
①各学年において進路に関する情報提供を行った。また、卒業を控えた生徒に対し、進路
決定率１００％を目指している。その中で、就職希望者は１００％を達成している。
②新規の求人について積極的に働きかけた。求人票１，４００件を上回った。
③指定校の確保を行い、新規の指定校、学部を開拓するように取り組んだ。指定校数９０
校（大学、短大１１校、その学部数２２部）

①学校評価ｱﾝｹｰﾄの項目「将来の希望（夢）を実現 生徒に自信を持たせる指導を実施し、高い進路目標の克服を狙った指導を展開した。
するために努力している」で肯定的評価７０%以上 ①入学年度から進路意識を高揚させるように情報提供を行った。生徒本人の意識改革も重
とする。
要であるが、選択肢を持てる情報提供は継続する必要がある。

・教職員の共通理解に基づく、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部活動において生徒と関わる時間を増やし、技術力
やﾁｰﾑ力の向上を図るとともに、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、生徒指導の人数を１０名以内とす
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。

いじめの早期発見、早期対応のために教職員で情報を共有し、問題解決へとつなげた。ま
た、各部活動においては計画的に練習を行い、成果を収めている。特に、働き方改革に基
づく部活動方針では、部活動の特性に合わせ改革を推進する動きが出てきている。
①謹慎以上の問題行動１０件。
②県大会出場１１部、関東大会出場延べ２部を達成した。

・教育相談体制をさらに機能さ
せ、支援の必要な生徒の把握・情
報の共有・支援に取り組む。更に
は通級の実施に向け研究を重ね
る。

①各学年からの情報を全職員が共有し、効果的な教育 ①中途退学者を１０名以内にする。
相談を展開する。
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
②共生社会育成拠点校として、支援の必要な生徒へのｻ 会へ積極的に参加する。
ﾎﾟｰﾄを推進する。

生徒個々の支援に向けて、ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞと相談を計画的に行った。また、得た情報については
教職員間で共有し、効果的な指導の実践に役立てた。
①中途退学者８名。
②特別支援教育委員会や特別支援ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰを中心に、巡回支援員、ｶｳﾝｾﾗｰ、ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ及
び特別支援学校支援員を計画的に招聘し、生徒支援を積極的に行った。

・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、「快適ﾊｲｽｸｰ
ﾙ事業」の完成に向けた校内外の環境整備に努める。

学習環境の維持・管理を保持するため、教職員が団結して取り組んだ。
①校内美化を徹底した。また、「快適ﾊｲｽｸｰﾙ事業」により、校舎改修を実施した。
②安全点検を定期的（学期に１回）に実施し、改善箇所を把握した。改善箇所について
は、すぐに対応して学校内の安全を確保した。

①校内公開行事等において、校内美化を徹底し、
来客者を迎える。
②夏季休業中の校内活動や部活動において、工夫
した活動日程等で事業に協力する。
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学校関係者からの意見・要望・評価等

生徒が、学習する意欲と授業
への取組み状況を更に高める
必要があり、授業改善を進め
なければならない。そのため
には学力の定着や向上を目指
すために具体的で現実的な取
組を工夫し展開していく。
生徒や保護者が納得できる授
業を行い理解を深めることが
重要である。そのためにも、
学習指導要領の変更や充実に
伴う情報を提供し続けるとと
もに、授業における具体的な
実践を展開する。効果的な授
業改革を研究し、具体的に展
開していく。

・学力の定着と学習習慣を推進するため、数
学における学習サポーターを有効に活用し
た。この取り組みは有効であったことが分
かった。他の教科についてもノウハウを生か
し、更に推進してもらいたい。
・成績不振者への対応では、各学期ごとに対
応していただいている。学年末での対応がほ
とんどの学校の中で、これからも継続した取
組みとして行っていただきたい。
・漢検・英検を全員受検する取組は有効な手
立てである。引き続き継続していただきた
い。
・公開授業を年間複数回実施している。「未
来を拓く学びプロジェクト」にも参加し、授
業改善に取り組み、生徒の学力向上に有効活
用してもらいたい。

開かれた学校づくりを念頭
に、学校の行事や取組みを積
極的に発信していく。また、
公開された情報については、
次年度の生徒募集に直結でき
るよう、わかり易く内容を簡
潔に伝えられるよう継続して
進めていく。

・地域の行事や活動に有効な参加を行ってい
る。参加している部活動では、欠かすことの
できない存在でもある。今後も参加や協力を
一層推進し、地域貢献を推進していただきた
い。
・白岡市との連携や協力体制では、お互いに
WIN-WINな関係を築けている。魅力ある学校だ
との情報を発信するとともに、更なる相互発
展につながるように努めていただきたい。

コース廃止により２年生から
の３類型選択について、大き
く変更された点と、学べる科
目など丁寧に説明し、理解を
求めていく。学校説明会は情
報提供の最も重要なものであ
ることから更に充実させる。
今年度も姉妹校の生徒受け入
れを万全な体制で実施した。
本校の生徒は派遣できなかっ
た来年度実施に向け、今後も
勧誘を続け、計画遂行を推進
する。
生徒の進路目標に対し、生徒
の興味関心や適性を踏まえた
うえで、時機をとらえた計画
的な情報提供を行い、自ら選
択できる能力を育成してい
く。

B

進路意識の低い生徒に対し、
学年ごとに情報提供できるよ
う研究を重ねていく。

B

生徒指導の実践を続ける中
で、共通理解や実践の継続は
重要な部分を担っている。時
代に即し、生徒が納得のいく
指導を展開するため、指導方
針と方法を再考し、実践す
る。

B

日常の生活支援を確立する支
援体制は整備され、実践して
きた。今後も支援を実現する
ためにより適した支援の在り
方の工夫と教職員の共通理解
が必要である。

A

係

学校内の学習環境や生活環境
について、維持継続するため
の努力する。安全で安心な環
境をこれからも維持してい
く。

・先輩・後輩の関係が良好に築かれ、助け合
いや教えあいがうまく機能している。「頑張
る生徒が必ず伸びる」というフレーズ通り
で、良い学校を象徴している。
・地元自治会で、昨年11月に30周年のイベン
トを開催した。その際は代表生徒をはじめ、
多くの運営協力をいただいた。感謝してい
る。
・入試改革の情報をしっかり把握しているの
で関心できる。
・教員の共通理解を深めるため、研修の機会
を計画し、意思疎通を図ってもらいたい。
・生徒指導の実践においては、決まり事を守
り、自主的に行動することを目標に指導を
行っている。これからも指導継続をお願いし
たい。
・高校生の年代は対応すべきことが多く、物
事を考える時間も限られている。それぞれの
生徒が物事をしっかり考えられる力を身に受
けてもらいたいと思う。
・近年、多様な生徒が入学していると聞く。
生徒それぞれへの理解を深め、指導の充実に
努めてもらいたい。

