
令和２年度　榛生昇陽高等学校　学校評価総括表 No.2

分掌 具体的目標(小目標） 具体的方策 評価指標 年度末成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

・全校集会、学年集会、HR活動を通して規範意識の
向上を図る
・外部講師を招き、インターネットトラブルほか高
校生の抱える諸問題について考えさせる機会を確保
する

・アンケートなどを実施して、生徒の意識にどう
いった変化が見られるか

・授業中や昼休みの見回りも行っており礼儀やマナーに
ついては向上している。気持ちよくあいさつできる生徒
も増えた A

・SNSマナーを学ぶ機会を増やし､実際にあっ
たトラブル例などを示し「より身近な問題で
ある」と感じられるよう工夫する

・制服をきちんと着こなすことができるよう、指導
の指針を見直し、指導方法を工夫する
・頭髪チェックについては生徒指導部が主導し、学
年主任や担任と連携しながら徹底を図る

・生徒指導部会や主任会などで生徒の現状について
報告し合い、改善の度合いを把握する

・頭髪・服装に関する規定をほとんどの生徒が理解し遵
守できているため､頭髪等の確認に要する時間が短縮さ
れてきている
・生徒の実態に応じて、服装規定を見直す必要がある
が、様々な意見をまとめるのが難しい

B

・教師間の連携をより深めるよう意識する
・規則やルールを教師が共通認識できるよう
明文化し生徒にも示す

・遅刻を減らし規律ある学校生活が送れるよう、放
課後に遅刻生徒を全員残すなど指導を強化する
・生徒指導部が積極的に関わりながら、効果的な指
導方法を模索する

・遅刻数の変化を職員会議などで共有し、増加傾向
にあるのか、減少傾向にあるのか、クラス間の格差
について分析を行う

・授業での１分前着席が定着して、生徒の落ち着きが以
前より増した
・遅刻や入室遅れが減少しているが､繰り返す生徒に対
しての指導の徹底を図る必要がある A

・遅刻を繰り返す生徒に対し個々の性格に応
じた指導を行う

・生徒、教師ともどもチャイムで授業を始めチャイ
ムで終わる習慣を付ける

・入室カードの使用状況がどうであったか
・入室遅れの生徒が減少しているか

・授業での１分前着席が定着して、生徒の落ち着きが以
前より増した
・遅刻や入室遅れが減少しているが､さらに減らせるよ
う指導の徹底を図る必要がある

A

・入室カードを頻繁に使用している生徒の個
別指導を徹底する

・登下校の見守り活動を組織的に確立し、切れ目な
く安全を確保する

・登下校時の事故やトラブル、苦情などがないか ・苦情の件数は激減したが、まだまだ指導の余地がある

B
・登校指導の際に教師自らが通学路のゴミを
回収し､その姿勢を生徒に見せることでポイ捨
てに対する意識を変える

自律心を高め、自
己の可能性に気づ
かせる

・生徒活動推進部による部活動、清掃活動、ボラン
ティア活動、学校行事への取組を、生徒指導部とし
てもできる限りサポートし、自己有用感、達成感を
抱かせる

・アンケートなどを実施して、生徒の意識に変化が
見られるか、自己有用感、達成感を持つ生徒の割合
が増加しているか

・部活動も以前よりは活性化してきており自律的に行動
できる生徒が増えてきている

A

・クラブ員集会で生徒指導部としての講話を
設ける
・顧問会議や集会をもち､より一層部活動の活
性化を図る

人権教育の日常化
をめざすととも
に、その実現のた
めの教師自身のス
キルアップを図る

・教育活動のあらゆる機会を捉えての人権教育の充
実をめざすとともに、そのための「教師の力量」を
高めるべく研修の充実・情報の発信に努める

・全体研修を年１回以上実施できたか
・外部研修及び自主的な研修にすべての教員が最低
１回は参加できたか
・人権教育にかかわって定期的な情報発信ができた
か

・夏期休業中の研修に加え、新たに外国人生徒を専攻科に迎
え入れるにあたっての研修を行うことができた
・日常の教育活動に対する研修の結びつきに希薄な面が見受
けられる。研修で得たものを自ら進んで教育活動に生かせる
ような研修のありようを考えてみたい

B

・研修で得たことをが研修のみに終わらぬよ
うに、日常的に人権について考えることがで
きるよう情報提供に努める

人権三法の精神を踏
まえ、新たな学習内
容の創造・充実を図
り、より効果的な人
権学習ホームルーム
のありようを工夫す
る

・人権学習ホームルームの実施にあたっては、より
早く計画・立案することとし、その打合せにあって
は単に展開案の検討に終わるのではなく、扱うべき
課題に対して教師自身がより深い理解を得ることの
できるようなあり方を模索する

・人権学習ホームルームに向けて、分掌・学年で充
分な準備ができたか
・人権学習ホームルームの打合せを通じて、教師自
身の人権意識の高揚を図ることができたか

・人権学習ホームルームの打ち合わせが、いかにホーム
ルームを進行させるかにとどまり、各職員の人権意識の
高揚に繋がっていないように感じられる

B

・ホームルームの打ち合わせの際に用いる資
料を工夫し、教員の研修に耐えうるものを使
用する。あるいは、各担任が指導案を自ら作
ることも一案かと思う

生徒に対する理解
を深化させ、それ
を踏まえた教育実
践や支援体制の充
実を図る

・生徒理解のための職員研修をはじめとし、SNE
（特別支援教育）チームを中心とした特別支援教育
を推進する全校体制を充実する

・生徒理解のための研修の機会をどれだけ設定でき
たか
・具体的な支援のありようを提示・実践できたか

・年度当初の情報共有は緻密に行われているが、年度途中で
分かってきたような事柄に関しては共有できていない情報も
多いのでは無いかと思われる。さらにはそういった際の個別
の対応において、関係する職員のつながりをどう構築するか
も課題である

B

・年度当初の情報共有は今のままで維持され
るべきとして、起きうる様々な事象に対し対
応できるよう支援のシステムのありようを考
える。分掌の枠を越えた組織作りも必要かと
思う

学校の環境美化の
みならず、自身の
周囲の環境に関す
る意識の向上を図
る

・清掃活動の充実を図るとともに、それ以前に周囲
の環境に対しての配慮を忘れない態度を育成する

・通学路清掃の実施に際してどれほどの参加を募る
ことができたか
・清掃用具・状況の点検でおおむね80％以上のプラ
ス評価があったか

・通学路清掃が環境整備委員の参加のみになっており全
校的な広がりになっていない。したがって、全生徒の環
境意識の向上に繋がるものになっていない B

・通学路清掃の参加対象に生徒会役員を加え
るとともに、全校生徒を対象に参加を募るよ
うにする。また、クラブ員集会と日程が重な
らないよう工夫する

施設・設備の安全
の徹底を図る

・施設・設備の安全点検、及び保守管理に努めると
ともに、生徒が施設・設備を正しく利用しようとす
る態度を育成する

・修繕を要する箇所に対し、すみやかに対応できた
か
・施設設備の正しい使用方法を啓発する機会が持て
たか

・例年に較べれば物品の破損等の事象は少なかったと思
われるが、このことがひとえに生徒たちの意識の向上に
よるものとは思えない。さらに意識の向上に努めなけれ
ばならない

B

・物品の使用・管理についてショートホーム
ルームなどで担任の先生が展開できるような
資料を用意する

地震・火災等の災
害から自らの安全
を守ろうとする態
度を育成する

・教員に呈しては、火災報知器をはじめとした防災
にかかわる器具の正しい使用方法を確認し、的確に
実践できるように努める
・生徒に対しては、避難経路・避難マニュアルの徹
底を図り、防災に関する意識の高揚を図る

・職員の防災研修にあって、消化器をはじめとした
防災にかかわる器具の使用方法の徹底を図れたか
・教師自身が非常時における対応マニュアル・組織
分担における個々の役割を理解し得たか

・防災・避難に関する器具についての研修は実施され、
それなりに効果を上げていると思われるが、防災に関し
ての意識向上に繋がる研修・広報が行えていない

B

・防災に関わっての生徒の意識向上のために
も、教職員の意識向上は必須である。そのた
めの資料を用意する等、広報に努める

生徒自らが健康課
題を見つけ、解決
するために適切な
指導・支援を行う

・防衛体力、自己管理能力を高め、保健室の利用者
を減少させる
・「保健たより」「食育たより」の発行により、
「健康」について啓発に心がける

・保健室利用者、昨年度より10％減 ・昨年度比10％減は達成した。

A

・今後も保健だよりや授業、部活動を通じて
基礎体力の向上に取り組み、自己管理能力を
高めて健全な心身の育成に努めたい

運動部活動の意
義、取り組む姿勢
を見直す

・部員集会を通して、部員が学校生活に与える影響
を理解し、学校行事に参画する気持ちを持たせる

・退部者を年間で20人未満にする ・年間で20人未満の退部者は達成できたが、部員不足の
部活動が多く、比例して体力の低下の傾向がみられる。

B

・生徒に満足した活動の機会や内容を指導で
きるように、顧問（教員）の研修も実施して
いきたい

「健康」に興味・
関心を持たせ、ス
ポーツの楽しさ、
身体を動かすこと
の意義を理解させ
る

・さまざまな体育行事において、より興味・関心を
持てるよう企画・運営する

・体育大会・マラソン大会参加率90％以上、新体力
テスト偏差値45以上

・コロナの影響下の中で、生徒の体力や意欲に応じた取
組ができた。

B

・今後も活動に様々な制限が予測されるの
で、その中で感染対策を行いつつ、意欲的に
取り組める内容を検討していきたい

評価項目

教
育
環
境
部

基本的生活習慣
の確立と規範意
識の向上を図る

学校関係者評価及び改善方策自己評価

ルールを守り、礼
儀やマナーを身に
付けさせる

時間を守り、安
全、安心を確保す
る

○新型コロナウイルス感染症
予防対策に、学校としてどの
ような取り組んだか

→校長、教頭、養護教諭、学
年主任を中心に、県教育委員
会から示される対応マニュア
ルに則って感染予防対策を進
めた

○新型コロナウイルス感染症
予防対策として、具体的には
どのような対策を行ったか

→生徒・職員に対しては、
日々の検温及び検温記録の確
認、マスク着用、手指消毒、
黙食の徹底を行った。環境面
では、授業時・部活動時の換
気とスペース確保の徹底、全
職員による教室、ドア、トイ
レの日々の消毒作業を行った

○新型コロナウイルス感染者
に対しては、どのように対応
したか

→生徒１名、職員１名が感染
したが、どちらも家庭内感染
であった。また、休業中等の
授業が行われていない時期で
の感染であったので、保健所
の指示による臨時休業等の措
置は不要であった。今年度、
本校でのクラスターは発生し
ていない

保
健
体
育
部

・生涯にわたり
心身ともに健康
でたくましく、
活力に満ちた生
活を営む基礎
的・基本的な態
度を育成する
（体力の向上、
食育の推進、健
康習慣の確立）
・部活動の活性
化
・学校安全、衛
生環境の維持・
充実を図る

生
徒
指
導
部

A

B

学校の環境美化
を通じて、生徒
の環境保全に対
する意識を高め
るとともに、防
災・安全に関す
るスキルを養う

人権意識の向上
を図り、差別や
偏見をなくし、
共に理解し、生
きようとする資
質や行動力を育
成する

B


