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１　学校教育目標
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３　本年度重点を置いて取り組む目標

4　自己評価 5　学校関係者評価
評価
領域 重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準

達成
度 重点目標の達成状況の診断・分析 学校関係者からの意見・要望等 評価

教育目標達成に
努力し、実現して
いく学校づくりを
進める。

教育目標や教育方針の
共通理解を図り、互いに
協力する意識を高める。

4：共通理解が十分図られ、教員が協力して
目標に向けた活動ができた。
3：共通理解がほぼ図られ、教員個々の取組
で、目標を意識した活動ができた。
2：個々の教員が目標を理解してはいるが、
目標を意識した活動はできなかった。
1：共通理解が全く図られず、教員の方向が
ばらばらであった。

3

教育目標や教育方針の共通理解を図った。教育目標の
実現を目指した教員一人ひとりの教育活動が概ねできて
いる。また、学校目標達成に向けて教員が一丸となって
協力する姿勢について、共通理解を図りながら実践の努
力を続けている。

目標・方針に向けて努力
されたと思います。

Ａ

開かれた学校づ
くりを推進すると
ともに、地域、保
護者と連携を深
める。

毎月「いきいき定時」「保
健だより」を発行し、学校
情報を積極的に発信する
とともに、公開授業、体育
祭、保護者会（全体会、
個別懇談）等を通して保
護者との連携を深める。

4：保護者の協力が十分得られ、連携が深
まった。
3：保護者の協力がこれまでよりは得られ、連
携が深まった。
2：保護者の協力がこれまでほど得られず、連
携が十分ではなかった。
1：保護者の協力が全く得られなかった。 3

「いきいき定時」「保健だより」を月に１回以上発行し、生
徒を通じて保護者へ配布した。教育後援会役員等へは機
会を見て郵送した。また、学校ＨＰに定期的に「いきいき
定時」を掲載し、学校行事の内容等、教育活動の提供を
した。公開授業、体育祭、保護者会（全体会、個別懇談）
等への参加率は増加している。また、保護者との連絡を
密にすることで、保護者との連携が深まった。

発行紙により学校の様
子がよくわかりました。

Ａ

生徒による授業評価を年
２回実施し、授業の工夫・
改善を行う。

4：生徒による授業評価を実施し、授業の工
夫改善を行うことができた。
3：生徒による授業評価を実施し、授業の工
夫改善に活かされた。
2：生徒による授業評価を実施したが、授業の
工夫改善は十分でなかった。
1：生徒による授業評価が実施できなかった。

3

授業評価は計画通り実施した。授業の工夫・改善に対す
る努力は継続的に必要である。

特にありません。

Ａ

学習指導要領の趣旨を
踏まえ、学び直し等、生
徒の実態に即した授業実
践を行う。

4：該当する教科・科目で趣旨を踏まえた授業
実践を行った。
3：該当する教科・科目で趣旨を踏まえた授業
実践をある程度行った。
2：該当する教科・科目で趣旨を踏まえた授業
実践を行ったが十分でなかった。
1：該当する教科・科目で趣旨を踏まえた授業
実践を研究していく必要がある。

3

学習経験や到達度の多様な生徒に対する実践は継続的
に研究していく必要がある。

生徒のレベルがバラバラ
なので先生方の御苦労
は大変なものと思います
が、熱心に教えてくだ
さっていると思います。

Ａ

教員相互や保護者等へ
の授業公開を実施し、指
導技術の向上に努める。

4：教員相互の授業公開や一般授業公開等を
実施し、指導技術向上ができた。
3：教員相互の授業公開や一般授業公開等を
実施し、指導技術向上に活かされた。
2：教員相互の授業公開や一般授業公開等
は実施したが、指導技術向上は十分でな
かった。
1：教員相互の授業公開や一般授業公開等
が全く実施できなかった。

3

授業公開日を設定して保護者や中学生、進学先の教員
等の参観があった。指導技術については、生徒の特性に
応じた指導を継続的に研究していく必要がある。

公開授業には参加して
いませんが、取組は素晴
らしいと思います。

Ａ

教
務

学
校
運
営

① 教職員の協働体制強化及び業務改善
② 一人ひとりに応じた学習指導の充実による基礎学力の向上
③ 生徒理解に基づく生徒指導の充実による基本的生活習慣の確立及び規範意識の高揚
④ ４年間を見通したキャリア教育の確立による進路意識の向上

【Ｈ２９年度生徒チャレンジ目標】
○基本的なマナーと学習態度を身に付けよう。　　　○仲間への思いやりをもち、お互いの良さを認め合おう。

教育目標・・・・・・校是「天下第一関」の下、確かな学力・豊かな心・健やかな身体の育成と一人ひとりの個性の伸長を図り、
　　　　　　　　　　自立した社会人として次代を担うに相応しい人材の育成を目指す。

中・長期目標・・・① 生徒理解を深め、一人ひとりを尊重しながら個性を活かす教育に努める。
　　　　　　　　　②生徒の基本的な生活習慣の確立を図り、学業と就労の両立を支援する。
　　 　　　　 　　③生徒の基礎学力の充実を図り、生涯学習社会の一員としての素養を身に付けさせる。
　　　　　　　　　④生徒の自主的・実践的態度を育成し、社会の良き構成員を育てる。

①【学校運営】
■年度当初に教育目標、教育方針と各分掌の目標とが一致するよう検討する。組織的に教育目標の達成に向けた協働体制の強化を図る。
■学校からの情報提供の拡大のため、ホームページの活用促進や、「いきいき定時」の内容充実についての検討を進める。
■年度初めや毎月の生徒情報交換会で生徒の情報交換を充実させ、教員間の共通理解や連携を深めるとともに、養護教諭やスクールカウンセラーとの連
携も強化、ＳＳＷの活用についても常に視野に入れるなどチームとしての学校体制づくりを検討する。
②【教務】
■生徒の欠課時数を毎週保護者に通知し効果を上げているが、通知をもとに時数が３分の１まで安易に授業を休む生徒への指導や対応を検討する。また、
生徒の授業への集中力を高め、基礎学力の定着・向上を図るために、生徒の目的意識の醸成と学力差のある生徒への個々の対応を検討する。
■生徒による年２回の授業評価を分析し、教員一人ひとりが授業改善等へ活用する。
■学習指導要領の趣旨の理解を深める研修会を引き続き企画実施し、授業実践の研究を組織的、個人的に行う。
③【生徒指導】
■学校生活全体をとおして、引き続き生徒や教員間、生徒同士のコミュニケーションを図ることを意識するとともに、家庭・出身中学・関係機関との連携をより
密にし、今後の生徒指導に反映する。
■より生徒を主体とした行事・生徒会活動の展開を目指し、生徒の自己有用感の育成に努める。
④【進路】
■４年間を見通したキャリア教育の計画を実施するにあたり、各学年における指導目標や発達段階に応じた活動を行う。
■一人ひとりの夢の実現に向けて、様々な進路ガイダンスの実施等についても検討を行う。
⑤【業務改善】
■職員研修の企画実践について、全日制との共同実施など、教員の資質向上を図る。
■業務シートによる業務の整理及び業務改善を行う。また、文書の作成、資料の整理・保管方法の改善を行う。
■学校評価の簡潔化を検討する。

教科指導の充実
により、生徒一
人ひとりの基礎
学力の向上を図
る。



評価
領域 重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準

達成
度 重点目標の達成状況の診断・分析 学校関係者からの意見・要望等 評価

生徒の基礎学力
の定着を図る。

欠点保持者に対する個
別指導を実施し、年度末
の欠点保持者を減少させ
る。

4：組織的な取組により、大幅に改善された。
3：組織的な取組により、一定の成果があっ
た。
2：組織的な取組を行ったが、成果は十分で
はなかった。
1：個別指導は全くできなかった。

3

欠点保持者自体の数を減少させることができた。 成果があったことは、評
価に値すると思います。

Ａ

生徒の出席率を
高め、授業を大
切にする教育を
推進する。

早い段階から欠課時数調
査を実施し、本人・保護
者への連絡・指導を徹底
する。

4：調査が機能し、早めの指導をした結果、半
数以上の生徒に改善が見られた。
3：調査が機能し、早めの指導をした結果、数
名の生徒に改善が見られた。
2：欠課時数の連絡会を開いて早めの指導を
したが、改善は十分でなかった。
1：欠課時数の連絡会を開いて早めの指導を
したが、改善できなかった。

3

多くの生徒の出席状況は良好である。（長欠傾向のある
生徒は除く。）

学校が楽しいと思えば出
席率は上がるので、先生
方の努力の結果だと思
います。 Ａ

生徒理解を深
め、生徒の支援
体制を充実させ
る。

教員連絡会での情報交
換や養護教諭・スクール
カウンセラーとの連携に
より、生徒の支援体制を
充実させる。

4：生徒の支援体制が充実した。
3：生徒の支援体制がかなり充実した。
2：生徒の支援体制があまり充実しなかった。
1：生徒の支援体制が全く充実しなかった。 4

生徒情報交換会を毎月実施した。全生徒についての情
報を全教員が把握することによって、生徒の支援体型を
充実させることができた。養護教諭やスクールカウンセ
ラーとも連携し生徒の指導に当たることができた。

生徒情報交換会が毎月
実施されていることは知
りませんでしたが、今後
も継続していって欲しい
です。

Ａ

出身中学校、前在籍校や
関係諸機関、保護者との
連絡・連携を密にしなが
ら、生徒個々の性格や行
動の特徴を把握する。特
に１年生については、入
学後生徒個々の実態を
把握し、迅速に対応す
る。

4：年間を通じて互いに連絡を取り合い、生徒
の最新情報を細部に渡って収集できた。
3：従前に増して連絡は取り合ったが、生徒の
指導に活かすことは少なかった。
2：問題行動等が起きた後に連絡を取り、未
然防止のために努めることは少なかった。
1：連絡を取ることはほとんどなかった。 4

定期的な個人面談、保護者懇談会等の実施や全校集会
時においての諸注意、生徒への情報提供により問題行
動等の未然防止に努めている。結果、本年度は問題行
動はなかった。また、今年度も不審者情報が多かった
が、市内の高等学校等の生徒指導関係者や警察等の関
係諸機関と連携して、対処に当たった。このところ不審者
は激減している。
１年生に関しては入学前に出身中学校から情報をいただ
き、それを基に指導に生かすことができた。

生徒と先生の距離が定
時制の方が近いように感
じ、よく見てくださってい
ることを感じました。

Ａ

「いじめ」に関する実態調
査を通じて、「いじめ」は
絶対に許さない厳しい態
度で臨む。

4：実態調査を通じて「いじめ」の根絶に向け
た取組が充実した。
3：実態調査を通じて「いじめ」の根絶に向け
た取組がかなり充実した。
2：実態調査を通じて「いじめ」の根絶に向け
た取組がある程度充実した。
1：実態調査を通じて「いじめ」の根絶に向け
た取組があまり充実しなかった。

4

１学期・２学期ともにアンケート調査・個人面談を実施し、
実態を把握したが、「いじめ」は起きていない。来年度以
降も適切な防止指導と定期的な実態調査に努め、「いじ
め」は絶対に許さないという強い態度で臨みたい。

「いじめは絶対に許さな
い」という強い態度を学
校全体で取り組んでくだ
さっていることは、ずっと
継続していって欲しいで
す。

Ａ

体育祭やクラスマッチ等、
生徒が主体的に活動す
る学校行事の充実を支援
する。

4：生徒が主体的に活動し、十分な教育効果
が上がった。
3：生徒の主体的活動がやや欠けたが、教育
的効果があった。
2：教育的効果はあったが、教員主導に終わ
り、盛り上がりに欠けた。
1：生徒の参加率も少なく、教育的効果は上
がらなかった。

4

１学期にクラスマッチ、２学期に体育祭・クラスマッチを実
施した。生徒会役員を中心に種目やスケジュールを生徒
主体で考案・進行させ毎回盛り上がった。上記以外の学
校行事も生徒は主体的に取り組み、年々真剣さが増して
いる。

皆が一つの目標に向
かって頑張るという姿勢
を作るきっかけ作りとな
り、大変有難く思います。 Ａ

大掃除、体育施設の塗油
作業、生徒会を中心とし
た校舎内外の美化活動
を実施する。

4：学期に２回以上、全体奉仕活動を行い、校
舎内外の美化活動も実施できた。
3：学期に１回程度、全体奉仕活動を行い、校
舎内外の美化活動はある程度継続して実施
できた。
2：全体奉仕活動は行ったが、校舎内外の美
化活動は実施されなかった。
1：全体奉仕活動も校舎内外の美化活動も実
施できなかった。

4

毎学期末に大掃除の時間を設け、教室や更衣室・食堂・
職員室等の清掃活動をした。ほとんどの生徒が一生懸命
に取り組んだ。２学期は体育館・卓球場のワックス掛けの
奉仕作業を行った。毎週水曜日の教室清掃作業も全学
年熱心に行った。また、ゴミの分別も適正に行った。
生徒会役員を中心としたエコリーダー活動を毎週行って
おり、学校周辺の清掃活動を主に行っている。住民から
の評判が良い。

掃除をすることは精神の
鍛錬にもなり、良い取組
だと思います。

Ａ

部活動の活性化に努め
る

4：生徒の実態や要望を適切に把握した部活
動の設定により、活発な取組がなされ、定通
体育大会においても十分な成果が上がった。
3：生徒の実態や要望を適切に把握した部活
動の設定により、活発な取組がなされた。
2：生徒の実態や要望を反映した部活動の設
定が不十分であったが、ある程度の活発な取
組がなされた。
1：生徒の実態や要望を反映された取組がな
されず、部活動の活性化にはつながらなかっ
た。

4

年度当初に部活動希望調査を実施し、参加する部活動
を決定した。定通大会のおよそ１週間前から全員練習を
開始し、熱心に取り組んだ。また、普段も放課後に練習を
希望する生徒は毎日のように取り組んでいる。その人数
は年々増えている。その結果、今年度は卓球部とソフトテ
ニス部が全国大会に出場した。また、秋の定通大会でも
どの種目も好結果を出し、来年度の全国大会予選が楽し
みである。

大会に出場することによ
り、学校に楽しみが出て
くると思います。仲間意
識も出て来て生活に張り
合いが出ると思います。

Ａ

健康教育・安全
教育の推進を図
る。

外部講師による講話等を
行い、規範意識や多様な
危機に対応できる資質を
養う。

4：外部講師を招聘して講話等を実施し、多く
の生徒の健康安全管理意識が向上した。
3：外部講師を招聘して講話等を実施し、一部
生徒の健康安全管理意識に変化が見られ
た。
2：外部講師を招聘して講話等を実施したが、
ほとんど効果がなかった。
1：外部講師を招聘しての講話等は、実施で
きなかった。

4

情報モラル教室、交通安全教室、高校生のための性教
育講座、薬物乱用ダメ。ゼッタイ。等で外部講師を招聘し
て実施した。現在、話題・問題となっている事柄を中心に
講話を行っていただいた。多くの生徒は熱心に聞き、その
感想も毎回きちんと書いて提出した。

通常の授業だけでは学
べない機会があり良い
経験となったと思いま
す。

Ａ

４年間を見通したキャリア
教育の計画に基づいて各
学年での進路指導を行
う。

4：計画通りに指導が行われ、ほとんどの生
徒の意識が高まった。
3：ほぼ計画通りに指導が行われ、多くの生徒
の意識が高まった。
2：ある程度計画通りに指導が行われ、一部
の生徒の意識が高まった。
1：計画通りに指導が行われず、生徒の意識
も高まらなかった。

3

・入口である１年生と、出口の４年生については、意識付
けや指導の充実がある程度図られたが、各学年の進路
計画や目標については必ずしも明確でなかった。今後は
進路指導計画の見直しを図るとともに、特に奨学金関係
の更なる情報収集、整理をし、生徒、保護者への情報提
供が必要と思われる。

通信併用にて３年で卒業
できる情報を提供してく
ださり、感謝しています。

Ａ

外部講師を招いた進路ガ
イダンスを年間３回実施
する。

4：外部講師を招いて進路ガイダンスを実施
し、ほとんどの生徒の進路意識が向上した。
3：外部講師を招いて進路ガイダンスを実施
し、一部生徒の進路意識に変化が見られた。
2：外部講師を招いて進路ガイダンスを実施し
たが、あまり生徒の意識に変化が見られな
かった。
1：外部講師を招いた進路ガイダンスは実施
できなかった。

3

・生徒の感想は、好評であった。しかし、講師の人選を含
めた準備段階に遅れがあり、見直し等には至たらなかっ
た。

さまざまな講師を招き、
生徒に色々な刺激とな
れば良いと思います。

Ａ

生徒一人ひとり
の希望進路の実
現をサポートす
る。

希望進路を実現するため
に、進路希望調査に基づ
いて、生徒の適性・能力
を考慮しながら、個別指
導や面談を実施する。

4：進路希望に応じた指導を実施し、多くの生
徒の進路が実現した。
3：進路希望に応じた指導を実施し、一部の生
徒の進路が実現した。
2：進路希望に応じた指導があまりできず、生
徒の進路はあまり実現しなかった。
1：進路希望に応じた指導ができず、生徒の
進路は実現しなかった。

3

・卒業生の進路については、進学希望は推薦入試を有効
に使い、概ね希望を叶えることができた。就職希望につ
いては、自己就職の希望が多く、求人票の活用や保護者
との連携に課題を感じた。担任との連携は十分で、個別
指導や面接練習等かなり充実した支援ができた。

求人票など保護者が早
い段階から見られると良
いと思います。

Ａ

生
徒
指
導

教
務

進
路
指
導

問題行動の未然
防止に努める。

生徒一人ひとり
の進路意識を高
める進路指導を
充実する。

級友とのかかわ
りを大切にしな
がら主体的に活
動する場面を設
定し、生徒の自
主的・実践的態
度を育成する。



評価
領域 重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準

達成
度 重点目標の達成状況の診断・分析 学校関係者からの意見・要望等 評価

学校の組織等

学校の組織及び
協働体制等の強
化を図る。

日常的な業務

データや資料を
整理し、作業効
率を高める。

勤務状況

勤務時間の適正
化を図る。

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　　次年度への改善策

職員会議を毎月実施す
る。研修機会の増加に努
力する。

3

①【学校運営】
■「重点を置いて取り組む目標」や「チャレンジ目標」の浸透を図る工夫を検討する。
■担任や授業担当者の過度な負担を軽減できるよう協働体制の深化を図る。
■開かれた学校づくりの推進を目指して、「いきいき定時」やホームページを活用し、各分掌からの情報発信の充実を図る。
②【教務】
■授業評価について引き続き継続し、教員一人ひとりが授業改善等に活用を図る。
■生徒の特性や経験に応じた指導技術について、継続的に研究を図る。
■年度末の家庭学習日の見直しを図る。
③【生徒指導】
■月１回の生徒情報交換会を継続し、教員間の情報共有を行い、養護教諭やＳＣとの連携を図る。（ＳＳＷの活用についても視野に入れる）
■大きな問題行動は無かったが、引き続き指導の必要な生徒に、目をかけ気にかけ指導を徹底する。
■生徒主体の学校行事について、教員の共通理解の下、計画的な指導を徹底する。
■教員やクラスメートに対する生徒の言動について、教員一丸となって毅然とした姿勢で指導を徹底するとともに、保護者への協力を図る。
④【進路】
■進路希望調査を各学期に１回実施し、進路意識の醸成とニーズの把握を図り、進路ガイダンスの実施にも活用する。
■「いきいき定時」を活用し、奨学金情報を含めた進路情報について、保護者への浸透を図る。
■ハローワークや地域若者サポートステーション等外部機関との連携を取り、生徒の特性に応じた就職支援を図る。
⑤【業務改善】
■分掌間及び教科等の業務量の総合的な検討を図る。各学期末や特定の時期について業務負担が過重とならないように検討したい。
■文書や資料の整理・保管方法を改善するための組織的な取組について検討したい。

勤務の割振りを適正に行
い、超過勤務をなくす。

4：ほぼ８割の教員が勤務時間終了後１５分
以内に帰宅できており、十分達成できた。
3：約６割の教員が勤務時間終了後１５分以
内に帰宅できており、ほぼ達成できた。
2：半数以上の教員が勤務時間終了後１５分
を超えても帰宅できず、徹底できなかった。
1：計画のみに終わった。

①【学校運営】
■全教職員の共通理解の下、教育目標達成に努力し、実現していく学校づくりを組織的に進めることができた。
■ホームページの活用促進や、「いきいき定時」の内容充実によって、開かれた学校づくりを推進するとともに、地域、保護者と連携を深めることができた。
■「いきいき定時」の発行回数を増加、進路指導部との連携を始めることができた。一層の充実と、他の分掌との連携も図りたい。
②【教務】
■考査の振り返りのため答案返却の授業を設定し、授業時数を増加させた。
■生徒指導部と協力して、生徒の授業態度の改善に取り組み成果を上げた。一層の改善を考えている。
■照度不足の教室について２教室の改善ができた。更に改善したい。
■テレビ装置、ブルーレイプレイヤー等の増設により、視聴覚教材の円滑な利用を進めることができた。
③【生徒指導】
■生徒会役員を中心に、生徒主体の行事を例年以上に活発に行うことができた。
■放課後、生徒からの希望で毎日のように部活動を実施した。参加する人数も増加した。
■ほとんどの生徒が熱心に清掃活動に取り組んだ。
④【進路】
■卒業学年担任との連携、担任と保護者の連携が充分に取れたことと、生徒一人ひとりの状況に合わせた個別の面接指導や学習指導を実施したことで、卒
業生全員が希望どおり進路実現できた。
■年間３回の進路講話（ガイダンス）は、それぞれ有意義であり、生徒の進路意識の向上に効果的だった。
■本年度から導入された給付型奨学金制度について、１名の認定を得ることができた。
⑤【業務改善】
■月１回の定例の職員会議を実施することができた。諸活動の準備検討が進み、課題の明確化に役だった。教員の業務改善への意識も向上した。
■文書作成の手引きの活用、徹底により、文書の適正化や文書作成業務の軽減を図ることができた。
■校内人事や業務シートを利用した業務分担の調整等により、時間外の業務を昨年度比で５０％の削減を図ることができた。

昨年度に引き続き、サーバ上のフォルダ整理や電子デー
タについて、分掌の業務として整理を進めている。紙媒体
の整理も、各分掌で適宜行っている。また、文書作成に
ついて、具体的に文書作成の手引きを示し、作業の効率
化を進めることができた。しかしながら、文書や資料の整
理・保管方法を改善するための組織的な取組について具
体的な検討を行う必要がある。

業務シートによる業務の整理に取り組んだ。勤務の割振
りは昨年度に比べて適正に行われるようになった。しか
し、学級担任に業務の負担が多く超過勤務が見られ、負
担業務の改善が必要である。

Ａ

4：職員会議での協議及び研修機会が充実
し、多くの分野で具体的取組の成果が認めら
れた。
3：職員会議での協議及び研修が行われ、い
くつかの分野で具体的取組の成果が認めら
れた。
2：職員会議での協議及び研修があまり行わ
れず､具体的な取組はあったものの成果は認
められなかった｡
1：職員会議での協議及び研修が機能せず、

業
務
改
善

4：十分に整理できたことにより、作業の効率
化をかなり進めることができた。
3：ほぼ整理できたことにより、作業の効率化
をある程度進めることができた。
2：整理があまりできず、作業の効率化をほと
んど進めることができなかった。
1：整理ができず、作業の効率化を全く進める
ことができなかった。

分掌業務を収めた電子
データフォルダの整理と
紙媒体の資料の整理を
進める。

4

業務改善に積極的に取
り組み、超過勤務をなく
していってください。教師
といえども生徒にふり回
され、身も心も健康でな
ければ健全な教育はで
きないと思います。

毎月職員会議を実施した。教員全体の共通理解の下、業
務改善を進める意識や環境を作ることができた。研修に
ついては、全日制とのLGBTに関する校内合同研修や、
子どもと親のサポートセンターの研究指導主事を招いて
不登校に関わる研修を行ったが、全体として研修機会の
増加には至らなかった。
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