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重

学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 県 立 坂 戸 高 等 学 校 ）

１ 確かな学力の向上と高い志を育む教科指導と進路指導の充実
点 目 標
２ リーダー育成を図る特別活動と部活動の充実
３ 開かれた魅力ある学校づくりの推進
※ 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。
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概ね達成(６割以上)
変化の兆し(４割以上)
不十分(４割未満)
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年 度 評 価 （ １ 月 ２ ４ 日

現状と課題

評価項目

具体的方策

方策の評価指標

評価項目の達成状況

①自学自習力をさらに進
化させ、学力全体の底上
げを進め、時間管理と学
習習慣のさらなる定着を
図る。

①朝・放課後自習、隙間時間学習の奨励し、学校生活手
帳を活用した時間管理を図る。１９：３０完全下校を徹
底する。
②1 年生学習 OT・面談週間により、予習・復習法の徹底
を図る。予習→質の高い授業→復習のサイクルを定着す
る。
③AL や ICT 活用など新たな手法による授業改善と自主
授業研修会を推進する。また、授業評価ｱﾝｹｰﾄや学習状
況調査、実力テストの分析を組み合わせ、生徒の学力を
把握する。さらに、指導法や教材の共有化・全教科の定
期考査の統一化により、評価の改善を図る。
＊県教委指定事業：「質の高い学校教育の推進に係る調
査研究」・「ｷｰﾊﾟｰｿﾝ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」・「学校間ﾋﾟｱﾚﾋﾞｭ
ｰ」

①管理職による朝自習に取り組む生徒数を
調査する。また、学習時間量調査を年２回
実施し、各学年で学年数以上の学習時間量
を目指す。
②１年生学習 OT の実施。面談週間の実
施。授業参観時、生徒の予習・復習状況を
確認する。また、授業・学校評価ｱﾝｹｰﾄ等
で授業理解度と学校満足度８５％以上を目
指す。
③授業公開を年３回以上、自主的な授業研
究、組織的な授業改善の研修会を実施す
る。授業参観後には、フィードバックに基
づく授業改善協議を実施する。また、全教
科において、定期考査の統一化により、評
価を改善する。

①生徒の高い志を育み、個々の確実な進路実現を
進めるための指導・支援体制が整いつつある。さ
らに、「国公立大学及び難関私大」への進学を実
現させるためには、低学年からの計画的な指導が
必要である。また、成績上位層の人数を減少させ
ないよう、さらにきめ細かい指導と学習習慣の定
着が必要である。
②高大接続改革を踏まえ、最新情報を把握し、的
確な指導体制を構築すると共に、卒業生のｱﾝｹｰﾄ
結果を在校生の指導及び進路指導に活用する。
③保護者のための進路勉強会「子どもの進学を考
える会」を継続している。この完成年度を迎え、
より一層の理解と協力を保護者に求め、高い目標
の進路を実現する段階にある。

①進路指導部・学年・教
科・部顧問等が連携した
進路指導体制の確立を図
る。

①生徒の高い志を育むため、大学模擬授業・大学見学
会・社会人講演会を継続実施する。また、ｽﾀｻﾎﾟや実力ﾃ
ｽﾄ結果の結果分析会を学年ごと、各教科で複数回開催
し、指導方法を改善すると共に、個別進路指導に活用
し、部顧問とも連携を深めながら、多方面から生徒の指
導・支援を行う。
②生徒の高い志を実現するため、進路目標校を絞り込
み、学習指導・進路指導を焦点化する。そのために、授
業ｱﾝｹｰﾄを年２回実施し、学習時間・理解度等を分析
し、授業改善と共に、朝・放課後・長期休業中に、ﾌﾟﾙｱ
ｯﾌﾟ進学補講を拡充する。
③保護者のための進路勉強会「子どもの進学を考える
会」を複数回実施し、内容・成果についてのｱﾝｹｰﾄ調査
を実施する。

①センター試験の受験者割合９０％以上、
進路目標校を「国公立大学及び難関私立大
学」に設定、学習指導・進路指導を目標校
に焦点化し、国公立大２０人以上、中堅以
上の私立大学６０人以上の合格を目指す。
②ｽﾀｻﾎﾟ結果分析会の複数回実施、大学別
進路説明会の実施と大学別進学補講の導入
を検討する。実力ﾃｽﾄの経年変化と授業ｱﾝｹ
ｰﾄの経年変化を検証し、実力の変化、授業
理解度・学校満足度８５％以上を目指す。
③「子どもの進学を考える会」を各学年２
回以上開催し、保護者の理解が深まった
か。

教科指導は、概ね目標を達成
した。
①110 名ほどの生徒が朝自習
に取り組むほか、放課後も自
習室を利用する生徒が定着し
た。隙間時間を上手に活用し
た学習習慣が定着した。
②１年生学習ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝを実
施。各学年とも授業担当者と
情報を共有し、きめ細やかな
指導により、生徒の学習意欲
の向上が見られた。授業理解
度は 90％に到達した。
③若手、中堅教員を中心に、
教科を問わず自主的な授業公
開を実施した。また、県の諸
事業と連携した授業研究会を
実施した。
進路指導は、校内の連携が強
化され概ね目標を達成した。
①ｾﾝﾀｰ試験は 87％の生徒が受
験した。進路指導行事の効果
的な実施により、進路指導
部・学年・教科が連携して進
路指導にあたることができ
た。
②各学年でスタサポ・実力テ
ストの分析会を実施し、生徒
の学習状況と課題を共有し、
対策を検討した。学校満足度
は 82％となった。
③第１回「子ども進学を考え
る 会 」 は 273 名 の 参 加 だ っ
た。第 2 回は 257 名の参加だ
った。（第 2 回は 2 月）

①引き続き、「学校行事の文化」、「部活動の文
化」の継続・発展を進める。この実現のために
は、３年間継続して生徒会役員ができるように、
生徒のﾘｰﾀﾞ^ｼｯﾌﾟを育成するため、早い段階での
生徒会役員参加を促す必要がある。

①生徒主体の生徒会行事
運営を進めるために、生
徒会役員の後継者育成を
継続する。

①活動ﾏﾆｭｱﾙを活用・改善しながら、生徒会活動の自主
的な運営・生徒主体の生徒会行事を継承する。また、委
員会活動からの人選、担任・部活動顧問からの推薦等に
より、後継者候補の発掘と学校行事を通じた意識の啓
発・育成を図る。
②学年団による学校生活手帳等の定期確認を行い、時間
管理と部活動顧問による隙間時間を活用した隙間学習の
奨励を図る。また、部顧問会による部活動ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの策
定を進め、「文武に秀でる」生徒を育成する。

①活動ﾏﾆｭｱﾙ及び関係資料の再点検し、生
徒の実態に合わせた改善により、主体的・
自主的な生徒会行事の運営ができるように
指導する。また、後継者育成の取組の定着
化を図る。
②学校生活手帳の定期的な確認と隙間時間
学習を奨励。各部顧問・各担任による生徒
情報の共有化を図り、多方面から生徒の指
導・支援を行う。本校生の実態に即した部
活動ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを策定する。
①HP の更新回数、アクセス件数の増加、
多様な広報回数を検証する。また、学校説
明会への出席者数、中学校・塾説明回数、
進学ﾌｪｱなどでの個別相談者数を確認す
る。
①小・中学校との連携事業の回数や本校生
徒への効果（意識等の変容）等についても
検証する。
②保護者の学校行事への参加者数、授業公
開や HR 懇談会、保護者面談の参加状況の
検証、保護者ｱﾝｹｰﾄにおける学校満足度９
０％以上を目指す。
③創立 50 周年記念事業準備委員会の開催
状況、記念誌編集部会の立ち上げ・進行状
況、記念事業の具体案・予算案の編成状
況。

②完全下校 19 時 30 分を継続し、効率的な部活動
の実施及び学習との両立の徹底を図る必要があ
る。

３

学

①生徒の「自学自習力」が高まり、朝自習を行う
生徒数や家庭学習時間数が増加している。しか
し、時期によっては家庭学習時間がまだ不十分の
ところがあり、改善の余地がある。
②予習を前提とした質の高い授業を実践し、予習
→質の高い授業→復習のサイクルについて、一定
程度の成果がある。さらに、教科によるばらつき
をなくし、学年、学校全体の取組として、より一
層の定着を図る必要がある。
③校内外の自主的な授業公開、研究協議を拡充
し、さらなる授業改善を図る必要がある。また、
新校務支援システムの活用により成績処理等の効
率化を進め、高大接続改革、新学習指導要領を踏
まえた活発な議論を積み重ねながらｶﾘｷｭﾗﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄを推進する。

②質の高い授業の展開を
推進・拡充する。
③自主的な授業研究と組
織的研修の組み合わせを
推進する。

①本校の活発な教育活動を、HP のﾘﾆｭｰｱﾙ（閲覧
数の確認策等）及び「スマート連絡帳」への移
行・運用により、地域、中学生、保護者へ情報発
信する。また、小・中学校との連携については、
共通理解を得ながら推進することが必要である。
さらに、生徒募集活動については、引き続き、
個々の活動をﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟしながら全教職員で取り
組む必要がある。
②PTA 活動については、引き続き組織編成の確立
を図りながら、行事の精選を含めた改善策を検討
する必要がある。
③創立 50 周年記念事業準備委員会が編成され、
企画を検討し始めた。創立 30 周年以降、20 年分
の記録がまとめられていないため、記念誌編纂の
準備を早急に進める必要がある。

②生徒の「第一希望宣
言」を実現するための進
学指導体制の拡充を目指
す。
③保護者のための進路勉
強会の継続・発展・定着
を進める。

②学校生活手帳を活用し
た時間管理、効率的な部
活動等の実施を継続す
る。
①HP ﾘﾆｭｰｱﾙ等、多様な
広報による情報提供を継
続・拡充する。
①近隣の小・中学校等と
の連携を強化し情報交換
を進める。
②PTA 組織改編後の調整
及び行事の精選を進め、
保護者の参加を促す。
③創立 50 周年記念事業
準備委員会により、記念
誌編集準備を進めなが
ら、記念事業の具体案を
まとめる。

①HP ﾘﾆｭｰｱﾙ、学校案内、ﾏｽﾒﾃﾞｨｱの活用など、多面的な
広報活動に引き続き取り組む。生徒募集活動について
は、説明会参加や訪問、見学の受入、学校主催の説明
会・体験会等を継続し、データに基づき戦略的・積極的
に全職員で取り組む。
①近隣の小・中学校との連携事業を組織的・計画的に実
施する。その際、事業の成果指標に生徒の活動前後での
変容を盛り込む。
②学校ｶﾚﾝﾀﾞｰの配布、「スマート連絡帳」の導入によ
り、PTA と連携を密にし、活動の円滑な進行と保護者へ
の行事の周知を徹底することにより、学校行事や公開授
業・HR 懇談会・保護者面談への参加者を増やす。
③創立 50 周年記念事業準備委員会を 3 回以上開催し、
記念誌編集部会による編集方針・構成等の検討を進め
る。また、記念事業の内容について具体化し、予算案を
編成する。

出席者

価

１

２

※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。

文武に秀で、地域に愛され、国際感覚豊かな人材を育てる学校

生徒会活動は、後継者育成等
課題はあるものの概ね目標を
達成した。
①生徒会、実行委員会等長期
的計画のもと生徒による主体
的な行事運営が進んだ。
②教科担当、担任及び部活動
顧問が生徒情報の共有化を図
り、多方面からの指導を実施
した。
開かれた学校づくりについて
は概ね目標を達成した。
①HP を 71 回更新した。アク
セス件数は前年比 10％増加し
た。説明会参加者数等は前年
並みであったが、個別相談は
増加した。
①隣接小学校との交流活動
（13 回）、中学校への出前授
業（６校）を行い、高評価だ
った。
②PTA 行事への保護者の参加
状況は前年度並みであったが
参加者からは好評であった。
保護者ｱﾝｹｰﾄでは、学校満足度
が 95.4％であった。
③創立 50 周年記念事業準備委
員会を 4 回実施。
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Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ
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平成３１年２月１３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

①全体的に家庭学習時間がまだ不十
分のところがあり、底上げが必要で
ある。
②引き続き、予習→質の高い授業→
復習の学習サイクルの定着を図る
③校内外の自主的な授業公開、研究
協議を拡充し、さらなる授業改善を
図る。
③校務支援システムの完成年度とし
て、適切な管理、運営の徹底と職員
への周知及びその活用により、業務
の効率化を進める。
③新学習指導要領実施を踏まえ、校
内組織を中心に検討を積み重ねなが
ら新教育課程を完成させる。

・年々、授業が良くなっている。生徒も非常に素直
に真剣に望んでいる。学校が一体となって、授業改
善に取り組んでいる様子がわかる。
・評議員を ５年間務 めさせて いただ いているが 、
年々教員は大変になっている感じがするが、一生懸
命さが伝わる授業である。
・家庭研修中の３年生が登校して勉強している様子
なども、自学の文化の一端ではないか。また、授業
理解度９割も素晴らしい数字である。
・授業をとおして、生徒がそれぞれの課題に一生懸
命取り組んでいる様子が印象的であきらめかけてい
る生徒がいない。第２外国語の授業は、非常に良い
緊張感で集中した授業で、今までの積み重ねが見て
とれた。

①国公立大学及び難関私大への進学
を実現させるためには、引き続き学
年段階に応じた計画的な指導を実施
する。
①成績上位層の人数を減少させない
よう、きめ細かい指導と学習習慣の
定着が必要である。
②「新テスト」に向け、最新情報を
把握し、的確な指導体制を構築す
る。
②卒業生のアンケート結果を在校生
の指導及び進路指導に活用する。
③「子どもの進学を考える会」の内
容の充実と保護者の理解と協力を一
層図り、高い目標の進路実現を達成
する。

・子どもに、早い時期から目標を持たせるこ
とは重要である。
・推薦での合格が増えている。一般入試で挑
戦 するこ ととの 兼合い も難しい と思う が、
「早く決めたい」、「安易な妥協」でなく最
後まで目標の実現に向けて頑張ることが必要
である。
・子どもの進学を考える会は素晴らしい取組
だと思う。

①新役員体制への引き継ぎは継続的
な課題である。生徒会と各種委員会
の役割分担を見直し、生徒会役員の
負担を軽減する必要がある。
①引き続き、「学校行事の文化」、
「部活動の文化」の継続・発展を進
める。
②部活動ガイドラインに則った効率
的な部活動の実施及び学習との両立
の徹底を図る。

・部活動はよくやっているのではないか。生
徒会の役員選出に苦労しているようだが、忙
しい中でよくやっていると思う。
・中学の生徒会も率先してやる子が少ない。
意図的にリーダーを育てる必要がある。
・生徒会役員は、自分の意見のあるしっかり
とした生徒という印象がある。

①HP のﾘﾆｭｰｱﾙ及びﾒｰﾙ配信の新ｼｽﾃﾑ
移行・運用を引き続き円滑に行う。
①小中学校との連携については連絡
を密にとり、共通理解を得ながら推
進する。
①より効果的、効率的な生徒募集活
動を全教職員で取り組む。
②引き続き組織編成の確立を進める
とともに、PTA 行事の精選を含め、
検討を進める。
③創立 50 周年記念事業実行委員会の
円滑な運営を図り、実施に向けての
準備を進める。

・ホームページの更新も、修学旅行先の沖縄
から更新するなど保護者に安心感があり、学
校の様子を実感できているのではないか。
・部活動には、小高連携事業でお世話になっ
て いるが 、どの 部活動 も意義を 理解し て い
る。リーダーシップを取り、教え方も非常に
上手い。部活動の成績だけでなく、力をつけ
ていると実感した。生徒の成長を感じる。
・学校満足が 95％は素晴らしい数字だと思
う。
・学校が良くなってきている。入学しただけ
で満足するのでなく、入学してからも満足し
ている証ではないか。

