
ａ　基礎的・基本的事項の定着を
徹底するとともに、生徒の学習習
慣の確立を図る。

・家庭学習に対する生徒の意識は目標指標を上
回っているが、昨年度と比べると「与えられた課題
以外にも自分で見つけた課題に主体的に取り組ん
でいる」の割合が減少している、また、約１割が目
標に達しておらず、適切な指導が必要である。
・良好な家庭学習の習慣が身に付いていると感じて
いる保護者は、昨年とほぼ同じ８割りである。

・家庭学習時間調査や面談等を充実させ、生徒の学
習習慣の一層の定着を図る。また課題の内容・与え
方について生徒の意欲の喚起をさらに意識するとと
もに、課題の提出を徹底させる。

ｂ　「主体的・対話的で深い学び」を
目指した授業を推進するため、ICT
機器の活用等、各教科における授
業研究を活性化し、授業改善を進
める。

・昨年度を上回る９割以上の生徒が「先生が生徒に
深く考えさせる授業を行っている」と回答している。
・昨年度から減少は見られるものの、約９割の教員
が、「主体的・対話的で深い学び」を目指した活動を
取り入れている。

・現在の授業改善の取組を継続していくとともに、学
習指導要領の改訂や大学入学共通テスト等を念頭
に置き、主体的な学びに関して校内研修会を開催
し、指導法の共有や検討等、更なる授業研究を継続
していく。

ｃ　中高一貫教育の充実を念頭に
置き、新学習指導要領を踏まえた
教育課程編成に取り組む。

・中高一貫校にふさわしい教育課程が作成できたと
回答した教員は８割強で、昨年度から大きく上昇し
た。また、保護者も９割が満足していると回答してい
る。

・次年度新入生からの専門学科への移行も合わせ、
本校の中高一貫教育についての検討を中高の教員
で進めていく。

ａ　オープンスクール・学校説明会
等を通して、保護者・小中学生・地
域へ積極的に本校の情報を発信
する。

・学校説明会の内容に満足している参加者の割合
は94.9％で、目標の90％を上回った。

・オープンスクールや学校説明会において、探究創
造科の特徴および進学型単位制教育課程や探究型
学習の取組など、中高一貫校としての特色が参加者
に伝わるように努める。

ｂ　ＰＴＡ活動および各種メディアに
よる情報提供を通して、保護者と
学校との連携を充実させる。

・ＰＴＡだよりの電子化やグーグルクラスルームの利
用等により、学校からの情報提供がより効果的に
行われた

・ホームページの改修により、学校からの情報入手を
より容易で確実なものとすることで、保護者と学校と
の連携を充実する。

ｃ  学校行事などの教育活動を発
信するため、ホームページの更新
回数を増加する。

・ホームページの更新回数は121回で、目標の100
回を上回った。

・ホームページのリニューアルによって発信力の向上
が期待できる。今後も情報のリアルタイムな発信の
啓発に努める。

３　働き方改革 ａ　定時退庁日の完全履行および
職員朝礼の廃止や職員会議の時
間短縮等を含んだ業務の見直しを
積極的に図る。

・働き方改革の必要性については、保護者・教職員
ともに理解されており、教職員は超過勤務削減に
向けて努力している。
・週1回の定時退庁日については、完全に履行し
た。
・職員会議の時間の短縮のために協議事項と連絡
事項の仕分けを実施したが、まだ、会議の時間は
長いことが多い。
・Googleclassroom等を使っていじめや学校評価等
のアンケート等の電子化を推進し、業務の軽減を
図った。

・研修会は年間を通して計画的に配置していく。
・教職員の業務の平準化をすることで、働き方改革を
促進する。
・業務削減のため、諸行事について再検討を行う。

ａ　基本的生活習慣の確立を促し、
社会的なマナーやルールを遵守す
る態度を育成する。

・あいさつ・社会的マナー・ルールの遵守について
は，教職員・生徒ともに，十分に取り組んでいると
回答している。
・家庭における社会的マナー・ルールやスマート
フォン等のルールについての話し合いをしている割
合は、昨年度より若干下降している。特にスマート
フォン等についての家庭での具体的なルール作り
については，「おおむねできた」「十分できた」と回答
している保護者の割合は80％に達していない。

・あいさつ・社会的マナー・ルールの遵守についての
指導は，生徒支援部員を中心として教職員全体で継
続的に指導する。さらに生徒会執行部や風紀委員の
協力を得て、早朝指導等を通じて規範意識を高める
活動に積極的に取り組む。
・スマートフォン等携帯端末の使用や社会的ルール・
マナーについては，具体例を挙げた文書等を保護者
用のグーグルクラスルームに掲載するなどして、家
庭でのルール作りを奨励する。

ｂ　ホームルーム活動・生徒会活
動・学校行事に積極的に参画する
姿勢およびリーダーを育成する。

・教職員のリーダーとしての人材を育成する取組に
対する評価が，昨年より5.2ポイント上昇したものの
90％にはわずかに達していない。
・生徒全員が参加するホームルーム活動・学校祭
には、95％以上の生徒が積極的に取り組んでお
り、参加が任意の生徒会活動・部活動でも、85％以
上の生徒が積極的に取り組んでいる。また、85％
以上の保護者がこれらの活動に子どもが「積極的
に取り組んでいる」と回答しており、生徒と保護者の
意見がほぼ一致した結果となっている。

･ホームルームや学校祭等の学校行事、部活動、生
徒会活動の機会をとらえて、自らが果たす役割を自
覚して行動し、役割を果たせるよう積極的に指導す
る。
・ホームルーム活動・生徒会活動・学校行事に積極
的に取り組むことについては，生徒会執行部や生徒
代議員会を通して，生徒の学校行事等について，生
徒と教員の活発な意見交換を通して，提案が実現で
きるように取り組む。生徒が様々な特別活動に主体
的に取り組み，リーダーとしての資質を育成する。

ｃ　美化意識の向上と環境美化に
努め、生徒の主体的な行動や態
度を育成する。

・清掃指導を「欠かさず毎日」または「ほぼ毎日」
行った教員は96.3％で、目標を達成した。
・生徒は、校内美化活動に「積極的に」または「おお
むね」取り組んだ割合が89.4％で、目標を達成でき
なかった。
・保護者は、98.0％が校舎内外の環境美化が「よく」
または「ほぼ」行き届いていると評価し、目標を達成
した。

・教職員による清掃指導、諸活動においての準備や
後片付け等、基本的生活習慣が日常化し、自主的・
主体的な態度や姿勢が定着していくよう指導に努め
る。
・美化･保健委員による自主的な取り組みや点検を促
すとともに、ゴミの分別や持ち帰り習慣等について啓
発活動や指導を行い、意識の向上に努める。

ａ　全体および個別指導を通して学
問観・学部観の育成を図り、生徒
がより高い進路目標を持ち、 その
実現に向けて努力しようとする態
度を育成する。

・昨年度に続き本年度も全担任が年間３回以上生
徒と面談を行い、生徒に高い進路目標を持たせる
ことができたと回答している。
・担任以外の教員が関わりのある生徒に対して進
路相談やアドバイスを行っている割合が97.6％と、
前年度から大幅に増加した。
・高い進路目標を持ち、その実現に向けて努力をし
ている生徒が昨年に引き続き72％程度で低いまま
である。
・進路選択に関する行事等が参考になったとする1・
3年生の割合について、1年生は昨年90％をきった
が、今年も90％を下回ったままである。3年生につ
いても90％を下回った。

・コロナ禍により大学説明会やオープンキャンパスが
オンライン形式での実施が多くなっている。令和4年
度も同様の傾向が続くと考えられるので、google
classroomを利用してオープンキャンパス等の情報を
生徒に提供するよう努める。
・各学年が行っている進路学習を、高校3年間のキャ
リア教育全体計画の中に位置づけ、3年間を見通し
た体系的な進路支援に努める。

１　確かな学力
の向上

２　家庭・地域と
の連携強化

４　基本的生活
習慣の確立

５　進路指導の
充実および進路
希望の実現

令和３年度　高志高等学校　学校評価書
項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策



ｂ　大学入試問題、大学入試改革
等の研究と分析を通して、社会や
大学が求める能力と生徒の現状を
把握し、英語活用能力と、難関大
学合格に必要な学力の向上を図
る。

・5教科のほとんどの教員が共通テストの問題分析
を半分以上行っている。
・5教科の全教員が模試の見直しを行っている。
・模試実施後の見直しを行っている生徒の割合が
全学年で目標値を達成している。特に3年生は98％
とほとんどの生徒が見直しを行っている。
・難関大および地元大の個別試験分析を半分以上
行った教員の割合が昨年からさらに減少し、80％を
下回った。

・アンケートの質問項目を工夫する。
・大学入学共通テストだけでなく、個別試験において
も思考力・表現力・判断力がより重視され、教員側も
それへの対応を迫られてくると考えられるので、すべ
ての教員に個別試験の分析をあらためてお願いす
る。また、分析の成果を授業や考査、課外に生かす
よう求めていく。
・予備校等が実施する共通テスト・個別試験の研究
会への参加を促す。
・令和４年度もすべての生徒が時間をかけて模試の
見直しを行うよう声かけを行っていく。

ａ　SSH事業･選択型研修旅行等に
より，生徒の探究する力や課題解
決能力を高め，社会貢献への意欲
を身に付けさせる。

・コロナ禍によって活動が制限された部分もあった
が、教職員と生徒はともに数値目標を達成した。
・特に教職員は昨年度より6.3ポイント上昇した。新
任教員に対する探究学習に関する研修会、チェック
リストを活用した探究学習の指導の徹底、SSH委員
会による各教科との連携の充実等の成果が現れた
ものと思われる。
・保護者の数値は昨年度から横ばいの状態で、目
標の75%に届かなかった。

・全教職員が探究学習や課題解決能力育成に携
わっているという意識を持つよう、教員研修や各教科
との連携を充実させていくことが重要である。
・コロナ禍で実施できない交流活動を、リモートを利
用するなどして実施できないかを検討していく。また
探究に関する各種コンテストやイベントへ積極的に参
加するよう、引き続き生徒に呼びかける。
・保護者の目標が達成できなかったのは、選択型研
修旅行や各種校外研修等の行事中止が要因とも考
えられる。昨年度に引き続き、保護者への情報提供
を充実させることが必要である。「SSHだより」配付や
ホームページの充実だけでなく、その他の広報の可
能性も探る。

ｂ　他者の説明（講演、発表、授業
など）を聞いたときに積極的に質問
する意欲を生徒に身に付けさせ
る。

・教職員は、84.6%が生徒に積極的に質問するよう
指導することができたと回答し、目標数値を上回っ
た。
・その一方で、他者の説明に対し質問することがで
きたと回答した生徒の割合は48.2%に留まり、目標
を達成できなかった。

・生徒が他者の説明に対し質問できたと回答した割
合が低いことに対し、発表会、講演会などの担当教
員は、生徒の質問はかなり活発に行われており、必
ずしも悪い状況ではないと感じている。
・より多くの生徒の質問意欲を高めるため、発表会や
講演会などのイベント時だけでなく、普段の授業等で
も、質問することの意義を生徒に伝えたり、質問する
ように後押ししたりするよう、全教職員に依頼してい
く。
・質問力向上をねらいとした授業改善のための教員
研修会を実施する。

ｃ　　朝読書週間、図書館講座、ビ
ブリオバトルなどの行事や、掲示、
広報紙を通して、生徒の図書館利
用の拡大を図るとともに、読書意
欲を喚起し、読書量の増加を図
る。

・図書の広報活動に対する生徒の理解は４8.3％
で、目標の50％を下回った。要因としては、毎月発
行の「図書館だより」を全生徒に配付する際、担任
などからの声かけが十分に行えなかったことが考
えられる。
・年間貸出数は3024冊（R3.12月現在）で、目標の
3500冊を下回った。要因として、図書館司書の理科
実習助手としての業務が増加し、図書館での読書
指導時間が減少したことが考えられる。
・図書館に３回以上来館した生徒は53.0％で、目標
の50％を上回った。

・「図書館だより」の毎月発行を継続することで、図書
館からの広報活動内容の認知度を向上するととも
に、配付する際に担任から紹介してもらうことで、図
書の広報活動に対する生徒の理解を深める。

・ブックハンティングや本のリクエストの実施を継続す
ることで生徒が希望する書籍を把握し、来館生徒数、
年間貸出数ともに増加するような選書を心がける。

・今後も、国語やKoaの授業で活用できるよう環境を
整える。

ｄ　新型コロナウイルスを含めた感
染症の予防、衛生環境の整備、健
康の保持増進に努める。

・教職員による生徒への健康管理に対する必要な
働きかけは98.2％で目標を達成した。
・生徒が、健康な生活に必要な行動がとれるように
「積極的」または「おおむね」取り組んだ割合は
90.8%で目標を達成した。
・保護者の、97.4%が病気やけがへの必要な対応が
「よく」または「ほぼ」行き届いていると評価し、目標
を達成した。
・教職員による生徒への感染症の予防に必要な働
きかけは100%で目標を達成した。
・生徒が、感染症予防に必要な行動に「積極的」ま
たは「おおむね」取り組んだ割合は98.4%で目標を達
成した。
・保護者の、95.6%が感染症予防に必要な対策が
「よく」または「ほぼ」行き届いていると評価し、目標
を達成した。

・職員会議等の機会を捉えて、職員全体に対し共通
理解を図るとともに、生徒への指導･支援を行いなが
ら学校全体で意識を高め合う環境作りに努める。（感
染症予防への対策だけにとどまらず、健康への意
識、保持増進に係る啓発的な取り組みも含めて）

・消毒液の設置や教室･廊下等への掲示物等で啓発
活動を行い、感染症予防への意識が高まるように働
きかける。
・保健委員による見回り活動や掲示物での啓発を通
し、生徒間で注意しあえる環境作りや、感染症予防
への意識が高まる取り組みを支援する。

ｅ　教員研修を通して教育相談体
制の充実や適切な生徒理解、生
徒支援に努める。

・教職員による悩みを持つ生徒への対応について、
学校全体で「積極的」または「おおむね」取り組んだ
割合が96.3％で、目標を達成した。
・生徒が、悩みを相談できる人がいて「満足」または
「おおむね満足」している割合は91.6％で、目標を
達成した。
・保護者の、93.6％が悩みを抱えている生徒への取
組みについて評価し、目標を達成した。

・問題を抱えた生徒については、定期的な会議を通
し経過報告や今後の対応について共通理解を深め
ながら、学校全体で支援していく体制を整える。
・スクールカウンセラーや外部機関との連携を強化す
るなど、相談活動をより活性化するように努める。

５　進路指導の
充実および進路
希望の実現

６　主体的な行
動力と豊かな情
操の涵養


