平成２７年度 学校自己評価システムシート （ 県立大宮東高等学校 ）
目指す学校像

重 点 目 標

文武両道を旨とし、正義感溢れる心身ともに健康な生徒を育てる学校

※

１ 生徒の能力を最大限に引き出す授業を実践し、確かな学力の定着を図る。
２ 組織的・計画的なキャリア教育を通して、生徒が主体的に進路を実現できる能力を培う。
３ 生徒指導の充実と部活動等の活性化を図り、高い規範意識と豊かな人間性を持った生徒を育成する。
４ 保護者や地域と密接に連携し、地域に信頼される開かれた学校づくりをする。

達成度

A

ほぼ達成

（８割以上）

B

概ね達成

（６割以上）

C

変化の兆し

（４割以上）

D

不 十 分

（４割未満）

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。
出席者

学校関係者

４

名

生徒

３

名

事務局（教職員）１２

名

※ 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。
学
番号

現状と課題

１

□現状
・生徒の 84.5％が授業に「満足」
している一方で、家庭学習時間
が 30 分以下の生徒が約 8 割いる
など、主体的に学習に取り組め
ていない生徒も多い。
□課題
・わかる授業の実現に向けた授業
改善･授業研究の一層の充実。
・確かな学力確立に向けた、自主
的な学習態度の育成。

２

３

４

□現状
・2 年次から分野毎にきめ細かく指
導し、生徒の 74.7％が指導に満
足している。
・就職・公務員は難化。進学では
チャレンジ精神が不足している
生徒もいる。
□課題
・生徒一人一人の多様な進路希望
を実現するキャリア教育の一層
の充実。
・保護者への的確な進路情報提供
・生徒への個別指導の一層の充実
□現状
・基本的生活習慣等は概ね確立し
ている。
・9 割の生徒が部活動に加入し、県
大会や関東大会等で活躍してい
る。
□課題
・より一層の規範意識の育成。
・部員一人一人を一層大切にし、
更なる生徒の主体性を育み、部
活動の活性化を図る。

□現状
・多様な方法、機会を通じて情報
発信に努めている。
・小学校や自治会等の交流、学校
評価懇話会を通して開かれた学
校づくりを推進している。
□課題
・本校の理解を深める広報活動の
一層の推進
・地域の中で生徒の活躍の場を少
しでも多く確保する。

年
評価項目

度

校

目
標
具体的方策

自

己

評

方策の評価指標

①教員の一層の授業研究・教科毎の授
業研究の推進。
授業アンケートの活用。

①生徒、保護者の授業満足度。

②学校全体で行う 8:30 から 10 分間の
朝勉強を含め、授業以外で毎日１時
間以上の学習に取組ませ、学習に対
する意識の向上を図る。同時に、
「授
業以外の学習時間」が確保できるよ
うな環境整備を行う。

②主体的に授業に取り組む生徒の割
合。生徒の平均学習時間。

①学校全体での組織的かつ 3 年間の継
続的な進路指導を実践する。

①生徒の主体性を育む進路行事等の
実践。進路だより等の発行回数。

②生徒の可能性や適性を見極め、進路
実現に導くなど、全職員の指導力向
上とキャリア教育の充実を図り生徒
の進路意識を向上させる。

②進路指導に対する生徒・保護者の
満足度。

規範意識を高め
る生徒指導の充
実

①生徒指導部・学年・家庭の連携によ
る生活指導と交通安全指導を徹底す
る。

①指導件数、交通事故数。
交通安全指導の充実。指導内容及
び回数。

豊かな人間性を
育て、目標に向
かって努力する
部活動の活性化

②文部科学省「部活動指導工夫改善事
業」や部活動顧問の指導力の向上な
どにより、関東大会等上位大会への
出場実績を維持・向上させるととも
に、文化部活性化を図り、応援体制
を強化する。

②部活動の実績。長期的視点に立っ
た、応援強化に係る文化部員数の確
保のための工夫。
生徒、保護者の部活動満足度。

① 生徒募 集に向 けた新 たな組 織を作
り、短期的、長期的な施策の実施や
学校説明会の充実、改善を図る。

①学校説明会参加者数及び志願者数
の増加。

②ホームページやメール配信などを通
じたタイムリーかつ的確な教育情報
の発信等、広報活動を改善・強化。

②ホームページ更新回数、アクセス
数。メール配信数。

生徒の主体性を
育む学力向上の
取組

生徒の主体性を
引き出す進路指
導の充実

地域に信頼され
る開かれた学校
づくりの推進

③交流、ボランティア等、地域におけ ③生徒の地域における活躍状況。
る生徒の活躍の場を確保、実施する。

価
年 度
評価項目の達成状況

学 校 関 係 者 評 価
評

価 （1 月 30 日 現在 ）
達成度
次年度への課題と改善策

当初の目標をほぼ達成できた。
①生徒満足度81.4％は、昨年度の84.5％を3.1 ﾎﾟ
ｲﾝﾄ下回ったが、
H24年度79.5％、
H25年度79.2％
を上回り、昨年からの高水準を維持した。保護者
は87.8％で、昨年から1.7ﾎﾟｲﾝﾄｱｯﾌﾟ。
A
②主体的に取り組んだ生徒数 74.0％は昨年度の
78.1％を4.1％下回ったがH24,25年度比で優位。
生徒の平均学習時間では、
1日1時間以上が42.1％
で昨年を大きく上回り、全く勉強しないと答えた
生徒の割合が63.2％から38.0％に大きく減じた。
当初の目標をほぼ達成できた。
①進路指導部と各学年が連携し、在籍 3 年間を見
通した体系的な進路行事が、計画通り実施された。
3年生では、1月までに91.5％の生徒が進路決定し
た。未決定者のうち81％は大学等の一般受験であ A
り、進学に向けて努力を続けている。就職では10
名の公務員合格者があがっている。
進路等に関する通信は3学年で計37通発行され、
生徒、保護者に有益な情報提供がなされた。
②生徒の進路指導満足度は、75.2％(+0.5P)、保護
者の進路指導満足度は、82.5％(-0.6P)であった。

主体的な学習時間の確保に向けては、朝勉
強の徹底や、必ずしも家庭学習時間に限ら
ず、あらゆる生活場面から工夫する指導によ
り、大幅な向上がみられた。今後も指導を継
続し、定着を図る必要がある。
授業におけるわかりやすい説明を求める生
徒の意見も多く、課題となる。生徒の実態に
則した、わかる授業の実現に向けた授業改
善、授業研究の一層の充実が求められる。

指導対象となった生徒数が昨年を上回った。
①生徒指導数は家庭謹慎以上4 件11 名(-2P,+4P)
登下校時の交通事故数は 12 件(-2P)であった。生
徒主体全校規模の自転車マナーアップ講習会と Ｐ
ＴＡ交通安全立哨指導(年間 3 回)を計画通り実施
した。評価指標上の成果に結びついている。
当初の目標をほぼ達成した。
②「部活動指導工夫改善事業」を計画通り実施。
関東・総体県予選8 位以上29 件(-3P)、関東出場
件13(+3P)、全国総体出場3件(±0)であった。部
活動満足度は生徒 77.4％(+3.5P)、保護者 85.8％
(-0.1P)であった。文化部活性化については、全校
集会､学校案内校長ﾒｯｾｰｼﾞへの記述､学校説明会､
中学校訪問､塾訪問等で入部を呼びかけた。
当初の目標を達成するまでには至らなかった。
①学校説明会参加者数2,326 名(-276P)、12 月15
日現在の志願者数 369 名(-21P) 普通科の募集人
員復旧はあったが、体育科も-12Pであった。
②ホームページ更新回数100回(-31P)､アクセス数
552,695回(+159,347P)、メール配信数57回(+9P)
③小学校交流（11月近隣3校105名参加）
、病院ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ（12月大宮共立病院77名参加）
、その他にも
野球部の清掃活動､ダンス部の老人施設公演､軽音
楽部の公民館公演など部活動単位での実施あり。

生徒指導については、校内組織連携のもと十
分な対応ができていた。評価指標だけでは
測れないが指導件数は昨年を上回った。自転
車の危険運転などへの苦情も稀にあり、引き
続き生徒指導部の指揮により、全教職員共通
理解を図り継続して取組んでいく。
部活動については、各顧問とも前向きに指導
力向上に取組んでおり、活発な状態を維持し
ている。「部活動指導工夫改善事業」も軌道
に乗り、競技実績に結び付いている。文化部
活性化の部員数確保については、取組 1 年め
であり、成果が数字に表れてはいない。この
評価項目については継続課題と捉え、引き続
き取り組んでいく。
5 月に生徒募集に係る新委員会を作り、学校
案内のﾘﾆｭｰｱﾙ、学校説明会生徒発表や中学校
訪問の拡充に取組んだが、現時点で志願者数
増等の顕著な成果には結びつかず、課題を残
した。今後、学校説明会の時期や提供情報、
中学校広報の改善を図る。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､ﾒｰﾙにつ
いては評価指標で昨年度を大きく上回った。
交流等についても当初計画事業に加えて部
活単位での実績があった。これらについても
継続課題と捉え引き続き取り組んでいく。

Ｂ

A

Ｂ

進路指導部と学年指導の連携により、3 年
間を見通した進路指導事業については安定
的に実施できるようになった。現状では、本
校生徒の進路希望分野は、大学、短大、専門
学校、就職と多岐に渡っており、引き続き諸
事業の実施と教員の指導力向上が課題とな
る。生徒、保護者の満足度を今以上に高いレ
ベルで安定さるため、進路指導部から教員向
けの進路情報提供や教員個人個人の研修を
継続していくことが必要である。

実施日 平成２８年２月５ 日
学校関係者からの意見・要望・評価等
家庭学習時間がとりにくい状況
下、授業充実への期待は大きい。
反復、即ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの小テスト、
学習ノート評価の活用、教員自身
の「わかる授業実施満足度」を評
価指標に加える等の工夫はどう
か。部活引退後の切替も大切であ
る。アンケートで求める「学習」
を定義できると良い（授業予復
習、宿題、受験対策など）
。
進路指導は生徒自身が将来像を
持ち、その実現に向けた主体的な
取組みを支援することである。授
業や部活動といった学校生活を
通じて生徒自身がしっかりとそ
の姿勢を作れるようＨＲや面談
を充実させたい。進路指導部から
教員に向けてのアプローチや教
員研修の継続が掲げられている
ことは、全校体制への意気込みが
感じられ、評価できる。
規範教育、安全教育は地道に継続
していくこと以外に王道は無い。
引き続き、指導を継続させてほし
い。「あいさつ」は特筆すべき校
風であり、今後も継承していって
ほしい。
部活動は本校において重要な位
置にあり、活躍を大いに期待す
る。今後も指導力向上に取組んで
ほしい。競技力向上と将来性伸長
の双方からの指導が必要である。
懇話会の様子から、生徒は学校行
事への意識が高く、評価項目に加
えたらどうか。
生徒募集は広報の工夫と、実績し
かない。小学 1 年生からの働きか
けも必要である。
学校行事に地域から多くの方が
来校され、開かれた学校運営に力
強い結果となった。地域の信頼
は、服装、態度、挨拶、行い、部
活など生徒の姿に由るもの。地域
の信頼、期待は年々高まっている
ので、引き続き努力してほしい。

