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次のとおり学校評価を実施しましたので報告します。
取組の内容

校内評価

学校目標
教育研究
の推進課
題を踏ま
え、生徒の
実情やニ
ーズに応
じた学習
を展開す
る。

具体的な手立て

評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

①補習の実施、家庭学習の習
慣づくりにより、個に応じた
学習機会を増やす。
②読書習慣づくりのための
読書指導の一層の充実と図
書館利用のさらなる推進。
③新学習指導要領の完全実
施に向けたカリキュラム、授
業法の改善。
④各種検定による資格取得
の奨励、新聞を活用した授業
の推進を通して、英語や国語
等の能力向上を図る。

①計画的な家庭学習が
できるよう課題の提示
ができたか。生徒個々で
管理できるように工夫
したか。組織的・効果的
な補習が実施できたか。
②図書館の利用が生徒
一人当たり８冊（昨年度
概算）を超えたか。
③学習指導要領に基づ
いた授業をすすめるた
めの会議や授業改善を
実施できたか。
④組織的に取組み、効果
的に利用することがで
きたか。

①１年生対象に、一学期中間テストに
向けて、家庭学習の計画・点検表を作
成させた。また、基礎力、応用力の強
化を図るため夏期講習を開講したと
ころ、参加人数は昨年より増加した。
②新着図書の紹介案内などを配布し
図書の利用を促したが、昨年度並みの
利用状況であった。
③授業改善に向けたプロジェクトチ
ームを立ち上げ研修会を行い、学習指
導要領で求められる「生きる力」を高
める授業の取組みを行った。
④進路指導に絡めて英検、漢検、数検
の案内を行い、学校全体で受検に取り
組むよう促した。

①家庭学習の時間が、年度当初に
比べ低下する傾向にある。定期テ
スト前を除いて、まったく勉強し
ない生徒が半数以上に増加して
いる。次年度は総合的な学習の時
間をキャリア教育を軸に推進し、
学ぶ意義を認識させ自主的に取
り組む意欲の向上を目指す。
②スマートフォンの普及により、
資料をカメラで記録する傾向が
強くなっている。また、スマート
フォンのゲームの手軽さから、マ
ンガですら読まない生徒も出て
きており、図書館の利用が進まな
い。次年度は図書館が利便性の高
い１階に配置される。さらなる利
用を呼びかけたい。
③授業改善の方向性は共有化で
きてきた。取組みの第一歩として
プロジェクトメンバーによる授
業実践を行い、教員の研究授業と
した。具体の授業改善の手法につ
いて授業実践を通して確立して
いく必要がある。
④数検は受検希望者が集まらず、
校内での実施はできなかった。引
き続き受検を呼びかけたい。

学校関係者評価

学校評価

(学校評議員)
教員間で宿題等の出し
方、家庭学習のさせ方等
の話し合いをするととも
に、今以上に宿題を出し
てよいのではないか。学
習の習慣化が大切であ
る。
生徒達が自分達で授業
を作るような仕組みを仕
掛けてほしい。
自立心を育て、なぜ勉
強することが必要なのか
考えさせるような工夫が
必要。放課後の活動の工
夫を通して自分達で進ん
で様々な活動をするため
の環境づくりが必要。

(学校評価）
補習等実施できたが家庭学習につ
いては十分な成果を上げられなかっ
た。
読書習慣が成立しておらず図書利
用が進まなかった。
プロジェクトチームを中心に積極
的に取り組めた。
検定取得への意欲が弱く受検者が
限られてしまった。
(改善方策）
キャリア教育を充実し学習意欲の
形成を促進する。
授業などを通じ書籍の利用を促
す。
チーム以外の教員にも取組みを広
げる。
資格取得のメリットを伝え意欲を
引きだす。

生徒一人
ひとりの
適性や状
況に応じ
た指導と
ともに学
校行事や
部活動の
活性化に
より活気
と安心の
ある教育
活動をよ
り一層展
開する。

①文化祭・体育祭等の学校行
事において、生徒が自ら企
画・運営し、一定の達成感を
得られるような支援。
②仮設校舎における文化
祭・体育祭等の学校行事の実
施時期・形態の検討及び部活
動の活動場所の確保に関す
る支援。
③部活動紹介の形式の刷新
による、新入生の加入率の向
上及び部活動活性化の推進。
④人権教育を推進し、いじめ
防止につなげる。相談体制の
充実による安心な学校生活
を送るための支援。
⑤定期的な交通安全指導、身
だしなみ指導、授業規律指導
を通し生徒のマナーやモラ
ルの向上に向けた取組み。

①生徒の実行委員会を
支援し、主体的な活動が
できたか。
②仮設校舎における行
事を実施するにあたり、
安全面の検討及び対応
が充分だったか。
③部活動の加入率が前
年度と比してアップし
たか。
④高校生活に関するア
ンケートやスクールカ
ウンセラーを活用し、相
談活動が充実して展開
できたか。
⑤身だしなみや交通安
全に対して定期的に指
導し、改善がみられた
か。

①体育祭は実行委員会を中心に計画
を立て、実施した。文化祭は、生徒会
本部を中心に、実行委員会と協力して
計画・実施した。
②仮設校舎であることを配慮し、チケ
ット制で入場者数を管理して安全に
実施できた。
③ ４ 月 の 新 入 生 歓 迎 会 で 、
HANDSIGN の講演を盛大に行い部
活動の加入率アップを試みた。上高生
徒議会により、生徒会を中心に、学校
のルールの改善を試みた。
④学校生活アンケートと三者面談週
間の担任による聞き取りでいじめの
情報収集を行い、また保健室にて養護
教諭やスクールカウンセラーによる
情報収集を行った。４月から２月のス
クールカウンセラーの来校は 10 回あ
り、計 36 件の相談を行った。
⑤月１回の身だしなみ指導と交通指
導を実施した。服装については制服着
用の定着が見られた。また、６月より
下校指導を行い、下校時の交通安全を
図った。

①今年度は文化祭と体育祭が続
いたため準備期間が短く、生徒の
体力的な負担が大きかった。来年
度は、体育祭は６月、文化祭は９
月に実施する。
②来年度は新校舎に移るため、新
たな文化祭規約の作成を行う。ま
た、西棟の耐震工事があり、引き
続き安全面を考慮した開催を検
討していく。体育祭は、引き続き
グランドが使用できないため、外
部の体育施設を利用して行う。
③昨年度並みの部活動加入率だ
った。新校舎で更に充実した活動
ができるように検討する。ひき続
きグランドが使用できないため、
運動部の練習場所の確保が必要
である。
④生徒会を中心に身だしなみへ
の意識が高まった。上高生徒議会
を学校に定着させ、更なる生徒会
の活発化を目指す。
④アンケートや面談週間に頼り
切らずに、日頃の声かけやコミュ
ニケーションが大切である。
今回はいじめの事案は確認され
ていないが、いじめにつながりか
ねない行動も見られる。今後も引
き続き情報収集に努め、いじめ防
止に努める。
⑤制服着用は定着しているが、防
寒対策でのカーディガンやジャ
ージの着用が見られる。状況に応
じて指導する必要がある。

(学校評議員)
生徒会が自分達の力で
様々な活動をし、上溝高
校を良くしようとしてい
るのが良い。
勉強でも行事でも部活
でも、一生懸命やること
で自分が感動する。その
ような体験を多くさせて
はどうか。
先輩がしっかりと後輩
を指導できるよう先輩・
後輩のあり方等の講習会
を企画し益々の部活動の
活性化を望む。
スクールカウンセラー
が学校にいることで生徒
は安心する。スクールカ
ウンセラーによる相談体
制の充実を望む。
交通安全についても、
交通委員が一般生徒を指
導するといった生徒自ら
取り組む仕組みを工夫し
てほしい。

(学校評価）
生徒主体の生徒会活動や部活動へ
の積極的な参加を促し、活気ある教
育活動を展開することができた。文
化祭は安全に、体育祭は実行委員会
を中心に自治運営できた。
登校時、及び下校時の自転車乗車
指導により交通事故防止に積極的に
取り組むことができた。また、月に 1
回交通指導を行い、生徒の状況を把
握するとともに、安全指導ができた。
(改善方策）
文化祭は新校舎での新たな企画が
必要である。体育祭は 6 月開催に変
更される。混乱が起きないように準
備を進める必要がある。
交通指導は、定期的に継続的に指
導する必要がある。更に啓発活動を
続けるとともに、生徒の自主性を促
し、より安全・安心できる学校づく
りに取り組む。

組織的
な授業改
善により
一層取り
組み、学習
内容を明
確化した
学習指導
や指導方
法 の 工
夫・改善に
より、基礎
学力の定
着、応用力
の伸長を
図る。

①テーマを明確にした研究
授業や公開授業の実施と、
「生徒による授業評価」を活
用したより一層の授業改善。
②保護者・学校評議員・地域
住民の参加による授業改善
の推進。
③各教科の指導を通した自
己表現能力のさらなる育成。
④伝統文化教育の教育実践
校として、「郷土史かなが
わ」を軸に、探求・発表に主
眼をおいた授業展開の研究
を進める。
⑤組織的な獲得型授業（わか
る＝できる授業）の推進と併
せ、生徒の授業準備や集中し
た授業態度等の授業規律の
確立を図る。

①テーマを踏まえた研
究授業ができたか。生徒
の授業満足度が前回よ
り増加しているか。
②保護者・学校評議員・
地域住民の公開授業参
加状況と評価。
③自己表現発表会の組
織的な展開など、授業を
含め発表の機会を複数
回設定できたか。
④指導方法の工夫など、
研究が進められ、共有さ
れたか。
⑤職員、生徒への周知が
適切に図られたか。指導
により改善がみられた
か。

①授業改善プロジェクトチームを組
織し、問題点を洗い出し、達成感・充
実感を与え意欲を引き出す授業づく
りを目標とした。また改善の手立てと
して「生徒による授業評価」をもとに
各科目の課題点とその改善策を検討
し、授業実践を行った。
②11 月の学校へ行こう週間で授業参
観を行い、保護者等の参加を得た。
③総合的な学習の時間や各教科で、調
べ学習の発表、レポート、スピーチな
どを行い、学年末には自己表現発表会
を行った。
④生徒の活動を積極的に取り入れた
授業づくりを進めた。
⑤毎月の授業規律目標を設定し、学習
に向けての意識づくりを図った。

生徒の適
性に応じ
たキャリ
ア教育を
充実させ、
社 会 生
活・職業生
活に必要
な諸能力
をより一
層身につ
けさせる
とともに、
進路指導
システム
のさらな
る充実を
図る。

①各学年、教科、特別活動等
の全ての教育活動において、
｢キャリア教育実践プログラ
ム｣に基づく計画的・体系的
教育を実施。
②長期休業中及び課業中に
継続したインターンシップ
を計画し、社会性や責任感を
身に付けさせる。
③長期休業中及び課業中に
実施する進路・進学補習にお
いて、講座名や講座内容をよ
り分かりやすく提示し、個々
の生徒の進路希望に応じて
受講できるようにする。
④民間教育機関との連携を
強化するとともに、進路指導
システムを活用した進路ガ
イダンスを充実する。
⑤シチズンシップ教育研究
推進校として、議会傍聴・裁
判傍聴・租税教育を計画的に
実施し、積極的に社会参加す
るための能力・態度を育成す
る。

①個々の生徒の進路実
現に資するデータの集
積や活用を推進すると
ともに分析内容の共有
化が図られたか。
②組織的にインターン
シップを実施し、生徒の
社会への意識を高める
ことができたか。
③個々の生徒の進路実
現に向けて、効果的に補
習が実施できたか。
④スタディーサポート
やネットパスⅡの適正
な運用をはかり、客観的
データに基づいた分析
内容の共有化、進路指導
が図られたか。
⑤議会傍聴・裁判傍聴・
租税教育を計画通り実
施し、生徒の社会への意
識を高めることができ
たか。

①スタディーサポートを中心に生徒
の分析会、教員の研修を開催すること
ができた。
①進路実現のための生徒へのガイダ
ンスを適宜開くことができた。
②夏休みに延 52 人のインターンシッ
プの参加者があった。去年よりも大幅
増となった。単位認定者は 19 人であ
った。
③補習受講者人数が 211 人となり、去
年と比較して、大幅増となった。
④ネットパスⅡの環境設定が整い、担
任が一般入試に向けた指導ができる
ように整備した。
④進路診断カルテを作成し、各担任に
提供し、面談資料とすることができ
た。
⑤租税に関する講演会と作文指導を
行った。
⑤２年生に議会傍聴を実施した。

①授業改善の趣旨は研修会の報
告などで職員の共通理解を図る
ことができた。チームのメンバー
中心であるが、授業実践の中でア
クティブラーニングの取組を行
った。
②公開授業を行い、教員ばかりで
なく、保護者等からの意見も聞
き、授業改善へ活用した。
③教師の授業の実態に応じてさ
まざまな試みを行った。次年度以
降も自己表現ができる授業の企
画を進めたい。
④生徒の探究活動・発表が行える
よう、担当者会議を定期的に持ち
授業内容の企画を行い、生徒の興
味関心や取組意欲を高めること
ができた。
⑤授業規律を保つためには、学習
意欲の向上が必要であるが、学習
への意識がまだ十分とは言えな
い。次年度はさらに、「わかる＝
できる」授業を進め、生徒の意欲
を引き出し、規律ある授業態度へ
とつなげたい。
①分析会・研修会を実施すること
はできたが、それ以降の改善とい
う面で課題が残る。キャリア教育
の充実のために、総合的な学習の
時間との連携を図る。
②インターンシップの意義をＰ
Ｒする活動を充実させる。補習を
実施するうえでの環境を整える
ことで、補習受講者を増やすよう
にする。
③補習希望者と受講者では、目的
意識にまだかなりの開きが見ら
れる。
④担任が一般入試の指導をでき
るように、指導システム等の環境
を整える。一般入試の進学指導は
時間的な余裕がなく、効率よく実
施するのが難しい。ベネッセのフ
ァインシステムの普及を図る。進
路診断カルテの内容の充実をは
かる
⑤多数のイベントがあり回数を
重ねる毎にイベントをこなすだ
けになりがちである。イベントの
精選を図るなど効果の検証を進
めたい。

(学校評議員)
生徒による授業評価に
ついて、７月の１回目よ
りも１２月の２回目の評
価の結果が高くなってい
るのは良い。

(学校評価）
チームを中心に取組を進めること
ができた。
公開授業で保護者の意見を聞くこ
とができた。
学習成果の発表を行い、生徒の学
習への意識を高めることができた。
発表活動など生徒が意欲的に取り
組めた。
授業規律の目標に従い、生徒に学
習意識を持たせる効果が見られた。
(改善方策）
次年度はこの活動を教員全体へと
広げたい。
生徒の授業への集中や意欲を高め
るために、
「わかる・できる」授業へ
の改善がさらに必要である。

（学校評議員）
卒業生の良い話を聞
かせる機会を設けては
どうか。
補習の達成度・生徒の
満足度はどうか。

（学校評価）
スタディサポートは一定の成果
は上がっているが、もっと活用して
いくことが必要である。
インターンシップは実施者数か
らみて、良くやっている。
ネットパスⅡは担任が使えるよ
うにはしたが、うまく運用されなか
った。
シチズンシップ教育としての年
金教室は大変よかった。
（改善方策）
スタディサポート研修会への参
加数の増加を目指す。
ベネッセのファインシステムを
積極的に活用し、進学指導に役立て
る。

地域との
連携・協働
をより一
層推進す
るととも
に地域等
の教育力
を活かし
た学校づ
くりを展
開する。

①ホームページの充実を図
り、地域や中学生に分かりや
すくスピーディーに情報提
供を行う。
②学校説明会、中学校訪問等
を通した広報活動の一層の
充実。
③自治体、近隣小中学校、Ｎ
ＰＯ等と連携した地域貢献
活動を展開するとともに、通
学路及び学校周辺の清掃活
動、様々なボランティア活動
を計画・実施する。

①ホームページのアク
セス件数及び効果的な
情報発信ができたか。
②説明会の参加状況、効
果的な情報発信ができ
たか。
③地域のニーズに応じ
た連携活動や清掃活動、
ボランティア活動が展
開できたか。

安全・安心
な学習活
動のため
の教育環
境の整備
をより一
層進める
とともに
防災、安全
教育を充
実させる。

①状況に応じた防災訓練を
１学期と２学期に１回ずつ
行い、日頃からの防災の意識
を高める。
②備蓄を推進し、地域・ＰＴ
Ａと連携した防災訓練を実
施する。

①生徒一人一人が自ら
のこととして防災への
意識を高めることがで
きたか。
②地域・ＰＴＡと連携
し、防災体制の構築が図
られたか。

①行事や校舎建替工事など、外部の方
がほしい情報のタイミングに合わせ、
頻繁にホームページを更新し、情報提
供を行った。
②中学校等に出向き、生徒対象に説明
会を実施した。学校説明会は合計 3
回実施し、多くの中学生及び保護者に
参加していただいた。
③全学年が地域清掃活動を、福祉委員
がデイサービスセンター等でボラン
ティア活動を実施した。

①更新が頻繁になると、担当職員
が多忙化する。多くの職員がホー
ムページの更新を行える知識を
持つ、作成しやすい環境をつくる
などの方策が必要と考える。
②中学校での訪問説明会でのパ
ンフレットやチラシについての
反応は概ね良好であった。学校説
明会の参加者は第 1 回 500 名、
第 2 回は 700 名、第 3 回は 120
名であった。アンケートの結果は
概ね良好であった。
③福祉委員、地域清掃活動など計
画されたものの参加は多いが、生
徒の能動的なボランティア活動
にはつながっていない。ホームペ
ージ等でも活動の内容を周知す
る必要がある。
①１学期に地震による火災からの避 ①新校舎での学校生活が始まる
難訓練を実施し、校舎からの迅速な避 にあたり、避難の方法を早急に再
難の訓練ができた。２学期には地区別 検討し、避難訓練を早めに実施す
下校グループ毎に各教室等に集まり、 る必要がある。また、今年度はで
責任者を決め、短い時間ではあった きなかったが、予告をしない避難
が、実際に災害が起きた時どのような 訓練を実施する必要がある。地区
注意が必要であるか話し合いを持つ 別下校グループでの避難訓練も
ことができた。
引き続き行っていく予定である。
②生徒一人ひとりに１日分の食料と ②１日分の食料と水は引き続き
水を備蓄することができた。
生徒数備蓄する予定である。地域
との連携は学校の敷地を地域の
防災訓練の際に利用していただ
く形で実施する予定であるが、生
徒も交えての防災訓練の形が取
れないか今後検討する必要があ
る。

(学校評議員)
学校説明会等により一
定の成果が上がってい
る。引き続き、上溝高校
の魅力を伝えてほしい。
小中高の連携を利用し
たボランティア活動も考
えられるのではないか。

（学校評価）
学校案内の作成や説明会の実施に
より、中学生に上溝高校を印象づけ
ることができた。
ホームページ掲載記事の更新、印
象に残る学校案内の作成や分かりや
すい説明会を実施したことで、学校
説明会参加者から高評価を得た。
（改善方策）
ホームページは閲覧しやすい構成
に心がけ、多くの職員がホームペー
ジ 作 成 に 関わ れ る よう 環 境を整 え
る。
PTA や同窓会、地域との連携を強
め、保護者や地域の力を援用できる
ように努める。

(学校評議員)
校舎からの避難につい
ては前年度よりも迅速に
行われたことや地区別下
校グループでの話し合い
を行えたことで、生徒の
防災への意識は前年度よ
りは高まったと思われ
る。
生徒一人ひとりに 1 日
分の非常食が用意でき、
最低限の防災体制は整っ
たと思われる。

（学校評価）
2 学期の防災訓練では地区別下校
班での防災訓練を実施することがで
きた。同じ地区で集まることによっ
て、防災の意識も高まったと思われ
る。
生徒一人ひとりに１日分の食料と
水を備蓄することができた。
（改善方策）
より実践に近い防災訓練を新校舎
において実施していく必要がある。
新校舎からの避難経路を早急に整え
て、早い時期での避難訓練を実施す
る必要がある。昨年度までのように、
迅速な避難ができるような指導を計
画する。
来年度以降も生徒一人ひとりに 1
日分の非常食を整え、さらには地域
やＰＴＡとの連携した防災訓練も実
施できるように計画していきたい。

