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平 成 ３１ 年 度
目指す学校像

学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ－ト （ 県 立

越 生 高 等 学 校 ）

生徒一人一人の長所を伸ばし、社会で活躍できる「人財」の育成を目指す学校

※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。

Ａ ほぼ達成(８割以上)
１主体的な学びによる基礎学力の充実と専門的な能力の向上
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２豊かな心と自主的・自立的な態度の育成および進路意識の向上による進路希望の実現
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学校関係者
生徒
事務局(教職員)

７名
５名
４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

出席者

Ｃ 変化の兆し(４割以上)
Ｄ 不十分(４割未満)

３保護者や地域と連携した安心・安全な開かれた学校づくり
※
※

Ｂ 概ね達成(６割以上)

現状と課題

度
評価項目

【現状】
〇学びの質の向上
・少人数授業等での効果があり、
落ち着いた環境で学習ができてい
るが、理解度の低い生徒もいる。
【課題】
・「分かる喜び」「できたという
達成感」を与えられるような授業
の工夫に取り組むとともに、個に
応じたサポートをさらに進めてい 〇学習環境の整備と
学習意欲の醸成
く。

【現状】
〇規範意識の向上
・生徒指導面では、ネットトラブ
ル等の対人関係でのトラブルが多
い。
・進路指導において、個々の生徒
の良い部分を引き出しながら、自
己肯定感を高められている。
【課題】
・問題行動の未然防止と基本的生
活習慣の確立を促し、進路に対す 〇進路意識の向上と
る意識を向上させ、更に自己肯定 進路実現
感を高めていく。

【現状】
〇教育活動の積極的
・教育活動に保護者等の協力があ な情報発信
り、地域の方の学校行事でのふれ
あいが積極的になってきている。
・生徒募集に力を入れているが、
志願者数は微増であった。
【課題】
・ＨＰ等による情報発信を積極的 〇志願者数の増加
に行い、保護者や地域への理解を
更に深めていくとともに、志願者
数の増加を図る。
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評価項目の達成状況

①自主的な取組を促す授業を目指
す授業改善を推進する。
②教員同士の授業観察によって、
授業改善を図る。
③教科や学年と連携し、資格取得
を推進する。

①教員が授業改善に取り組むこと
により、生徒の学習時間が増加し
たか。
②生徒の授業に対する、満足度が
増加したか。
③資格取得を目指す生徒と合格者
数が増加したか。

●学びの質の向上に向けた取組

①学校全体で生徒の情報を共有す
る機会を設け、個にあわせた指導
をする。
②考査前の課題や補習などを効率
よく実施する。

①授業見学や情報共有が行われた
か。
①個に応じた適切な指導ができた
か。
②欠点保持者が減少したか。

●学習意欲の向上を目指す取組

①ネットトラブルを防止するため
に、早い時期にネットトラブル講
演会を開催する。
②生徒自らが発表する場や、仲間
を取りまとめる場面をつくり、生
徒に自信をつけさせる。
③日頃から校内の美化に努めるよ
う全校に働きかける。

①ネット上のトラブル等が減った
か。
②白梅祭、各種委員会において、
活発かつ自主的に生徒が活動した
か。
②部活動が活性化されているか。
③校内美化を向上させ、生徒・教
職員に安全な生活環境を提供する
ことができたか。

●規範意識向上を目指す取組

①職業適性検査、ＳＰＩ２基礎テ
スト、クレペリン検査等を行い、
その検査結果を活用して、個に応
じた指導に活かす。
②ＪＳＴの有効活用により生徒の
自己肯定感をさらに高める面接指
導を展開する。
③｢進路の手引｣を有効活用する。
①ＨＰを活用しリアルタイムな情
報発信を行う。
②中学校訪問および学校説明会を
全教員で分担し、本校の理解を深
める。
③５０周年行事に向け実行委員会
を立ち上げ、具体的な方策を提案
する。
①学校説明会の内容を見直し、リ
ピーター数・新規参加者の増加に
つながる企画・運営を行う。
②進学フェアや、進路相談会へ積
極的に参加することで本校の良さ
を中学生へ丁寧に説明する。
③学校説明会等で部活動の活動状
況をPRする。

①自分の適性を考え自己理解させ
ることができたか。
②面接指導を通して一人一人の良
いところを引き出し、さらに自己
肯定感を高めることができたか。
③「進路の手引」をＬＨＲや学年
集会等で有効活用できたか。

●適切な進路実現への取組

①ＨＰの更新回数が増加したか。
②学校説明会・学校行事等に対す
る認知度の上昇と教育活動の理解
を深められたか。
③５０周年行事に向けた具体的な
計画を立案できたか。

●本校の理解の推進

①学校説明会への参加者は増加し
たか。
①学校説明会のリピーター数は増
加したか。
②進学フェア・進路相談会で対応
する中学生数が増加したか。
③中学生に部活動の魅力を伝える
ことができたか。

●志願者数増加を目指す取組

①授業の工夫を心がけている教員は9
割を超えているが、生徒の学習時間
は昨年並みであった。
②授業のルールは9割程度守っている
が、理解度は8割弱である。
③資格取得を推進する教員は７割を
超え、受検者の延べ人数は多いが、
合格者数は増加していない。
①授業の取組に関する研修会で情報
交換や共有ができた。また、補講等
で個に応じた指導ができた。
②4科目以上の欠点保持者は各学年と
もに減少した。
①ネット上のトラブル等は、昨年並
みであった。
②白梅祭、各種委員会において自主
的な活動ができた。
③運動部の加入者が昨年度の78名か
ら101名に増えた。
③各掃除場所の清掃用具の充実を図
り、掃除しやすい環境を整え、校内
美化意識を高めた。
①各種検査の結果を、個人面談資料
として活用した。
②進路面談及び面接指導を中心にJST
の有効活用ができ、自己肯定感も高
められた。
③「進路の手引き」は各学年とも計
画的に有効活用できた。

①ＨＰの更新回数は微増し、更新す
る教員の数が増えた。
②ＨＰの情報発信、学校案内や白梅
通信等の配布によるＰＲにより、本
校の理解を深めた。
③周年行事向けては実行委員長と実
施日程について検討が進められた。
①第１回目の学校説明会は校外（坂
戸文化会館）で実施した。
①学校説明会のべ参加人数は昨年よ
り50名程度増加したが、リピーター
数は昨年並みであった。
②進学フェア・進路相談会は合わせ
て50名程増加した。
③学校説明会時に、部活動を見学で
きるようにしてＰＲをした。
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学校関係者からの意見・要望・評価等

〇授業規律について、一部の
生徒が守ることができていな
い。教員間で共通理解を図っ
て実践していく。
〇教員が参加しやすい授業見
学を設定して、継続的に授業
力向上に向けて意識を高めて
いく。
〇今後も資格取得を推進して
いく必要がある。合格者を増
やすための補講等の実施を検
討する必要がある。

・安心して授業に取り組んでいる雰囲気が
生徒たちから伝わります。また、中学校時
代で理解できなかった内容についても、高
校の学習の中で理解できるようになってき
ています。少人数授業の成果だと思ってい
ます。
・資格取得については、生徒の進路のため
にも、意識を高めさせて受験者増加と一人
でも多く合格者を増やす対策講座等がある
とよいと思います。

〇これまで散見していたネッ
トトラブル上における人間関
係のトラブルよりも、他の問
題行動が増えている。規範意
識の向上に引き続き取り組ん
でいく。
〇昨年度よりは、部活動が活
発になっているが、更にきめ
細かい指導を行い活性化して
く必要がある。
〇ＪＳＴの活用により、生徒
の特性に合った指導及び自己
肯定感を高めていく。また、
企業訪問（開拓）の面では計
画的に取り組んでいく。

・ネットトラブル、スマートフォンの危険
性について保護者、生徒への注意喚起が必
要だと思います。特に、保護者への注意喚
起を行うことによって家庭でも指導をして
もらえると良いと思います。
・部活動の指導について、多少ハードルを
下げてでも部活動に参加する生徒を増やす
ことと、入部した生徒が辞めていかないよ
うな工夫が必要だと思います。
・通学路でごみが捨てられていることがあ
ります。生徒が捨てたとは限りませんが、
規範意識の面も含めて校内・校外ともに美
化運動に取り組んで欲しいと思います。

〇ＨＰの更新されているペー
ジと、更新があまりされてい
ないページがある。研修会等
を行いＨＰに携わる教員数を
更に増加し、情報発信の更な
る充実化を図っていく。
〇今年度は独自に校外での学
校説明会を実施し、参加者を
増やすことができている。来
年度は、他校との合同説明会
等の検討を進めていく。
〇周年行事について、具体的
な内容を決定していく。

・ＨＰは情報発信という意味でとても重要
です。更新されていないページがあると残
念ですので、色々なページでの情報発信を
充実されるとよいと思います。
・生徒募集について色々と工夫されていて
良いと思います。
・越生町文化祭や中央公民館での作品展示
は、越生高校のPRとなっていると感じてい
ます。来年度も実施して欲しいです。
・台風１９号のときには、格技場と体育館
に３００人程度避難させてもらいお世話に
なりましたが、地域からトイレの洋式化に
ついて要望がありました。

