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県立多摩高等学校

学校評価実施報告書

取組の内容
校内評価
学校関係者評価
総合評価（３月31日実施）
視点 １年間の目標
具体的な方策
評価の観点
達成状況
課題・改善方策等
（３月５日実施）
成果と課題
改善方策等
①学校全体での ❶生徒による授業 ❶-1生徒によ ❶-1職員の72.2%が 〇業務の効率 （保護者）
(1)各グループや教科、特に ○エントリー
授業改善へ向け 評価の分析結果を る授業評価の分 授業評価の分析結 化を進め、授 進学に対する キャリアガイダンスG、理科・数 校の指標と
た実践的な取組 迅速に伝える。
析結果を迅速に 果を迅速に伝え、学 業改善の方策 積極的な取組 学との連携を密に取り、理数 なる数値目
みの充実を図
伝えることができ 校全体の取組として の検討や校外 をされていて 教育推進におけるJSTプログ 標が下回っ
る。
たか。
進んだ。
研修等に参加 保護者として ラムによる研修への教員参加 た項目につ
❶-2学習指導に ❶-2理数科目及び できる機会を も安心である。 や生徒の探究活動など、新た いては授業
対する生徒の肯 情報の指導では肯 促進する。
な取組みを進めることができ 展開の創意
定的割合が80％ 定的割合が70％台
た。「科学の甲子園神奈川県 工夫など今
以上であった
に留まったが、他の
大会」への生徒の参加、「地 後も改善策
か。
教科では目標値に
域別学習成果発表会」におけ について各
達した。
る生徒の学習成果発表及び 教科単位で
➁教科会での検 ➋カリキュラム・マ ➋-1授業内容・ ➋-1授業内容のち 〇数値目標が(学校評議員) 教員の研究成果発表や、１学 検討を促進
討を踏まえ、多 ネジメントに係る職 進度、定期試験 言語活動の充実に 下回った項目具体的な調査 年の総合的な学習における したい。ま
様な学びの機会 員全体研修の実施の共通化の取組 係る取組が50％を下 については授等を踏まえて 「科学的な探究活動」への取 た、アクティ
を組織的・計画 と共に、年間を通しみが一層進んだ 回ったが、進度、定 業展開の創意客観的に評価 組みなど、今後、理数教育の ブ・ラーニン
的に実施し、基 た教科ごとの情報 か。
期試験の共通化に 工夫など今後していくこと 推進を学校全体に拡大して グを踏まえ
礎・基本の定着 共有・授業改善の ➋-2カリキュラム ついては取組が進ん も改善策につは評価できる。いくきっかけとすることができ た授業展開
た。
を進め、深
と発展・応用の 充実に取り組む。 マネジメントに係 だ。
いて各教科単
(2)学校説明会を８月･12月の い学びの実
伸長を図る。
る研修会が実施 ➋-2年間を通した教 位で検討を促
２回開催。特に今年度から12 現に向け
できたか。
科毎の情報や授業 進 し た い 。 ま
月も午前・午後の２部制とした て、生徒が
➋-3全教員が他 改善の充実は職員 た、引き続きア
ことから、のべ2,704人（昨年 主体的に学
教科の授業互見 の60％以上が肯定 ク ティ ブ・ ラー
度2,394人）の参加があった。 ぶ姿勢や態
など積極的に実 的だが、カリキュラム ニ ン グ を 踏 ま
全４回実施した「多摩高へ行 度の育成に
施することができ マネジメントに係る取 えた授業展開
こうの日」には、のべ166人（昨 向けた取組
たか。
組では50％を下回っ を 進 め 、 生 徒
年度107人）、学校へ行こう週 の充実を図
た。
が主体的に学
間には97人（昨年度48人）の る。
➋-3教員の90％が ぶ姿勢や態度
参加があり、いずれも増加し ○グローバ
他教科の授業互見 の育成に向け
た。夏季休業中の学校見学 ル教育の推
など積極的に実施し た取組の充実
は、昨年度と同様１日４回実 進に向けた
た。
を図りたい。
➂アクティブ・ラ ➌生徒による授業 ➌-1生徒によ ➌-1生徒による授業
(学校評議員) 施し、参加者はのべ1,160人 取組を進
教 ーニングの視点 評価やアクティブ・ る授業評価の項 評価の項目４におけ
本校での経験 （昨年度824人）であった。学 め、生徒の
育 から、３つの学び ラーニングの視点 目４における「４ る「４かなり当てはま
の浅い職員も 校のＨＰは、月毎の行事予定 英語でコミュ
課 の過程を踏まえ からの評価アンケ かなり当てはま る」の回答率は大幅
多くなってき の更新、部活動の実績等を ニケーション
程 た授業の改善を ート(仮称)を組織と る」の回答率が５ に５割を下回った。
たが多摩高校 適宜更新し情報発信を行っ する姿勢や
態度を育成
・
図る。(習得・活 して分析し、生徒・ 割以上となった ➌-2生徒によるALの
の将来を見通 た。
学 用・探究の学習 保護者に公表する か。
評価の項目１及び２
し、教育の方 (3)平成30年度に授業時間を する。
習 プロセスをとおし とともにも、生徒と ➌-2生徒による における《そう思う》の
向性をしっか １単位あたり35週分確保する ○学校説明
指 た問題発見・解 教員によるよりよい ALの評価の項 回答率が６割以上と
り話し合い勧 ことをめざし、カリキュラム編成会における
導 決力を育成する 授業づくりの充実 目１及び２にお なった。
めてほしい。 や日課の素案を作成した。11 事前予約の
月に様々な選択肢を示して校システム導
深い学びの過 を図る。
ける《そう思う》の
内研修を実施し、その後の企 入や、紹介
程、他者との協
回答率が５割以
画会議では、進路指導も見据 する部活動
働や相互作用を
上となったか。
えた具体的な対応策につい の早期の決
とおして自らの
て検討を行った。
定･公表な
考えを広げ深め
また、国立教育政策研究所の ど、広報と併
る対話的な学び
指定研究である理科教育を せた参加者
の過程、生徒が
はじめとして全教科の公開研 のニーズへ
見通しを持って
究授業・研究協議を実施し の対応を検
粘り強く取り組
た。
討する。
み、自らの学習
を振り返って次
につなげる、主
位的な学びの過
程)
④科学との関わ ➍国の教育課程研➍-1科学的な見 ➍-1生物部、数学研 〇科学的なも (学校評議員) (4)合計14回の事故防止会
りを意識した課 究指定事業【理科 方、考え方をより 究会及び有志がチ のの見方や考 理数教育の推 議に加え、定期的な日常点
題解決的な学習 教育】及び県立高 深めた科学リテ ームを構成し科学の え方について 進など科学的 検を行い自己防止に努めた。
活動の充実を図 校改革(Ⅰ期)指定 ラシーを育成・伸 甲子園神奈川大会 日ごろの授業 な思考力・判 入学者選抜に関し ては、願
る。
事業【理数教育推 長していくため、 に出場した。(参加生 の中でその重 断力・表現力 書受付や学力検査・面接当
進校】計画の着実 日本学生科学賞 徒数は６名)
要性を周知さ が身に付いて 日の業務内容、新たな採点
な推進を図る。
やかながわ国際 ❹-2理数教育に対 せ理数教育推 いくことはよ 方法などに関して合計６回の
全体研修を実施した。
サイエンスフォー する生徒の肯定的割 進に向けた肯 いことだ。
ラム等への参加 合はどの項目につい 定的な意見を
が促進できた ても50％を超えたが 80％に引き上
か。
70％未満であった。 げたい。
❹-2理数教育に
対する生徒の肯
定的割合80％以
上であったか。

取組の内容
校内評価
総合評価（３月31日実施）
学校関係者評価
（３月５日実施）
具体的な方策
評価の観点
達成状況
課題・改善方策等
成果と課題
成果と課題
⑤生徒が英語に ❺-1英検、ＧＥＴＥ ❺-1外部検定 ❺-1外部検定試験 〇英検２級以 (学校評議員) (5)学校評議員会を通じて、
触れる機会を充 Ｃ、TOEIC等の資 試験を活用した を活用した生徒は全 上の生徒の把 留学や交流に 今後の学校運営協議会制度
実するとともに、 格試験に係る周知 生徒は全体の５ 体の５割には届かな 握を進めるとと ついては難し について検討を行った。学校
授業を実際のコ と受験の促進を図 割以上となった かった。
もに、GTEC受 い面もあるが、 説明会については午前と午
❺-2英検２級以上の 験の促進を図 語学力をつけ 後の参加を地区ごとに振り分
教 ミュニケーション り、英語によるコミ か。
育 の場面とする。ま ュニケーション能力❺-2英検２級以 生徒数の増減は把 り、英語による るなどのグローけるなどの協力依頼により、
上の生徒が増加 握できなかった。
コミュニケーシ バル教育につ 午前中の混雑が多少緩和さ
課 た、授業以外に の育成を図る。
❺-3短期留学生の ョン能力の育 いては取組を れたが、収容人数との関係か
程 おいてはその活 ❺-2短期留学生のしたか。
用の場面が得ら 積極的な受け入れ ❺-3短期留学生 受け入れの検討は進成を図る。
進めてほし
らさらなる改善が必要である。
・
○スピーチコ い。
学 れるよう積極的 や部活動をとおし の受け入れが検 まなかった。
❺-4スピーチコンテ ンテストへの参
習 に英語でコミュニ た外国の高校生と 討されたか。
指 ケーションする姿 の交流の充実を図 ❺-4スピーチコ ストへの参加ができ 加を促進す
ンテストへの参 たか。
る。
導 勢や態度を育成 る。
する。
❺-3スピーチコン 加ができたか。
テスト等に係る周
知と参加の促進を
図る。
①生徒一人ひと ❶マナーアップ運 ❶マナーアッ ❶登下校中のマナ ○立ち番指導 (学校評議員) 〔１〕掲示物による啓発活動、 ○立ち番指
りが自他を敬愛 動、登下校指導を プ運動等の取組 ーに関する近隣から を適切に行う。 吹奏楽部や合 および朝夕登下校時におけ 導を適切に
し、礼儀を重ん 実施し、マナーと により、生徒が恒 の問合せは8件に留 指導月間とし 唱部の活躍、 る立ち番指導により一部改善 行う。指導月
じ、自由と責任を 社会性ある行動を 常的に社会性の まり、生徒が恒常的 て、標語・ポス 新しい校舎な が図られた。今後は登下校が 間として、標
わきまえた行動 身につけさせる。 ある行動がとれ に社会性のある行動 ターなど生徒 ど伝統と新た 密集する時間帯における通 語・ポスター
ができる姿勢や
るようになった がとれるようになっ の自主制作呼 なものがうまく 学マナーの向上と自転車事 など生徒の
態度を育成す
か。
た。
びかけ、生徒 組み合わさっ 故防止が課題である。
自主制作呼
る。
自身の働きか て創られてい 〔２〕生徒会と担当職員の定例 びかけ、生
けにより意識 ると感じる。社 会をより密にして情報共有を 徒自身の働
向上を図る。 会で活躍して 行い、生徒がさらに自発的・ きかけにより
➁生徒一人ひと
➋生徒が自主・➋生徒が自主・自立 ○生徒会活動 いる素晴らし 主体的に具体を持った活動 意識向上を
➋学年集会や学
りに寄り添い、向
自立ある学校生 ある学校生活が送れ の運営推進に い人材が多く を促進した。今後生徒会活動 図る。
校行事等を活用し
○生徒会活
き合う指導から、
活が送れるよう るよう全教職員で指 関する補助・ いることを誇り の従事が必要である。
て生徒自らが考え
生徒の自律的な
全教職員で指導 導にあたることができ 助言を促進 に感じていた 〔３〕適切に事前調整、計画立 動の運営推
て行動できる指導・
生活態度の育成
にあたることがで たか。
し、各委員会 だけると良い。 案実施ができたが引き続き部 進に関する
支援をとおして自
を図る。
きたか。
の活動内容の (学校評議員) 活動の充実が必要である。 補助・助言。
主・自律的な生活
反省に基づき 近隣に住んで 〔４〕校内の連絡体制の強化、 各委員会の
態度や姿勢を身に
活性化を図 いるのでこれ いじめアンケート、教職員へ 活動内容の
つけさせる。
生
からも多摩高 の啓発研修などを実施し、情 反省に基づ
る。
徒
③部活動への加 ➌生徒が部活動・➌-1部活動加入 ➌-1部活動加入率 ○部長会組織 をずっと見て 報共有を図り種々の問題に き活性化を
指
入を励行するとと行事等と学習を両率90％以上
100％以上となった。 を充実さ、部 いくことになる 対応出来た。様々に事情を抱図る。
導・
もに、学校行事 立し、自他を尊重 ➌-2学校行事等 ➌-2学校行事等の 活動加入の促 ので地域めと える生徒の課題への早期発 ○部長会組
支
見と迅速な対応が求められ 織を充実さ
や生徒会活動な し豊かな経験が得の生徒の満足度 生徒の満足度調査 進につなげ しても多摩
援
高を盛り上げ る。
せる。
どの一層の充実 る こ とが でき るよ う調査８割以上 では９割以上が肯定 る。
ていきたいと
○学年団、
を図り、生徒の 指導・支援する。
的であった。
考えている。
各教科、教
活動の場を拡大
(保護者)
育相談担
する。
心配な生徒も
当、保健室
④学校行事や部 ➍心身ともに健康 ➍-1教育相談 ➍-1教育相談等に ○学年団、各
いるとのことだ
が一体とな
活動をとおし生 的な学校生活が実等について情報 ついて情報提供をし 教科、教育相
った生徒情
徒の体力づくり 現できるよう学校内提供をしていくと ていくとともに、心の 談担当、保健 が専門家の力
も借りながら支
報の素早い
を進めるととも 外の教育相談等のともに、心のケア ケアが必要な生徒に 室が一体とな
共有化を図
に、生徒会や委 機能を活用・連携が必要な生徒に はケース会議を開催 った生徒情報 援に取り組ん
でほしい。
る。
員会など生徒自 をと お し て生 徒 のはケース会議を し迅速に対応でき の素早い共
らの取組みを教 支援を図る。
開催するなど迅 た。
有。
職員全員が支援
速に対応できた ➍-2保健室の利用
し、安全で安心
か。
状況などについて生
な学校環境の整
➍-2保健室の利 徒のニーズにあった
備を図る。
用状況などにつ ものになっていると肯
いて生徒のニー 定的な意見が８割を
ズにあったもの 超えた。
になっているか。
①さまざまな学 ❶-1総合的な学習 ❶自然科学系 ❶自然科学系進学 ○理数教育を (学校評議員) 〔１〕各学年において、生徒の ○学年別の
習活動を通して の時間における課 進学希望者を引 希望者は横ばいであ 推進させるとと 学習指導要領 多様な進路選択に向けて進 模試の分析
自然科学や科学 題研究に科学的な き上げることがで った。
もに、課題研 の改訂やアク 路説明会や講演会を行った。 報告会の実
技術に触れる機 テーマを取り上げ きたか。
究の取組を通 ティブ・ラーニ (１年：６回 大学生等講演会、進路講演会、 施を検討す
進 会を増やし全て ることを推進する。
して自然科学 ングに向けた 社会見学、社会人出張講義、進路集会(２ るなどより多
路 の生徒が科学に
系への興味関 取組などいろ 回)、２年：４回 学部学科説明会、進路説明 くの職員が
指 対する興味・関
心を高めるとと いろと努力さ 会、大学出張講義、進路集会、３年：６回 進 参加しやす
導 心を高め科学論
もに、理工系 れていると思 路説明会、センター試験説明会、キャリア講 いような実施
支 理的な思考力・
進学者への支 う。
演会、進路集会(３回))
方法の検討
援 判断力・表現力
援を図る。
を行う。
の向上を図る。

視点 １年間の目標

取組の内容
校内評価
学校関係者評価
総合評価（３月31日実施）
（３月５日実施）
具体的な方策
評価の観点
達成状況
課題・改善方策等
成果と課題
成果と課題
②自律的学習習 ➋長期休業中の講➋長期休業中の ➋長期休業中の補 ○来年度、職 (学校評議員) 〔２〕社会生活と関連付けたキ 来年度、職
慣の確立に向け 習、土曜講習等の 補習受講者が昨 習受講者は昨年度 員室前の質問 大学の合格実 ャリア教育の実践のため、イン 員室前の質
た低学年次から 効果を上げるため 年度比で２割以 298名から584名とな スペースに電 績はきちんと ターンシップの情報提供およ 問スペース
の進路指導・支 に、生徒のニーズ 上増えたか。
り前年度比でほぼ５ 気スタンドや電掲載されるよう び参議院議員選挙を利用し に電気スタ
援を行う。
に合わせた講習を
割以上増えた。
気ストーブ等 実績の発信を た模擬投票を実施した。(インタ ンドや電気
提供し、受講しや
を設置するとと お願いした
ーンシップ参加状況 17名(１年４名、２年４名、３ ストーブ等を
年９名、模擬投票の投票率 84.6％(１年89.2％、２ 設置するとと
すい環境を整え
もに、生徒が い。
年71.2％、３年93.5％）)
る。
質問しやすい
もに、生徒
➋-1三年間を見据
学習環境の整 (学校評議員) 〔３〕長期休業期間中に学習 が質問しや
えた進路指導をと
備・充実を図 進学希望が 計画表、知層(学習記録表)を すい学習環
おして、現役での
る。
100％というこ 用い、学習習慣の確立に向 境の整備・
進路希望の実現を
となので入学 けた支援を行った
充実を図
支援する。
時の夢が膨ら (1年)(平均学習時間：夏期休業82.1時間、冬 る。
➋-2模擬試験等の
むよう協力して 期休業41.4時間)
〔４〕模試結果を活用し、生徒
データやデータ分
ほしい。
一人ひとりの学習状況の把握
析ソフトを活用した
データに基づく進
(学校評議員) と面談等による学習支援を行
路指導の充実を図
高校教育はこ った。(模擬試験回数：１年３回、２年３回、
る。
れから詰め込 ３年３回)
➋-3キャリア教育
み型ではなく 〔５〕進路通信や保護者向け
実践プログラムの
なっていく。震 進路説明会等を通じて、進路
着実な推進を図
災ボランティア に関する様々なデータを生
る。
など積極的に 徒・保護者に提供した。(進路通
➂-1キャリア支
➌-1生徒の目標 ➌-1生徒の目標を高 ○学習計画 取り組んでほ 信：１年３回、２年２回、３年８回、保護者向け
進路説明会：１年２回、２年２回、３年１回)
援グルーブと学
を高く持たせ、 く持たせ、第一希望 表、学習記録 しい。
〔６〕模試等の結果を分析し、
(学校評議員)
年が連携し、具
希望進路の実現 への進路実現が支 表などを作成
体的な学習指導
が支援できた 援できた。
することで、１ 選挙権の問題 当該学年の変化を分析すると
の対策を検討・
か。
◎大学現役進学率 年次から進路 などの教育を ともに、その情報を職員全体
実施するとともに
◎大学現役進学 を％から％へ上げる 実現を念頭に 従来の取組に で共有するという点が不十分
進
進路に係る学年
率を上げることが ことができた。
置いた学習習 加えていくこと だった。
路
集会や面接指導
できたか。
➌-2学力向上進学 慣を確立でき も大事だと思 〔７〕自習室・職員室前の質問
指
スペースの環境整備が不十
等を活用した組
➌-2学力向上進 重点校エントリー校と るように支援す う。
導・
(学校評議員) 分だった。
織的なキャリアカ
学重点校エントリ して指標1～4の達成 る。
支
ウンセリング指導
ー校として指標1 は果たせなかった。 ○学年別の模 合唱部やダン
援
の定着を図る。
から4の達成目 ➌-3学力向上進学 試の分析報告 スドリル部には
➂-2校内学力検
標に近づけられ 重点校エントリー校と 会の実施を検 地域行事に参
討会、センター・
たか。
して指標5の達成に 討するととも 加いただき感
模試分析会等の
➌-3学力向上進 は至らなかった。
に、例えば報 謝している。
実施と大手三社
学重点校エントリ ◎難関大学現役合 告会を学年会
の模試分析の担
ー校として指標5 格10名以上、スーパ 等に位置付け
当者を招聘した
の達成目標に近 ーグローバル大学(ト るなど、より多
定期的な学力分
づけられたか。 ップ型)の現役進学 くの職員が参
析会の計画的・
◎難関大学現役 率20％台に留まっ 加しやすいよう
組織的な実施の
合格10名以上、 た。
な実施方法の
強化を図る。
スーパーグロー
検討を行う。
バル大学(トップ
型)の現役進学
率25％以上
④-1高大連携等 ➍『総合的な学習 ➍基礎学力の充 ➍基礎学力の充実と
を推進し、専門 の時間』をキャリア 実とともに、キャリともに、キャリア教育
性の高いコーデ 教育及び生徒の主ア教育の視点を の視点を踏まえた生
ィネーターと連 体的な学びを引き 踏まえた生徒一 徒一人ひとりの能力
携するなど学校 出す探究活動の核人ひとりの能力 を伸ばすための授業
外部の教育資源 と位置づけ、学年 を伸ばすための 展開が図られたか。
を有効に活用し の進行に応じた学 授業展開が図ら ◎生徒学力調査(3教
て教育活動の充 習内容の整備を行 れたか。
科)平均得点率8割以
実を図る。
い、これを実践す ◎生徒学力調査 上を達成できなかっ
④-2発展的学習 る。
(3教科)平均得 た。
の場として、外部
点率8割以上
との連携による
特別活動や校外
での学習の機会
を設定する。

視点

地
域
等
と
の
協
働

１年間の目標

①「多摩高へ行 ❶保護者や地域の❶５教科以上の ❶５教科以上の他校 ○アクティブ・
こうの日」を計画 方々他校に開かれ 他校参加型授業 参加型授業公開(研 ラーニングを
的に設置するこ た授業公開を行う 公開(研究協議 究協議会含む）が実 踏まえた授業
とで、開かれた とともに中学生とそ 会含む）が実施 施できた。
改善を進め、
学校づくりと多摩 の保護者への情報 できたか。
先進的な高校
高の魅力を情報 発信を学校行事や
への取組内容
発信する。
ホームページで行
等の視察を促
う。
進する。

〔１〕学校経営推進グループ ○教育課程
と連携し、H29,30年度入学生 と日課の決
の教育課程について様々な 定について
視点から検討し編成を進め は他グルー
た。H29,30年度入学生の教 プとの協力
育課程の決定と授業時数確 により多角
保の視点に伴う日課の検討 的な視点か
が必要である。
ら検討する

視点

地
域
等
と
の
協
働

学
校
管
理
学
校
運
営

取組の内容
校内評価
具体的な方策
評価の観点
達成状況
課題・改善方策等
➁ホームページ ➋各グループが所 ➋各グループが ➋職員の半数以上 ○各グルー
の内容の迅速な 管するホームペー 所管するホーム がホームページの内 プ・教科と連携
更新に努め、タ ジのコンテンツや ページの内容に 容に創意工夫が見ら 協力して特色
イムリーで魅力 内容の見直しをと 創意工夫がみら れたとしており、ホー ある教育活動
的なホームペー おしてタイムリーで れたか。また、ホ ムページ内容の更新 をホームペー
ジの作成に取り 魅力的なホームペ ームページ内容 回数は増加した。
ジを通じて情
組む。
ージの作成に取り の更新回数が増
報発信の充実
組む。
加したか。
を進める。
➂学校運営協議 ➌学校運営協議 ➌学校運営協議 ➌学校運営協議会 ○学校運営協
会制度に係る組 会制度に係る課題 会制度に係る課 制度に係る知識、理 議会制度にお
織体制づくりを を整理し、趣旨に 題を整理し、趣 解は進んだが、課題 ける評価部会
進め、本校の取 合った評価部会の 旨に合った評価 整理には至っていな 立ち上げに向
り巻く教育資源 立ち上げを実施す 部会の立ち上げ い。また、評価部会 けた準備を進
や人材などネット る。
が実施できた の立ち上げは実施で める。
ワークの拡大に
か。
きていない。
向けた取組みの
充実を図る。

総合評価（３月31日実施）
成果と課題
成果と課題
〔２〕生徒による授業評価で○複数週編
は、各教科へのフィード・バッ成の時間割
クを早くするよう努めた。また、編成作業の
生徒への公表資料を改善し他 校 の 例 を
後期評価を前期評価と併せ参 考 に 、 本
て見やすくした。教育課程の校の 編成に
決定と授業時間数確保に伴う適 す る 方 法
日課の検討が課題である。 を 検 討 す
〔３〕習熟度別学習を数学Ⅱる。
に加えて数学Bでも実施し、
授業クラス編成の際に理系進
学希望の軸を加え、効果を高
める工夫をした。習熟度別学
習や少人数学習のあり方に
ついて検討が必要である。
〔４〕曜日バランスと時数確保
に努めた。
〔５〕管理・点検の方法を改
善し作業を慎重に行い事故
防止に努めた。
〔６〕夏季休業中の補習・講
習では受講の環境整備を行
い受講者累計が前年の298名
から584名と倍増した。
〔７〕土曜講習では前年より3
講座増え受講者累計が前年
の90名から188名と倍増した。
①企画会議と各 ❶学校教育計画に ❶企画会議を ❶企画会議を中心に ○各グルー （学校評議員） 〔１〕行事と学習活動のよりよ ○各グルー
グループとの相 基づき、各グルー 中心に組織間の 組織間の連携を図り プ・教科と協力 不祥事防止に いバランスを検討し、従来通 プ・教科と協
互のコミュニケー プが組織の目標を 連携を図りつつ つつ、カリキュラム編 して、年間行 係る日常点検 り、生徒の積極的な学校生活 力して、年
ションを図り自発 設定し中間及び年 カリキュラム編成 成や年間行事、授業 事計画を、将 チェックシート の参加を図った。○授業時間 間行事計画
的な人材の育成 間の評価の総括を や年間行事、授 日課等について具体 来を見通しな の取りまとめに の確保と各種行事とのより適 を、将来を
をとおして全職 実施する。
業日課等につい 的な検討が行われ がら、継続的 ついては男女 切な時間バランスの検討する 見通しなが
員の経営参画意
て具体的な検討 た。
な計画・立案 別集計結果に ことが課題である。
ら、継続的
識を高める。
が行われたか。
を図る。
ついても分析 〔２〕来年度予定の引越を視 な計画・立
➁授業の質と量 ➋-1喫緊の課題を ➋-1喫緊の課 ➋-1喫緊の課題を解 ○授業時間の してほしい。 野に、計画的な予算の配分を 案を図る。
の確保等、喫緊 解決するための校 題を解決するた 決するための校内組 確保と各種行
行い、執行状況の綿密なチェ ○予算請求
の課題を職員全 内組織体制の確立めの校内組織体 織体制の確立ができ 事とのより適切
ックを行った。各グループ・教 内容を洗い
体で共有し、平 を図る。
制を確立できた たとする職員は４割 な時間バラン
科の予算配当の検討と、適切 直し、学校
成30年度入学生 ➋-2学年や学期， か。
台に留まった。
スの検討を進
な執行の慎重なチェックする 全体にとっ
に向けて、課題 月ごと等に授業時 ➋-2授業時間を ➋-2授業短縮や行 める。
必要がある。
て優先順位
解決の方向性を 数の実績の管理や 確保できたか。 事運営の改善などに
〔３〕新校舎準備委員会と連携 の高いもの
検討する。
学習の状況の把握
よって授業時間の確
し、引越計画を進め、既存棟 を精選して、
を詳細に行い授業
保を促進した。
の清掃美化を美化委員と共 予算案作成
時間確保を図る。
に図った。
を図ると共
➂校舎の改築工 ➌生徒への教育活➌各グループ及 ➌新校舎準備委員 ○新校舎の清
〔４〕生徒、保護者に奨学金の に執行事務
事に伴う校舎内 動や安全に配慮し び事務室等が連 会の活動が進み各グ 掃・美化を推
説明会を開催し、手続きの一 の改善を検
外の環境整備に 改築工事に伴う諸 携して校舎改築 ループ及び事務室 進する。
層の円滑化を図った。
討する。
努める。
課題や引越し等の を円滑に進める が連携し校舎改築や
〔５〕避難訓練を通して、防災 ○十分な情
適切な計画と円滑 ことができたか。 引越作業が進んだ。
意識を高めた。訓練内容を工 報収集を行
な実施をする。
夫し、生徒の防災意識を一層 い、防災訓
④県費・私費の ➍生徒への教育活➍-1県費・私費
高める。
練の実際的
計画的、効率的 動や安全に配慮 の予算や決算、
〔６〕地域貢献活動や、部活動 な効果を検
な予算執行に努 し、改修工事に伴 執行、また業者
の他校交流でボランティア意 証して、計
め、業者選定の う課題や引越し等 選定等が適切に
識を高めた。
画に活か
適切な事務手続 の適切な計画と円 行われたか。
す。
きの徹底を図る。滑な実施をする。 ➍-2公費私費の
適切な予算執行
が図られたか。
➄教育公務員と ➎定期的な日常点 ➎-1丁寧な窓口
しての高い倫理 検を確実に行い、 対応や電話対応
意識と法規法令 職員一人ひとりの に努めることがで
遵守を徹底し日 事故防止への意識きたか。
常点検を通して の向上に努める。 ➎-2施設・整備
事故の未然防止
の日常的な安全
に全力で取り組
点検をとおし迅
む。
速な修繕対応に
努められたか。
➎-3入学者選抜
業務事故ゼロを
達成できたか。
１年間の目標

学校関係者評価
（３月５日実施）

