
 

本年度(平成２９年度)の学校評価  
本年度の重点

目標（課題） 

１ 学習指導・進路指導の充実により、より高いレベルでの進路実現を目指す。 

２ 学習との両立を目指し、運動部も文化部も積極的に部活動に取り組む。 

３ 生徒が自主的、主体的に学校祭などの学校行事に取り組む。 

４ 姉妹校との国際交流など、国際理解教育に積極的に取り組む。 

項目(担当) 重点目標 具体的方策 留意事項 

総  務 

（総務部） 

・防災体制の整備 ・生徒達の防災意識を高め

る。 

・防災委員を中心として生徒主体で防災意識を喚起する。 

・いざというときの対応を想定した避難訓練を考える。 

・ＰＴＡ活動の活

性化 

・ＰＴＡとよく連絡を取り、

学校に寄与できる体制を作

る。 

・ＰＴＡ総会、ＰＴＡ理事会、ＰＴＡ常任理事会などの行事を

有意義・計画的に行う。 

・ＰＴＡ懇談会の行い方について考え、よりよい方法を模索す

る。 

学習指導 

（教務部） 

・学力向上を図る ・学習意欲を高めるような授

業を心がける。 

・学習活動における達成感や満足感を大切にし、知的好奇心や

向上心を育てる。 

・教材の創意・工夫・共有、アクティブラーニングを取り入れ

た授業実践など、常に授業改善に心がける。 

・家庭での学習習慣を身につ

けさせる。 

・いろいろな機会や方法を活用し、学校全体で家庭学習時間を

確保するように、粘り強く指導をする。 

・日常の宿題や週ごとの課題等で、家庭での学習を具体的に指

示し、家庭学習に取り組ませる。 

・課題の実施状況や指導方法等を情報交換し、常に改善を心が

ける。 

・基礎・基本を定着させ、発

展的な学習に取り組ませ

る。 

・授業の予習復習や日常の宿題を励行させることで、基礎・基

本を定着させ、発展的な学習内容も具体的に指示すること

で、学力向上を図る。 

学習指導 

（教務部） 

・授業規律を確立

する 

・授業を大切にさせる。 ・わかる授業、参加する授業に心がけ、授業への意識を高めさ

せる。 

・授業に集中できない生徒に対しては、組織的、段階的な指導

を行う。 

・学習環境を整える。 ・学級担任、教科担任との連携や協力で、学習環境の整備に取

り組む。 

生徒指導 

(生徒指導部) 

・規則正しい生活

習慣の確立 

・生徒が積極的にあいさつで

きるようにする。 

・授業の開始時、終了時にもしっかりとあいさつをするよう指

導する。 

・遅刻者を減少させる。 ・遅刻が多い生徒は、学年会と協力しながら早出指導などを実

施し、遅刻をしないよう良い習慣を身につけさせる。 

・生徒の身だしなみを向上さ

せる。 

・服装規定に沿った身だしなみをするように日頃から指導をす

る。 

・化粧禁止の指導を行う。 

・通学マナーの向上を図る。 ・年３回（６月・10 月・１月）、全職員・PTA 生活指導委員に

よる交通安全指導を実施する。 

・いじめの早期発 

見 

・いじめアンケート調査を２

回実施する。 

・必要に応じて担任が面談し、生徒指導部と連携する。 

・緊急性がある場合は「いじめ・不登校対策委員会」を開き、

対応について検討する。 

生 徒 会 

（生徒会部） 

・生徒会活動の活

性化 

・議会、各委員会を活性化

し、生徒の生徒会への参加

意識を高める。 

・生徒会活動を通じてリーダーを育成する。 

・生徒会研修会を行い、議員の参加意識を高める。 

・機関誌や広報を発行し、一般生徒への情報発信を行う。 

・学校祭などの行事を生徒の

活動を中心に実施する。 

・学校祭の発表内容の向上・充実をはかる。 

・執行委員会を中心に行事を円滑に実施する。 

・部活動の活性化を進める。 ・活動場所・部室等の環境を整える。 

・部登録カードを活用して部活動への参加を進める。 

・ボランティア活動への参加

を進める。 

・エコキャップ運動、あいさつ運動を行う。 

・外部からのボランティア要請に対応できるようにする。 

進路指導 

(進路指導部) 

・より高いレベル

の進路目標実現

にむけて早期の

進路目標設定と

学力の向上 

・進路指導体制を充実させ

る。 

・担任、学年、教科と連携を図り、進路検討会での個別検討を

一層充実させる。その際進路希望調査や実力テスト、模擬試

験のデータなどを積極的に活用する。 

・キャリア教育を推進する。 ・長期休業中のインターンシップへの参加を広く呼びかけ、積

極的な参加を促す。 

・補習、模擬試験を充実させ

る。 

・進路実現に向けて、平常・夏季・冬季補習の講座内容の充実

を図る。また、模擬試験の目的を学力養成と位置づけ、受験

を積極的にすすめるとともに事前事後の指導を充実させる。 



 

保  健 

（保健部） 

・健康観察の徹底 ・朝 ST や各授業開始時の健康

観察を全職員で行う。 

・健康観察のポイントを知らせ、複数の目で観察する。 

・生徒の心身の問題点を早期

に発見し対応する。その記

録を残し、継続的な支援に

繋げる。 

・気になる生徒は、保健室に報告してもらい、関係者で対応を

話し合う。 

・保健室利用の数や理由の情報交換を密に行い、生徒の健康状

態の把握に役立ててもらう。 

・インフルエンザ等の感染症の罹患状況を早期に把握する。 

・教育相談体制の

充実 

・教育相談についての教職員

の知識や理解を深める。 

・教育相談の知識や理解を深める方法を検討する。 

図  書 

（図書部） 

・学習情報センタ

ーとしての機能

の充実 

・図書資料の目録を整備す

る。 

・図書資料の分類配列を適切にし、その目録を整備する。 

・学習の場としての機能を高めるための創意工夫を行う。 

・読書センターと

しての機能の充

実 

・生徒の図書貸出･利用増を図

る。 

・生徒の読みたい図書資料を中心に収集する。 

・展示・広報・企画で読書を喚起する。 

・読書会の充実を図る。 ・読書会充実のため、教員が創意工夫を行う。 

国際理解教育

（国際理解部） 

・国際交流事業の

推進と発展を図

り、生徒の国際

感覚を高める 

・メントン女子校との交流の

継続 

・ホストスチューデントだけでなく、多くの生徒が交流できる

よう工夫する。 

・イングリッシュサマーキャ

ンプの実施 

・取り扱い業者と連携し、内容の充実を図る。 

・中村地球市民教室の実施 ・事前学習を実施し、内容の充実を図る。 

・生徒国際交流委員会の活性

化 

・全校生徒の意識高揚に寄与できるよう指導する。 

・留学生の受け入れ ・円滑な学校生活のための支援を行う。 

第１学年 ・基本的生活習慣

の確立 

・安易な遅刻、早退、欠席を

させないことで、生活リズ

ムを整えさせる。 

・安易な欠席、遅刻等をさせないよう、頻繁に声かけをする。

また、生徒の家庭生活について掌握しながら適切な指導をす

る。 

・規則を守らせ、身だしなみ

を整えさせる。 

・身だしなみを整えることで、学習効率も上がることを理解さ

せ、自ら整える雰囲気を作る。 

・挨拶をしっかりさせる ・日常から挨拶の飛び交う雰囲気を作る。 

・学習習慣の定着 ・授業を大切にする雰囲気を

作らせる。 

・主体的に学習に取り組むことを目標とし、１年間を通して計

画的に指導する。 

・家庭学習の定着を図り､学習

習慣を身につけさせる。 

・家庭での学習習慣を早期から定着させるよう、各教科に協力

を仰ぎ、週末課題の提示や家庭学習時間調査を随時行い指導

する。 

第２学年 ・進路目標の明確

化と学力向上 

・進路目標を明確にし、達成

へ向けて学習を開始させ

る。 

・学習の基本は授業であることを徹底させ、予習・復習を含め

た学習リズムを確立させる。 

・進路目標を定めて学習意欲が高揚するよう、進路情報を適時

に、かつ、積極的に生徒に提示して指導する。 

・模試結果を活用し、全国レ

ベルでの自己の実力を認識

させ、目標に向けて対策を

考えさせる。 

・進路指導部と連携し、模試・補習などを効果的に活用して、

目標に応じたレベルの学習に自主的に取り組める手助けをす

る。 

・中心学年として

の自覚の育成 

・学校行事や部活動等に積極

的に取り組み、その中心と

なって活動できるよう、指

導、助言する。 

・球技大会、学校祭、修学旅行などの行事等で、自ら企画や準

備する体験を通じて、達成感と感動を味あわせる。 

・後輩の模範となるよう意識

して行動させる。 

・生徒指導部と連携しながら、頭髪、身だしなみ、遅刻などを

中心に根気強く指導を続け、後輩の良い見本となるよう行動

させる。 

第３学年 ・最高学年として

の自覚育成 

・学校行事に対し積極的な態

度で取り組ませる。 

・球技大会や学校祭などをルールの中で積極的に参加させ日常

との切換えをつけさせる。 

・規律ある生活をし、下級生

の模範となる。 

・日常生活からモラルやマナーを守らせ下級生の模範となる行

動を取らせる。 

・進路目標の実現 ・進路決定に対し妥協せず、

最後まで努力させる。 

・早期に安易な進路決定する生徒を増やさないように指導し、

決まった生徒も卒業まで学習意欲を継続させる。 

・個々の希望に合わせた指導

をできるよう、進路指導部

と協力する。 

・進路検討会等の有効な活用法を模索し、生徒個々に最適な進

路指導ができるように情報交換を密にする。 



 

その他 ・中村高校の特色

づくり 

・国際理解コースの設置に向

けて準備を進める。 

・コース検討委員会を開き、専門科目の設定や県への施設・設

備、人的配慮の要望などについて具体的に検討する。 

学校関係者評価を実施する主な評

価項目 

・学習指導における学力向上のための取組 

・生徒指導における規律正しい生活習慣の確立 

・進路指導における、一層の進路意識の育成 

 

 

 

前年度(平成２８年度)の学校評価 

自己評価結果 
本年度の重点

目標（課題） 

１ 学習指導・進路指導の充実により、より高いレベルでの進路実現を目指す。 

２ 学習との両立を目指し、運動部も文化部も積極的に部活動に取り組む。 

３ 生徒が自主的、主体的に学校祭などの学校行事に取り組む。 

４ 姉妹校との国際交流など、国際理解教育に積極的に取り組む。 

項目(担当) 重点目標 具体的方策 評価結果と課題 

総  務 

（総務部） 

・防災体制の整備 ・生徒達の防災意識を高め

る。 

・防災セミナーの活動を通して生徒に働きかけたが、次年度は

防災委員会を立ち上げてさらに進めたい。また地域連携も緒

についたが今後も深めていきたい。 

・ＰＴＡ活動の活性 

化 

・ＰＴＡとよく連絡を取

り、学校に寄与できる体

制を作る。 

・今年度もＰＴＡは大変活力があり、盛んな活動を展開した。

学校係としてはより緊密にサポートしていきたい。 

学習指導 

（教務部） 

・学力向上を図る ・学習意欲を高めるような

授業に心がける。 

・多くの教科で、視聴覚機器や情報機器を使用したり、アクテ

ィブラーニングを取り入れたりして、授業改善した。 

・家庭での学習習慣を身に

つけさせる。 

・宿題や週末の課題等で、家庭での学習事項を具体的に指示し

たり、提出を粘り強く指導したりすることが有効であるの

で、今後も継続して実施していきたい。 

・基礎・基本を定着させ、

発展的な学習に取り組ま

せる。 

・補助教材プリントやテスト等の活用で、基礎学力の定着を図

った。また、発展的な学習内容も具体的に指示することで、

学力向上を図った。 

・授業規律を確立す

る 

・授業を大切にさせる。 ・生徒指導連絡票での段階的、組織的な指導を過去数年間継続

したことで、授業規律がしっかり守れるようになっている。 

・学習環境を整える。 ・学級担任の協力で、学習環境を整えることができた。 

生徒指導 

(生徒指導部) 

・規則正しい生活習

慣の確立 

・生徒が積極的にあいさつ

できるようにする。 

・多くの生徒があいさつできる良い状況になった。今後も指導

していきたい。 

・遅刻者を減少させる。 ・遅刻総数。早出指導の該当者ともに減少した。 

・早出指導にする基準を見直す時期。 

・生徒の身だしなみを向上

させる。 

・頭髪はかなり落ち着いてきた。 

・ピアス指導は、定着しつつある。 

・スカート指導は、今後も指導の強化を図りたい。 

・通学マナーの向上を図

る。 

・年間の交通安全指導を計画的に実施することができた。 

・考査中の下校指導に取り組んだ。 

・根気よく声かけをすることで、イヤフォン等を付けて運転す

る生徒が減少した。 

生 徒 会 

（生徒会部） 

・生徒会活動の充実 ・議会、各委員会を活性化

し、生徒の生徒会への参

加意識を高める。 

・執行部を始め、各常任委員に責任を持って役割を果たすよう

に随時働きかけた。 

・前後期とも第 1回の生徒議会で執行部による研修を行った。 

・月ごとに WILL を発行し、情報発信を図った。 

・学校祭などの行事を生徒

の活動を中心に実施す

る。 

・模擬店とお化け屋敷の数に制限を設けることで発表内容の多

様化を図った。また、クラス毎にレポートの提出を促し、発

表内容の把握と指導を行った。 

・各常任委員長を中心に役割を分担し、運営に関わらせた。 

・部活動の活性化を進め

る。 

・年度初めと長期休暇前に、部長会を通じて環境整備を呼びか

けた。 

・仮登録の段階では 1年生全員に登録を促した。 

・ボランティア活動への参

加を進める。 

・緑化運動は１、２学期の中間考査最終日に学年と協力して行

った。あいさつ運動は６月と１月に実施した。エコキャップ

運動には積極的に関わることができなかった。 

・学校祭の模擬店売上げ金を熊本地震災害義捐金として寄付し

た。 



 

進路指導 

(進路指導部) 

・より高いレベルの

進路目標実現にむ

けて早期の進路目

標設定と学力の向

上 

・進路指導体制を充実させ

る。 

・３年の進路検討会は、生徒の個別検討については年々充実し

てきた。早期の指導体制確立のため、１･２年の進路検討会

の実施をめざしたが、今年度も実施できなかった。 

・キャリア教育を推進す

る。 

・インターンシップは、進路意識の向上に大いに役立った。参

加者も昨年度よりも増加した。今後は看護・幼稚園以外の職

種への広がりが求められる。また総合の時間でのキャリア教

育の充実も今後の課題である。 

・補習、模擬試験を充実さ

せる。 

・１･２年の校内実施の模試は、９割前後の生徒が受験をし

て、また教科主任会等でデータ分析も定着化した。事前・事

後指導のさらなる充実が求められる。 

保  健 

（保健部） 

・健康観察の徹底 ・朝の ST や各授業開始時の

健康観察を全職員で行

う。 

・「毎月の健康観察ポイント」にそって健康観察の徹底と連絡

をお願いした。健康観察の記録も残した。 

・生徒の心身の問題点を早

期に発見し対応する。そ

の記録を残し、継続的な

支援に繋げる。 

・毎月の「学年会」へ出席して生徒情報交換につとめた。 

・保健室での面談後、数名を SCに繋げた。 

・教育相談体制の充

実 

・教育相談についての教職

員の知識や理解を深め

る。 

・11 月のクレペリン検査解説会では、本校の年度変化が確認で

きとても参考になった。考査中に実施したことから担任の先

生の参加がしやすくなり、多くの先生方に参加していただく

ことができた。 

・来年度も同様の開催に向けて検討したい。 

図  書 

（図書部） 

・学習情報センター

としての機能の充

実 

・図書資料の目録を整備す

る。 

・生徒のよく利用する小型本を中心に約 420 冊収集した。 

・来年度は図書委員会をさらに活発化させたい。 

・読書センターとし

ての機能の充実 

・生徒の図書貸出・利用増

加を図る 

・｢図書館だより｣の図書紹介・新着図書案内は、生徒によく利

用されたので、掲示を増やした。 

・貸出数は 1,538 冊、利用者数はのべ 3,293 人であった。（1

月末現在） 

・来年度も多くの生徒に来館してもらい、さらに、蔵書を借り

る生徒を増やしたい。 

・読書会の充実を図る。 ・今年度は 12 月に読書 LT を取れなかったためか、読書会の本

を読むきっかけを失った生徒が多かったように感じる。 

・1 月に実施された読書会は、図書委員を中心として、熱心に

取り組むことができた。 

国際理解 

（国際理解部） 

・国際交流事業の推

進と発展を図り、

生徒の国際感覚を

高める 

・メントン女子校との交流

の継続 

・希望者 40 名のうち選考された生徒 16 名を派遣し、交流を行

った。 

・選考方法・還元方法の見直しを図った。 

・イングリッシュサマーキ

ャンプの実施 

・生徒 49名が参加し、満足度も非常に高かった。 

・中村地球市民教室の実施 ・生徒全員が交流する機会として継続した。 

・各クラスで設定した探求テーマを深めるための準備ＬＴを新

設した。 

・生徒国際交流委員会の活

性化 

・委員が夏休みに調べたテーマを中村地球市民教室で扱うこと

で、クラスの国際理解に対する意識を高められるよう指導し

た。 

・留学生の受け入れ ・日本語指導、またホストファミリーや留学団体との連絡調整

を行い、留学生が快適な学校生活を送ることができるよう支

援した。 

第１学年 ・基本的生活習慣の

確立 

・安易な遅刻、早退、欠席

をさせないことで、生活

リズムを整えさせる。 

・安易な欠席、遅刻等をさせないよう、生徒指導部と連携を密

に取り、生徒への声かけを行った。 

・規則を守らせ、身だしな

みを整えさせる。 

・頭髪、ピアスなどの身だしなみは落ち着いている。 

・挨拶をしっかりさせる。 ・毎日の挨拶を大切にする指導を行った。 

・学習習慣の定着 ・授業を大切にする雰囲気

を作らせる。 

・授業が大切であるという呼びかけを随時行った。 

・家庭学習の定着を図り､学

習習慣を身につけさせ

る。 

・学習時間調査の冊子を作成し、生徒の学習時間を調査すると

共に学習時間が増えるように指導した。しかし、その指導が

学習時間の増加には結びついておらず、指導の工夫が今後の

課題である。 



 

第２学年 ・進路目標の明確化 ・進路目標を明確にし、達

成へ向けて学習を開始さ

せる。 

・科目登録、進路希望調査などの機会を利用して、目標を考え

させた。修学旅行後から「受験生」であると意識づけをし

た。受験生としての学習はなかなか開始されない。 

・模試結果を活用し、全国

レベルでの自己の実力を

認識させ、目標に向けて

対策を考えさせる。 

・ファインシステムを活用するために教員向け講演会を開催し

た。使用法に慣れるのに時間がかかり、活用まではできなか

った。 

・中心学年としての

自覚の育成 

・学校行事や部活動等に積

極的に取り組み、その中

心となって活動できるよ

う、指導、助言する。 

・修学旅行では生徒自身に企画、実演させる場を設けた。様々

な場面でまとめ役となり大きく成長した生徒もいるが、教員

がきっかけを与えないと自主的な行動ができない生徒も少な

からずいる。 

・後輩の模範となるよう意

識して行動させる。 

・身だしなみをはじめ、高校生活の基本的生活スタイルを確立

させようとした。大きく崩れることはなかったが模範ともな

れなかった。 

第３学年 ・最高学年としての

自覚育成 

・学校行事に対し積極的な

態度で取り組ませる。 

・球技大会･学校祭など、主体的に取り組みル－ルの枠内で楽

しむことができた 

・規律ある生活をし、下級

生の模範となる。 

・12 月までは遅刻欠席とも、昨年度よりも減少させることがで

きた。 

・進路目標の実現 ・進路決定に対し妥協せ

ず、最後まで努力する。 

・国公立後期、私大でも中後期入試まで粘り強く受験する姿勢

を見せる生徒も多かった。 

・個々の希望に合わせた指

導をできるよう、進路指

導部と協力する。 

・各担任の面談内容を、進路指導部とともに集約し情報共有す

ることで、チームで対応できる体制が整った。 

その他 ・中村高校の特色づ

くり 

・国際理解コースの設置に

向けて準備を進める。 

・コース検討小委員会を開き、専門科目の設定と県への施設・

設備・人的配慮の要望などについて話し合った。来年度はさ

らに具体的に検討を進める。 

学校関係者評価を実施する主な評価

項目 

・学習指導における学力向上のための取組 

・生徒指導における規律正しい生活習慣の確立 

・進路指導における、一層の進路意識の育成 

 

 

 学校関係者評価結果等 
学校関係者評価を実施した主

な評価項目 

・学習指導における学力向上のための取組の工夫及び授業規律の確立 

・生徒指導における規律正しい生活習慣の確立 

・進路指導における、一層の進路意識の育成 

自己評価結果について ・各運営委員が平成２８年度学校評価結果について報告を行った。学校関係者評価委員からは、そ

れぞれの学年・分掌が重点目標の達成に丁寧に取り組んだとの好評価をいただいた。アンケート

結果で、悩みを持っている生徒の割合が少ないことが話題になった。先生方が優しく接している

ためかも知れないが、数字に表れない生徒の心のケアも必要であるという意見が出た。 

今後の改善方策について ・科目を好きになってもらう工夫をしてほしい。 

・生徒の変化に対応することが大切である。興味を持てば人は動くので、面白いと思わせる環境作

りをすべきである。 

・自転車のマナーはずいぶんよくなった。今後は傘差し運転の禁止を徹底させてほしい。 

・ＰＴＡや同窓会が生徒の心のケアを手助けしてはどうか。 

・生徒自身が自らを構築する力をつけさせてほしい。 

その他（学校関係者評価委員

から出された主な意見、要

望） 

・女子のほうが積極的である。留学希望も女子が多い。企業でも同様の傾向がある。 

・中村地球市民教室は、教員がもっと積極的に発言等をして生徒の参加を促すとよい。 

・中村区ではそれぞれの学区で防災訓練をやっている。生徒を参加させてはどうか。 

・ＡＥＤを生徒全員が使えるようになるとよい。 

学校関係者評価委員会の構成

及び評価時期 

構成：学校評議員５名 

評価時期：２月中旬 

 

 

 
 


