
 

本年度(平成３０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。 

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。 

・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。 

・主体的、対話的で深い学びの実現をめざすために、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。 

・授業規律の徹底

を図る 

・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） 

・規律正しい生活

習慣の確立 

・積極的に挨拶できるように

する。 

・登下校時、および校内ですれ違うときにもしっかりと挨拶ができる

よう指導する。 

・遅刻者を減少させる。 ・遅刻が多い生徒は、学年団と協力しながら「早出指導」などを実施

し、基本的生活習慣を身につけさせる。 

・身だしなみを向上させる。 ・常に身だしなみを整えるよう指導する。特に化粧やスカート丈を短

くする行為をなくすように指導する。 

・通学マナーの向上を図る。 ・「０の日交通安全指導」や「下校時交通安全指導」を通して安全に

通学するよう指導する。 

・いじめの早期発見 ・いじめアンケートを有効活

用する 

・必要に応じて担任が面談し、生徒指導部と学年で連携して解決を図

る。 

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。 

・議員の参加意識を高め、クラスにおいて学校行事に関する議論の活

発化を図る。 

・生徒会執行部と議員の意思疎通を密にし、学校行事を円滑に行うこ

とができるようにする。 

・機関誌や広報を発行し、生徒への情報発信を行う。 

・学校祭などの行事を生徒が

中心となって実施する。 

・生徒が積極的に意見を出し、主体性を持って行事の運営に当たるよ

う指導する。 

・部活動の活性化を進める。 ・部室や活動場所の環境整備に努める。 

・部活動登録カード等を活用して実態把握に努める。 

・ボランティア活動への参加

を進める。 

・エコキャップ運動やあいさつ運動を行い、ボランティア活動への参

加意識を高める。 

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。また、入試説明会などで得た情報の共有化

を図る。 

・キャリア教育を推進する。 ・ＬＴや「総合的な学習の時間」を活用して、生徒の進路や職業に関

する意識を継続的に喚起する。また、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、教科や学年と連携して平常・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。 

 

 

 

 



 

項目（担当） 重点目標 具体的方策 留意事項 

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。 

・健康観察のポイントを知らせ、複数の目で観察する。 

・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。 

・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。 

・保健室利用の数や理由の情報交換を密におこない、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 

（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 

・派遣生徒の選考方法、事前指導、事後還元方法を工夫する。 

・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。 

・指導部と連携し遅刻の多い生徒には早出指導を行うなど生活を改

善させる指導を行う。また家庭との連絡を密にし生徒の生活状況

の把握に努める。 

・規則を守らせ、身だしなみ

を整えさせる。 

・口頭での指導に加え、指導連絡票を利用するなどして段階的な指

導を行う。 

・挨拶をしっかりさせる。 ・授業開始終了はもとより、普段から教員側からも挨拶を行うよう

に努め、声かけがしやすい状況を作る。 

・学習習慣の確立 ・授業を大切にする雰囲気を

作らせる。 

・授業規律を確認し授業に集中できる環境作りを生徒自身に意識を

させる。授業を受けるのにふさわしくない状況にある生徒は個別

に指導し改善を促す。場合によっては指導連絡票を用いて段階的

に指導を行う。 

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。 

・家庭学習記録表を活用した学習時間の把握を行い、適切な声かけ

を行い意欲を高めさせる。 

・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。 

・進路ガイダンスや学部学科説明会などの行事もからめながら、具

体的な目標を定めた対策を考えさせる。 

・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。 

・適切な役割分担を行うことで、各自の責任を自覚させ、自主的な

行動を促すような指導を心がける。 

・後輩の模範となるよう意識

して行動させる。 

・身だしなみ指導・学校行事への取り組みなど常に上級生としての

態度を自覚させるような声かけを行う。 

第３学年 ・最高学年として

の自覚育成 

・学校行事を積極的に取り組

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。 

・規律ある生活態度で下級生

の模範となるようにさせる。 

・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進路

指導ができるように進路指導

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

つくり 

・国際理解コースの設置に向

けて準備を進める 

・海外研修旅行、イングリッシュキャンプ、外部機関との連携につ

いて具体的に検討し、詳細を決定する。 

・中学校向けの「コース説明会」を実施する。 

・職員の健康管理 ・勤務時間の適正な管理 ・在校時間を適切に把握する。 

・業務の効率化と分担化を図る。 

・施錠時間を周知徹底し、早目の下校を促す。 

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り組み 

・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２９年度）の学校評価 

ア  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。 ・防災委員が中心となり、防災訓練でシェイクアウト訓練、文化祭

で防災グッズ作成、防災講話に外部講師を招くなど、積極的に生

徒に働きかけた。 

・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。連

絡・調整を密にすることで、その力を引き出したい。 

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。今後は授業

を通じて主体的な学びを引き出し、家庭学習の充実につなげる必

要がある。 

・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の提出を粘り強く指導した結果、多くの生徒

の学習習慣が定着した。 

・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。今後は、思考力・判断力・表現力の育成への対応が

求められる。 

・授業規律の徹底を

図る 

・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。 ・学年会や学級担任の協力で、学習環境を整えることができた。 

生徒指導 

（生徒指導部） 

・規律正しい生活習

慣の確立 

・生徒が積極的にあいさつでき

るようにする。 

・多くの生徒が挨拶してくれる良い状況である。この状況を継続で

きるよう、今後も指導をしていきたい。 

・遅刻者を減少させる。 ・遅刻総数、早出指導の該当者が微増した。 

・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。 

・ピアスの指導は定着しつつある。スカート指導については、普段

の声かけや正門での指導強化を図りたい。 

・化粧の指導内容を具体化していきたい。 

・通学マナーの向上を図る。 ・交通安全指導、０の日指導を、先生方、ＰＴＡの皆さんのご協力

で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、イヤホン等を付けて運転する生徒

が減少した。ながらスマホの指導も強化していきたい。 

・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。 

・アンケート結果を受けて担任が面談を実施した。必要に応じて学

年、指導部が対応した。 

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。 

・執行部及び常任委員に主体性と責任感を持って活動に参加するよ

う働きかけを行った。 

・前後期ともに執行部による研修を行い、生徒会活動への理解を深

めさせた。 

・機関誌を発行し、中村高校の活動を伝えられるよう、内容の充実

を図った。 

・生徒会の広報活動としてWILLを発行し、積極的に情報を発信し

た。 

・学校祭などの行事を生徒が中

心となって実施する。 

・模擬店とお化け屋敷の数に制限を設け、発表内容の多様化を図っ

た。 

・クラス毎にレポートの提出を促して発表内容を把握し、その充実

を図るよう指導を行った。 

・議員を各常任委員会に所属させ、執行部及び各常任委員長を中心

に協力して行事の運営を行うよう指導した。 

・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。 

・仮登録において、１年生全員に部活動に登録するよう促した。 

・長期休暇前に部長会を通じて活動内容と部員名簿を確認させ、状

況の把握に努めた。 

・ボランティア活動への参加を

進める。 

・保健部の協力を得ながら、キャップの回収を行った。 

・あいさつ運動は、執行部と生活常任委員によって年２回実施し

た。 

 

 



 

項目（担当） 重点目標 具体的方策 評価結果と課題 

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年生の個別検討については充実してきた。１･２年の進路検討

会については実現できていない。今後はまず学年会で情報交換の

機会を作っていきたい。 

・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。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引き続き検討課題である。 

・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た。実

力養成とデータの活用に向け事前・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。 

・「毎月の健康観察のポイント」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。 

・毎回の担任会での「生徒情報」を、保健室に知らせてもらった。 

・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、生徒集団の年度変化がわか

りやすく参考になった。期末考査中に実施したので、担任の先生

が参加しやすくなり、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360冊収集した。 

・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。 

・貸出数は1,064冊、利用者数はのべ4,502人（1月末現在）であ

り、昨年度より大幅に減少した。 

・ポスターや雑誌を見に来る生徒は増えたが、館内利用や図書貸し

出しにはつながらなかった。図書館利用につながる運営や企画、

および、それらのアピールが必要である。 

・読書会の充実を図る。 ・読書会に向けて７回実行委員会を開き、指導した。読書会は図書

委員・実行委員が中心となり、今年も充実した活動になった。 

・その他 ・今年は、７月のプチ読書会の運営補助や図書館前廊下の展示も図

書委員が行い、委員会活動がより充実したものになった。 

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 

・２０名の受入生徒をはじめ多くの生徒が、授業や部活動を通して

交流を深めた。 

・イングリッシュ・サマーキャ

ンプの実施 

・生徒73名が参加し、満足度も非常に高かった。事前指導の内容

を継続的に見直す。 

・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する。 

・準備ＬＴの内容を変更した。 

・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の内容と結びつ

けることで、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。 

・遅刻が多い生徒に対して早出指導を実施した。生徒の状況に応じ

て目標設定を行うようにした。 

・規則を守らせ、身だしなみを

整えさせる。 

・化粧指導カードを用いて段階的指導を行った。 

・２・３学期の始業式後に学年全体での指導を行うことで、学年団

としての取り組みであることをアピールした。 

・生徒自身が「今何をすべきなのか」を考えさせ、正しい判断をし

て欲しいことを折に触れて丁寧に伝えることを心がけた。 

・挨拶をしっかりさせる。 ・良い雰囲気作りのために、生徒も教員も元気に気持ちよく挨拶す

ることを心がけた。 

・学習習慣の確立 ・授業を大切にする雰囲気を作

らせる。 

・授業中に携帯が鳴ったり、使用した生徒を指導した。 

・毎日の学習記録表を活用し、家庭学習状況を把握した。 

・各教科より週末課題を実施してもらった。 

・補習参加者がのべ数で、夏季５６９人、冬季２２０人で多くの生

徒が参加した。また、外部模試でも良い結果を残すことができ

た。 

 

 

 

 

 



 

項目（担当） 重点目標 具体的方策 評価結果と課題 

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。 

・科目登録や進路希望調査などの機会を通して卒業後の進路目標に

ついて考えさせた。学習時間を記録させたが進路目標を実現させ

るための学習が始められた生徒は少なかった。 

・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。 

・模試の結果を進路指導に活かすため、模試を主催する会社による

教員向けの説明会を実施した。 

・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の旅行の行程を考えさせる機会を作り、生

徒が主体的に考えて旅行計画を立てられた。多くの場面で、自ら

考え、主体的に動ける生徒がいる一方で教員の指導がないと行動

を起こせない生徒もいた。 

・後輩の模範となるよう意識し

て行動させる。 

・文化祭や部活動で後輩の良き模範として『自主の庭』を体現でき

た生徒がいた。身だしなみについては年度当初こそ順調であった

が少しずつ崩れてしまい、とても後輩の模範とは言えない状態で

あった。 

第３学年 ・最高学年としての

自覚育成 

・学校行事を積極的に取り組ま

せる。 

・進路実現と学校生活の両立は概ねできた。 

・悪天候による日程変更で不完全燃焼の声が上がったが受験への切

換はできた。 

・規律ある生活態度で下級生の

模範となるようにさせる。 

・その場の指導には従うが模範となるまでには至らなかった。 

・進路実現 ・進路決定に対し妥協せず最後

まで努力させる。 

・推薦入試受験者へ自覚を促す全体指導の機会を設けた。また進路

決定者へも全体指導を行なった。 

・業後に自習室を設け多くの生徒が活用した。 

・併願可の推薦入試で合格後も第一志望合格に向け努力する生徒が

見受けられた。 

・個々の希望に合わせた進路指

導ができるように進路指導部

と協力する。 

・進路検討会や進路ニュースなど進路指導部の助言と協力で様々な

進路に対応した指導ができた。 

・面接受験生徒対象に進路指導部協力のもと全体指導を行なった。 

・小論文や面接指導など学校全体で指導にあたっていただけた。 

その他 ・中村高校の特色つ

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と委員会をそれぞれ１１回ずつ開き、平成３

１年度入学生のカリキュラムを決定した。また、施設・設備の要

望を県に提出した。来年度は海外研修旅行や大学等との提携を具

体化し、中学校側にアピールしていく。 

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り組み 

・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 

 


