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平成２８年度
視点

１

２

教育課程
学習指導

生徒指導・支援

３ 進路指導・支援

４ 地域等との協働

５

学校管理
学校運営

４年間の目標
（平成 28 年度策定）

１年間の目標

学校評価報告書（目標設定・実施結果）

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

学校関係者評価
（

３月

７日実施）

総合評価（３月２８日実施）
成果と課題

改善方策等

① 生徒の実 態やニ
ー ズに応じ た教育
課 程の編成 ・改善
に取り組む。
② 学習意欲 の向上
を 目指し、 組織的
な 授業改善 に取り
組む。

②言語活動を通し
た表現力やコミュ
ニケーション能力
の育成をはかる。

②各教科で、単元において
一回は、思考、判断、表現
活動を展開し、発表の機会
を設ける。

②各教科で、単元にお
いて一回は、発表の機
会を設けられている
か。

・授業研究週間を 2
度設定し、一斉教
科会を実施し、研
究・改善に努め、
発表の機会を設け
ることができた。
・授業研究の機会
をとらえ、事前の
教科会を通し、思
考力、判断力、表
現力を育む授業の
展開を検討し実行
した。

・今後も授業研究や平常
の授業を通して更なる取
り組みを進めていくこと
が必要である。
・より具体的なテーマを
設定し、教科内で共有
し、研究・改善に努め
る。

・充実した学習内容を目
指し、アクティブラーニ
ングを追求してもらいた
い。
・英語が小学校で教科に
なるのでその情報収集を
高校でもしっかり行って
ほしい。
・教育産業の学習システ
ム等も効率よく使って学
力向上を目指してほし
い。

・一斉教科会を実施し、
研究・改善に努め、発表
の機会を設けることがで
きた。
・事前、事後の教科会を
通し、思考力、判断力、
表現力を育む授業の展開
を検討し実行した。
・テーマ設定を工夫し、
生徒たちがより主体的に
学習できる授業を目指す
必要がある。

・研究週間だけでなく、
年間を通して教科内で単
元ごとの研究を活性化
し、改善に努める。
・テーマ設定を細分化
し、研究の意図を明確に
していく。

① 新羽生と しての
誇 りと自覚 が持て
る生徒を育てる。
② 生徒がル ール・
マ ナーを守 り、安
全 かつ安心 して学
べ る学校づ くりを
進める。

①三大行事（体育
祭・飛翔祭・ウイ
ンター・ライヴ）
のさらなる充実を
めざす。
②登下校における
自転車と自動車の
接触事故や自動二
輪車乗車による事
故をなくす。

①行事ごとのテーマを決め
たり、準備期間での本部と
クラスの意見交換を積極的
に行う。
②登下校時の学校周辺の危
険箇所に定期的に職員によ
る立ち番指導を行う。交通
安全教室の開催や地域との
連携で小学生の安全登校指
導を行う。

①開催後の反省会やア
ンケートの検証をしな
がら、次年度への申し
送り事項が十分に残す
ことができたか。
②交通安全といのちの
大切さについて、生徒
の指導・啓発活動が実
施できたか。

②職員による危険箇所で
の計画的な立ち番指導を
実施する。
②クラスの生活委員によ
るポスター等を作製する
などの啓発活動を行う。
②地域、保護者、職員で
の連携した交通安全指導
を計画する。

①三大行事が年々素晴ら
しくなっている。さらな
る充実を期待したい。
②近隣の道路事情が変わ
ることは必至なので、自
転車走行等にさらなる注
意喚起をしてほしい。

①三大行事が年々充実し
てきている。さらなる充
実を目指したい。
②登下校時のルールマナ
ーが徹底できなかったの
で生徒、職員、保護者、
地域一体となって取り組
みたい。

①反省会やアンケートを
通じて、改善点を明確に
して、次の行事に取り組
むことが不可欠である。
②近隣の道路事情が変わ
ることは必至なので、地
域、保護者、職員での連
携した交通安全指導を計
画する必要がある。

基 礎的・汎 用的能
力 の育成を 通して
確 かな進路 実現へ
つなげる。

生徒自らが進んで
進路の情報収集に
取り組み、確かな
進路実現へつなげ
るよう支援する。

ガイダンス・情報提供
等の支援が有効に実施
されているか。４月時
のＧＴＺ（学習到達
度）が夏休み明けに上
昇しているか。

希望する進路実現や進学
後も踏まえた学力をつけ
させるよう、努める。

・進路情報誌等に左右さ
れすぎない指導をお願い
したい。
・大学合格者が増えるこ
とが新たな学習意欲を生
むのではないか。

・情報提供等を通じてＧ
ＴＺや偏差値等を大幅に
伸ばす生徒も見受けられ
た。進路実現を目指し、
新たな学習意欲を喚起し
たい。

・総合学習の時間も使
い、進路実現を目指した
学習、情報収集を目指
す。

地 域とのつ ながり
を強めるととも
に 、学校行 事等を
通 じて地域 から信
頼 させる学 校づく
りを進める。

生徒が校外活動し
やすい環境をつく
り、地域との交流
を深める。

進路ガイダンスの実施を通
して、進路情報の提供を行
うとともに、基礎的力診断
テスト、実力判定テストの
振り返り及びスタディサプ
リ等の活用を通じて支援の
補強に努める。
地元のイベントや小中学校
の行事に参加させることに
よって、地域との親しい関
係を向上させるとともに、
アンケート等により、生徒
の意識の変容をみる。

①反省会やアンケ
ートの検証を行
い、次年度への申
し送りができた。
②登下校時、交通
ルール、マナーを
守る指導が徹底で
きなかった。又、
危険な場面での意
識を高め交通ルー
ルを守る指導や啓
発活動が足りなか
った。
情報提供等を通じ
てＧＴＺや偏差値
等を大幅に伸ばす
生徒も見受けられ
た。

生徒の地域に対する親
しみが深まるととも
に、自己の成長につな
がったか。

地域の方々から好
意的にみられ、機
会のあるごとに学
校に参加していた
だくことができ
た。

一部の生徒による登下校
のマナーが地域連携に溝
を残す課題でもある。粘
り強いマナー指導を継続
していく。

・地域とのかかわり、特
に新羽小の土曜塾におい
ては一定の成果をあげた
ものの、生徒の通学途中
のマナー面での改善をさ
らに進めていく必要があ
る。

・居住地にかかわらずこ
の地域に積極的に関わっ
ていくことにより、地域
との信頼関係を築いてい
く必要がある。

学 校運営の 効率化
と 事故、不 祥事防
止に取り組む。

グループ間、学年
間の連携を進め、
学校運営の効率化
をすすめる。

グループ横断的、学年横断
的な教育課題について情報
交換を積極的にすすめる。

グループ間、学年間で
の教育課題の共有がで
きたか。

・事故・不祥事防
止研修会を実施
し、教職員の意識
を高めることがで
きた。
・他グループと連
携して進めること
ができた。

・グループ、学年組織で
は、業務の円滑化を図っ
ているが、より素早く学
校運営に対して何事にも
対応していく。
・全体的な連携、機能性
を高める工夫等を具体化
していく。

・新羽小の土曜塾で小学
生に関わっていただきあ
りがたい。今後とも期待
している。
・生徒の通学エリアは多
岐にわたっても、この地
域にぜひ、関わってほし
い。
・停電等も発生している
ようなので、学校施設に
不備のないようお願いし
たい。
・グループ間のさらなる
連携、意見の取り入れや
すいシステムを望む。

・事故・不祥事防止研修
会を実施し、教職員の意
識を高めることができ
た。グループ間での連携
がすすんでおり、グルー
プ、学年組織では、業務
の円滑化を図っている。

・定例会の企画会議だけ
でなく、サブリーダーも
含めた拡大会議の実施を
通して、グループ間のさ
らなる連携、意見の取り
入れやすいシステムを構
築する。

