令和３年度 学校自己評価システムシート（県立松伏高等学校 ）
目指す学校 像

重

点

目

標

※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

学力の定着及び向上と、専門的な技術・能力の伸長を図るとともに、幅広い社会性を身につけさせ、
地域に信頼され貢献できる人材を育成する。
１
２
３
４

教育課程や学習指導計画及び授業の工夫・改善を進め、学ぶ意欲と学力を向上させる。
キャリア教育を進め、高い進路意識を育み、進路希望を実現できた生徒の割合を高める。
生徒会活動や学校行事の質を高め、部活動を活発化させる。
規律を重んじ、地域に信頼され貢献する教育活動を推進する。

達
成
度

Ａ

ほぼ達成（８割以上）

Ｂ

概ね達成（６割以上）

Ｃ

変化の兆し（４割以上）

Ｄ

不十分（４割未満）

出席者

学校関係者 ７名
生徒
２名
事務局(教職員)
１３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。
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評価項目

具体的方策

方策の評価指標

評価項目の達成状況

・生徒の学力の定着及び向上に向け、学
習習慣の定着、学習時間の増加に引き
続き取り組む必要がある。
・新学習指導要領に係る新教育課程、観
点別評価の共通理解を深める必要があ
る。
・コロナ禍での教育活動を適宜適切に進
める。

組織的な取組と
授業力向上の取
組

①教務部と進路指導部が連携し、長期休業
中を含む進学等補習を計画・実施する。
②授業の工夫・改善に資するために教員相
互の授業観察を積極的に行う。
③課題の内容や出し方、家庭学習のさせ方
など工夫し、生徒の学習時間を増やす。
④授業利用の促進を通じて貸出利用率を上
げる。
①令和４年度から実施の新学習指導要領に
係る観点別評価の共通理解を深める。
②令和４年度から実施の新教育課程の点
検・調整を行う。
①大学進学希望者への入試情報の提供、そ
れに対応した指導の実践を行う。
②大学進学、看護医療系等希望者への補習
内容を充実させる。
③求人情報の集約方法を工夫し、求人先を
確保する。
④オンライン等利用し、進路に関する情報
提供を行う。

①開講講座数・受講生徒数
が増加したか。
②教員相互の授業観察者数
は増加したか。
③生徒の学習時間が増加し
たか。
④本の貸出数・図書館利用
が増加したか。

①通年で 8 講座、夏期進路補習 12 講座開。
(昨年とほぼ同数)
②一昨年との比較では減少したが、延べ 55
回の相互観察が行われた。(平均一人1.5 回)
③生徒アンケートで毎日勉強しているとの
回答が 48.6%と昨年度並みであった。
④利用率は昨年度 46.6%から今年度 47.8%
に、貸出数は 3250 冊から 4562 冊に増加。

進路実現に必要
となる各種検定
試験や高度な資
格取得

①各検定合格を目指した指導を行う。また
補習体制を強化する。

①各検定に対応した適切な
指導ができたか。 また各
種検定合格者数が 増加し
たか。

コロナ禍での生
徒会活動、学校
行事の実践

①感染予防対策を徹底しながら生徒の活動
機会を最低限維持し実施する。
②学年及び学校行事を通じて、生徒会役員
候補の育成を行う。
③生徒会役員の業務の精選及び見直しを行
い魅力化を図る。

①生徒会行事が円滑に行え
たか。
②生徒会役員に１年生が増
えたか。
③生徒会役員の活動が 効率
よく行えたか。

①１年生の全員加入と効率的な活動により
部活動の活性化する。
②ホームページや部活動掲示板を活用し各
部の活動を発信する。

①部活動掲示板が効果的に活用
されたか。
②各部活動のＨＰの更新は適宜
適切に行われたか。
③各部の部員増や定着率増につ
ながったか。

①全教員が、その場で改善させる「その場
指導」を徹底する。
②全教員が、生徒に「気付かせる指導」を
徹底する。
③実施方法を検討した上で交通安全教室を
実施する。

①整容指導違反者数が減少
したか。
②生徒指導件数が減少した
か。
③交通事故件数が減少した
か。

①「松高 Times」と「部活動紹介」を定期的
に発行し、地域の小中学校等に配布する。
②ホームページを活用して本校の取組や活
動をより広く発信する。
③コロナ禍での生徒募集を工夫し、本校の
魅力を広く発信する。

①地域社会の一員としての
自覚が持てたか。
②松伏高校の特色や魅力を
分かりやすく伝え られた
か。
③学校説明会の参加人数と
入学志願者数が増 加した
か。

・生徒一人一人の進路希望の実現のため
に指導を工夫してきている。引き続き
各分野でのきめ細かい指導を継続して
いく必要がある。
２

・コロナ禍の学校生活の中で、学校行事
や生徒会活動の実践、部活動を通して
幅広い社会性を身に着ける機会を設け
ていく必要がある。

大学、専門学校
への進学、就職
希望者への指導
など系統的なキ
ャリア教育の推
進

３
ガイドラインに
沿った部活動の
活性化

・きめ細かい指導で、落ち着いた教育活
動が展開されている。引き続き、学校
規律を重んじ、生徒にとって安心で安
全な学校生活を支援する。
・長年地域との連携を大切にしてきてい
る。引き続き連携し、学校の教育活動
の情報を発信し、地域に信頼され貢献
する教育活動を推進する。

挨拶・遅刻・服
装等規範意識の
醸成
生徒の命を守る
交通安全指導の
充実
地域・保護者と
連携した取組の
推進
ＨＰを活用した
本校の魅力の発
信、及び生徒募
集の取組の改善

学 校 関 係 者 評 価

年 度 評 価 （ ２ 月 １ 日 現 在 ）

現状と課題

新学習指導要領、
新教育課程への対
応

４

校

①観点別評価の準備を進め
ることができたか。
②微調整、改善点は改善で
きたか。
①生徒の大学等進学希望が
実現できたか。
②補習内容の充実、補習参
加者は増えたか。
③就職希望者の内定率 100%
を達成できたか。
④情報提供の満足度は上昇
したか。

①観点別評価を進める特別委員会を組織
し、研修会を実施。職員全体の理解を深
め評価基準、学習評価計画を作成した。
②来年度の教育課程に係る微調整を行った。
①学校からの推薦等によって 36 名が合格。
②夏期進路補習は延べ 90 名が参加するな
ど昨年度より多くの生徒が参加した。
③学校斡旋の内定率は 13 年連続 100%を
達成。
④生徒アンケートから 95%の生徒が情報提
供に満足といえる回答。(昨年度と同値)
①コロナ禍での困難な状況での検定実施
となったが 、 結果 は、日 商、全商 簿
記、珠算、電卓、情報処理、ビジネス
文書等合格者増。上位検定の日商簿記
２級２名、全商簿記１級に４名合格。
①文化祭、予餞会等リモートも活用して円
滑に実施。活動方法の可能性を広げた。
②１年生の加入は５名。昨年度とほぼ同
数。全体では 12 名で昨年度より増加。
③online 会議、ICT 活用のアンケートシ
ステムの導入など、コロナ禍に対応し
た効率的な活動ができた。
①新入生勧誘時は活用したが、その他の期
間は有効活用できていなかった。
②活発に更新した部もあったが、部によ
って偏りがあった。
③４月の部活動加入率は 92%で定着して
いる。
①定期的に行った整容指導の成果が見ら
れ、落ち着いた学校生活が送れている。
②昨年と同数だが、数は非常に少ない。
③自転車安全運転教育の実践やパンフレッ
トを配布したが、件数は昨年と同数であっ
た。
①②松高 Times を学校説明会で配布。生
徒会作成の学校紹介・部活動紹介の動
画をＨＰにアップ。地元小学校との交
流。地域からの御意見には迅速に対応した。
③説明会参加者は普通科 4 回の説明会に
延べ 380 人参加。(昨年比約 40 人増)
音楽科は 1 回平均 34 人の参加。(昨年
比増)
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Ｂ
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Ａ
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Ｂ

Ｂ

Ｂ

次年度への課題と改善策

実施日

令和４年３月１日

学校関係者からの意見・要望・評価等

・生徒の多様な進路希望に応じ
た講習や補習を行う。
・引き続き教員相互の授業観察
の充実を図り、教員の授業力
の一層の向上を目指す。
・引き続き生徒の家庭での学習
時間を増やす。
・次年度も利用率、貸出数の増
加に努め、また授業での図書
館利用についても促進してい
く。

・生徒一人一人異なる学習意欲を刺
激する。生徒が興味を持つ分野や､
伸ばしたい力を捉え、補習や講習
内容に生かし、学習意欲を高める。
・教員相互の授業観察は、教員の
学ぶ機会を設けることになり、
よい取組だと評価できる。
・図書館の利用率の増加は評価で
きる。

・大学受検対策では模試だけで
なく、学校推薦型選抜、総合
型選抜に対応した小論文指導
に取り組む。
・ハローワークとの一層の連携
を図るとともに、電子求人票
「HANDY 進路室」を活用して
効率化を図る。
・生徒の進路実現のために各種
検定の合格率をさらに高めて
いく。

・大学への推薦入学 36 名、学校斡
旋の就職内定率 13 年連続 100％は
評価できる。
・検定合格者の増加は生徒の励み
となる立派な結果だと評価でき
る。
・進学や就職に向けた取組の強化
は、多様な進路実現に夢を持つ
中学生へのアピールになる。

・状況に応じて、様々な可能性
を考え なが ら 企 画立 案を行
い、生徒の協働、団結、達成
感が得られる行事づくりを進
める。
・生徒会指導では生徒が自発的
な動きが作れるよう指導して
いく。
・部活動の魅力を伝える工夫を
していく。

・感染予防策を取りながら、学校行
事を実施したことは素晴らしい。
・リモートの活用で、さらなる生
徒会活動の活発化を期待する。
・生徒会が中心となり、学校生活
を盛り上げ、生徒が楽しく高校
生活を送れるよう、さらなる実
践を進めてほしい。
・ＨＰでの一層の情報発信を望ん
でいる。
・部活動の魅力を伝えるのに、ＨＰ
の活用は有効だと考える。

・次年度に向けて服装規定を改
定した。新しい規定のもとで
生徒が目標に向かって努力で
きるよう指導していく。
・生徒に「気づかせる」指導の
継続と、生徒のコミュニケー
ション力の育成も含めきめ細
い指導を進める。
・交通社会の一員としての自覚
を持たせ、引き続き交通事故
防止教育を進める。
・地域との連携を深め、地域か
ら高い信頼を得られるよう取
り組む。
・積極的に本校の魅力を発信
し、生徒募集につなげる。

・生徒に「気付かせる」指導はと
てもよい。また生徒のコミュニ
ケーション力向上の指導は大切
である。
・交通事故はゼロが目標。被害者・
加害者になる可能性や状況など、
気づきを持たせる指導はよい。
・コロナ禍ではあるが、地域の小
中学校との連携を強めていくこ
とを期待する。
・開かれた学校づくりのために多く
の取組がされているのはよい。
・ＨＰで学校の様子がわかるよう
に更新をしてほしい。

