
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）

担当 № ２９　年　度　重　点　目　標 具体的施策及び計画 達　　成　　状　　況
達成度

A・B・C・D
次年度への主な課題

1 生徒の長所を引き出し、リーダーとしての資質を伸ばす指導を行う。

（ア）静学祭、体育祭、総合学習や特別活動などにおける集団活動を通して、リーダーとしての資質を養う。学年
をまたがる行事や交流活動では、３年生を中心に縦のつながりを作り、下級生は上級生を手本とし、全体を見渡
して判断できる視点を育てる。
（イ）英語教育の充実を図り、３年修了までに英検準２級の取得率７割、２級の取得者１０名を目指す。
（ウ）家庭学習の習慣を身につけさせるため、朝学習や補講などを計画的に行うとともに、きめ細かな学習指導
を行う。定期試験前などには計画的な学習を促す。

（ア）学校行事や特別活動においては、可能な限り班行動を行い、誰もがリーダーとして活躍する力
を育むよう配慮した。体育祭においては、ダンスの選定や指導計画などの企画とともに、下級生へ
の指導も３年生が中心となって行うことができた。
（イ）３年生の英検取得率は､準２級が２１人（３０％）、２級が３人と奮わなかった。
（ウ）朝学習は各学年で計画的に実施することができた。朝テストの復習や復習テストの補講など
も、各学年教科毎にできる範囲で実施した。定期試験前には勉強会を２回ずつ実施した。

Ｂ

学校行事や班別行動を伴う活動は、例年通り実施しつつも、年々充実した内容に発
展していると思われる。英語教育について、昨年度に引き続きイングリッシュキャンプ
を実施するとともに、今年度からは１、２年生を対象とするケンブリッジ英会話の時間
の創設と、３年生のハワイ修学旅行を行い、充実を図ることができたが、英検の取得
率が目標に及ばなかったのは残念だった。目標設定を見直すとともに、改善策を講じ
たい。定期テスト対策もさらなる充実を図りたい。

2 中学部全体で問題点や課題を共有し、統一性を持った指導や対応をする。

（ア）クラス通信を兼ねた中学部の便りを発行する。
（イ）生徒指導において、問題を抱える生徒に関する情報などを共有し、学年を超えて全教員で対応できるよう、
互いに協力を仰ぐ。
（ウ）学校行事や特別活動の計画を全体で話し合い、協力して実施することで、確実に次年度へ引き継ぐ。

（ア）毎月の中学部通信を発行、教員にも周知することができた。
（イ）問題行動のあった生徒の状況や、長欠の生徒の様子など、中学部会やその他の場において
情報を共有し、学年を越えて機会を見つけて対応できるようにした。
（ウ）学校行事や校外活動について、クラス増に対応できる形に整えていくよう話し合いの機会を持
ち、来年度案を示すことができた。

Ａ

１、２年生では学年通信も発行するなど、中学校の様子や生徒の実体について、保護
者へも情報を提供できるよう工夫した。問題行動のあった生徒に対しては、他学年も
含めて中学部全体で対応できるよう努力したが、やはり担任の負担は軽くなく、さらな
る工夫が求められる。また、来年度の校外活動などについては、学年任せにならない
よう、大まかな方向性を示すことができた。

3
SGT講座、特別活動を充実させ、広い視野で物事を考え選択する能力を養
う。

（ア）総合学習の時間を活用し、郷土の歴史・文化について理解を深める。
（イ）生徒全員がステンドグラス・陶芸・お茶会のSGTに参加、文化・芸術活動を通して社会貢献している人の話を
聞く。
（ウ）中高生新聞と「教養科学の樹」を活用したNEI学習の充実を図る。
（エ）生徒の定員増に対応すべく、校外活動やSGT、補講などの計画を見直すとともに、より一層の充実を図る。

（ア）１、２年生では郷土の歴史や文化、産業などについて学ぶ機会を複数設けることができた。
（イ）ステンドグラス、陶芸、お茶会のＳＧＴには今年も全員が参加、楽しみながら文化芸術活動に親
しみ、社会貢献している人の話しを聞く機会を設けることができた。
（ウ）中高生新聞と「教養科学の樹」を活用した学習を３学年共通して行うことができた。
（エ）校外活動は生徒数の増加に対応できる形を工夫し、学習機会を減らすことなく実施した。

Ａ

校外活動やＳＧＴなど、授業外の体験的学習は、今年度も充実させることができた。全
校の芸術鑑賞とＳＰＡＣの演劇鑑賞に加え、市民文化会館から招待を受け、オペラ観
劇の機会を得たのは貴重な経験となった。中高生新聞の活用は３年目を終え、毎週
の記録のみならず、さらなる発展的活動を工夫できるとよい。また、生徒数の増加に
対応できるよう、来年度はＳＧＴの実施形態を選択制にする予定である。

4
学年部が、所属する教員にとってベースキャンプとなるような集団となるよう心
がける。

（ア） 一人一人が違う考えを持つことを尊重する。
（イ）ただし、 終的には立派な大人（真のエリート）に成長することを願う一点では一致しているようにする。
（ウ）自分を理解してもらうことと、他者を理解することに対し、共に努力する。
（エ）こまめに気持ちや情報を伝え合うことができるような間柄を創り、合意形成に手間を惜しまない。
（オ）組織化の名の下に仕事を細分化せず、担・副や分掌を超えて、仕事は共同で進める。

クラス編成においては人文系設置の有無について、緑風塾については自由研究について、クラッ
シー導入については導入するに至った背景と導入の仕方についてなど、学年全体で対処しなけれ
ばならない問題が次節時節にあったが、時に２時間を超える学年部会や、時期を逃さず開いた学
年集会をなどを通じて、合意形成を行うことができた。

A

合意形成をスムーズにさせる相互理解は、教員との関係においても生徒との関係に
おいても会議が始まる前の日常取り交わされている関係性、平たくいえば雑談が交わ
せる間柄になっているかどうかが大きい。会議や学年集会の運営も大切だが、大切な
仲間であることを実感できるような日常をつくりたい。

5 本気の文武両道を生徒に求め、教員もそれに耐えうる実践を心がける。

（ア）授業やSGTなどを通し、生徒との信頼関係が構築できるよう努力する。
（イ）実感として、運動部員の中に学力高く本気で勉強に努力することを望む生徒が増えていることを確認する。
（ウ）実感として、移転前なら勉強以外の活動には関心が薄かった生徒が、文化祭や野球・サッカー応援などで、
生徒としての一体感を感じ、仲間の健闘を自身の力に変換できる生徒が増えてきていることを確認する。
（エ）定期試験で、基礎学力を固める。不調な生徒のリストアップをし、学年や顧問とで共有する。
（オ）模擬試験で、高学力の養成を計る。堅調な生徒のリストアップをし、学年や顧問とで共有する。英国数３教
科で偏差値54以上100名を目標とする。

学年部会や毎朝のメールなどで「本気の文武両道」をことさら強調したことはなかったが、「本気の
文武両道」を志しに掲げて入学して来ている生徒が確実に増えて来ているので、自ずと日々の授業
も、彼らの志しに応えるべくもにになっていったと思う。来年の夏にニュージーランドに公費で派遣さ
れる生徒５名には、歴史研究部で全国大会に出場する者や、全国制覇を目標に日々練習を積んで
いる２名のサッカー部員、国連の平和準大使に選ばれ生徒会でも活発に活動する者などが選ば
れ、「本気の文武両道」の一端が端的に示される結果となった。

B

模試の前には各教科が、生徒の希望を募るところから講師の手配まで学年に頼らず
各教科で運営してくれている特別な補講を実施して下さっている。学年としては、学年
に来て下さっている全ての教科担任にクラス間や年度間の偏差値分布がわかるよう
な資料は模試の度にお届けし、結果の共有だけはできているが、学年として取り組め
ることがまだまだあると思うので、工夫をして行きたい。

6 生徒の内発的な動機を醸成することで、学力増進を実現するよう心がける。

（ア）ペナルティーを避けるために勉強するというのは、外発的な動機。志望校に合格したいから勉強するという
のは、自発的な動機。学ぶことが楽しかったり、学ぶことが立派な大人（真のエリート）に成長したりするために必
要だから学ぶというのが、内発的な動機と考え、その情勢を図る。
（イ）１年次の学力が、今後高校生として堅牢な学力を構築するための も重要な基盤となるとの認識を共有し、
朝学習や週末課題などで発見されたできないことについては、（その要求が適切な荷重かどうかを念頭に置きな
がら）できるようになるまで付き合う。
（ウ）アとイの結果として、国公立大学合格100名達成を目指す。

朝テストなどの結果に応じて、不出来な生徒に対して「ペナルティー」と称して勉強不足を補わせる
学習うがここのところよく行われて来ているが、勉強しない生徒に「罰」を与えるというスタンスでは
「学ぶ」という取り組みに対するミスリードになるのでは、という観点で目標に掲げた結果、「ペナル
ティー」という言葉は「タスク」に置き換わった。ただ「内発的な動機」に訴える教育はそう簡単ではな
いことを実感する一年でもあった。

C

「ペナルティー」を避ける為に英単語を覚えるという「外発的な学習」に抗いたいが、そ
うでもしなければ一向に何も身につけない層の生徒もいる。「外発的な学習」で救われ
る生徒もいれば、潰されてしまう生徒もいる。どのようなスタンスが生徒を学びに誘うこ
とになるのか、生徒の状況をよくよく見極めながら、適切な塩梅を探って行きたい。

7 授業と家庭学習の充実を図り、本物の学力を身につけさせる。

（ア）授業の目的や目標を明確化し、その達成のための手段・方法を工夫する。
（イ）宿題の量・質の適正化と朝テストの実施と事後指導のあり方の検討を行う。
（ウ）面談等をふまえ、それぞれの生徒の進路意識を高める指導を施す。（進研模試偏差値５４以上１００名を達
成する。）

（ア）各教科において、シラバスをもとに進度・内容共に意識した授業と事後指導が行えた。
（イ）朝テスト・週末課題は充実したものとなったが、テスト前の放課後を利用した補習授業では教
科のバランスを欠いてしまった面もあった。
（ウ）３年０学期の想定で、生徒全員に「第一志望届」を提出させPDF化し、指導する先生方に生徒
の目標が可視化できるようにした。（３回の進研模試とセンター試験早期対策模試でも目標値の偏
差値５４以上１００名は達成できた。）

B
今までの国・数・英の３教科から理・社が増えてくる学年となるので、バランスのとれた
学習ができるような仕掛けを準備していきたい。また、進路実現に向けて、面談等を充
実させて、満足度の高い進路指導ができる体制つくりをしていきたい。

8 自分を知り、自らの進むべき方向性を発見させる。
（ア）ボランティア活動やＳＧＴへの積極的参加により、自己啓発を行う。
（イ）緑風塾「人生学」において、人の人生を学び、自らの人生を設計する。
ウ　部活動への熱心な取り組みによって、努力の継続力と忍耐力を養う。

（ア）SGTの参加率は昨年度から高いが、同一メンバーが多いことも現実にはある。
（イ）担当者からさまざまな企画で取り組めた。特に、保護者とその知り合いの社会人の講義は有意
義なものとなり、今後も条件次第であるが、今後も継続していくことを願う。
（ウ）ほとんどの生徒で、前向きに取り組んでいたように思う。

B
部活動も 終学年となり、結果を意識しながら活動することはもちろん、やり通したと
いう達成感や充実感を今後の学校生活に活かせるようにしてきたい。来年度は土曜
授業となる予定であり、その内容や進度についても熟慮していきたい。

9 毎日の学校生活の健全化に努めさせる。

（ア）担任・副担任の連携はもちろん、生徒に教員が真正面から向き合い、学校に自然と足が向いてしまう学年・
クラス運営を心がける。
（イ）孝友日誌を介して、担任と生徒との間の距離を縮め、「つまづき」や「悩み」に気づくよう目配りをする。
（ウ）学習活動のみならず、学校生活全般（特に朝終礼や授業、行事など）において、生徒間はもちろん、先生・
生徒間においても明るく元気な雰囲気作りを心がける。

（ア）担任・副担任の先生方は一生懸命にやっていただいたが、一部の生徒で友人間のトラブルを
発端として、教室に入りにくくなってしまったケースがあった。
（イ）孝友日誌の活用をより上手くやって欲しかった。
（ウ）雰囲気作りのための第一歩は挨拶であるが、まだまだできる可能性はあると感じる。

B

孝友日誌の有効活用を実現したい。高３となると進路実現のための悩みやつまづきが
どうしても多くなりがちとなる。そこで役立つのが孝友日誌だと感じる。面談でもある程
度わかるが、本人の気持ちや心の移り変わりが明確になるのが、日誌に書かれてい
る内容である。経緯が見えることにより、より細やかな指導が可能となってくる。

10
生徒一人一人の学習意欲を高め、学年全体の学力向上を図る。 国公
立大学１００名合格の実現。

（ア）授業を中心に、各教科の課題や朝テスト、補講・SGTでの学習指導を徹底し、その効果をより高める。
（イ）生徒への声かけや面談を有効に行い、進路意識の高揚に努め、学習内容への具体的なアドバイスを与え
る。
（ウ）外部模試や生活実態調査の分析により、現状の問題点を把握し、その後の対策を速やかに行う。

放課後の補講・SGTなど、学年部以外の先生方にも協力していただき、生徒たちも意欲的に取り組
んでくれた。担任や教科担当との面談により、学習方法の改善や弱点克服につなげることができた
生徒も多いと思われる。受験結果については、現時点で国公立大学７１名、難関私大９１名の合格
者を出すことができた。

A
個々の生徒の弱点を把握し、その解決に向けての具体的な方法を示す指導を、学年
団として行う。
成果があがっていない生徒には、継続した働きかけをしていくことが必要である。

11
あらゆる教育活動を通じて教養科学科生徒にふさわしい教養をつけさせ、各
自がより良い人生を生きるために必要な力を身につけさせる。

（ア）ボランティア活動、学校行事などに積極的に取り組み、社会に貢献できる「人間性の土台」を育てる。
（イ）受験のための知識にとどまらず、学習を通してさらに深い探究心を持ち、それを活用していける「知性の土
台」をつくる。
（ウ）進路を考える中で、自身の適性を自覚させて将来に向けての「志の土台」を築く。

クラスでの活動や部活動などでの自己鍛錬を通して、生徒の精神的な成長を促すことができた。担
任の細やかな指導、声かけにより、進路希望についても、生徒が自分の目標を明確にし、その達成
のための道筋を具体的に見据えることができた。

B
競争心が低く現状に甘えてしまう生徒に対して刺激を与え、高い志を持たせる指導を
していく。自ら学びに向かう積極的な態度を育てる。文武両道を成し遂げた生徒が多く
なってきたが、中位下位の層では、考えの甘い生徒も多く、課題が残る。

12 教員同士の相互理解の下、学年団による学年運営を目指す。

（ア）生徒を取り巻く諸問題に迅速に対応し、教員一人一人が生徒と向き合う態勢をつくっていく。
（イ）教員相互の意志疎通を十分図り、生徒の学業・生活状況の分析を通して情報を共有し、学年団としての指
導力の向上を目指す。
（ウ）AO入試や推薦入試に向けては小論文指導や面接指導などを全員で協力して行うなど、受験指導における
緊密な連携を図る。

担任を中心として、様々な生徒の問題に協力して取り組み、指導にあたることができた。精神面で
のトラブルを抱える生徒については、その対応に、多くの先生方に負担をかけてしまった。

B
学年部としての目標を共有し、さらに教員間の連携を深めること。特に、生徒の抱える
問題を早めに察知して対応していける体制をつくる。必要に応じて、カウンセラーや医
療機関との連携なども考えていかなければならない。
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教育の特色
　これからの未来社会が抱える複雑で解決困難課題を克服できる人材を育成するために、高校には全国初となる「教養科学科」を設置。従来の普通科以上に幅広く、深い知識とともに、領域横断的な視野を身につけ、「自ら考え、論理的に思考･分析し、知識を統合する力
を養う。教養科学科として、本校独自の特徴的な専門科目を履修･修得していく。また、外部講師及び本校教員による「シズガク･ゴールデン･タイム（SGT）」は正規の授業ではないが、生徒にとって貴重な学びの機会となっている。その他にも、国際交流をはじめとした多彩な
学びのプログラムが用意されている。
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平成２９年度　静岡学園中学校･高等学校　自己評価表

本校の教育理念

１．自主自立の精神　・・・　自分で考え、判断･決断し、混沌とした社会で自立して生き抜くための「自主、自立の精神の尊重」
２．共生の精神　・・・　地球上の全人類が地球規模の課題を協力して解決し、すべての生命がともに生きていくことを願う「共生の精神」の尊重
３．真理と生命を尊ぶ精神　・・・　生命の尊厳に対する畏怖の心と人間としての誇りを持ち、私利私欲なく真理を追究し、真摯に社会に貢献しようとする「真理と生命を尊ぶ精神」の尊重
４．進取の精神　・・・　新しい時代を見据え、どんな課題が起きても果敢に解決し、進歩させようとする「進取の精神」の尊重

本校の教育目標
１．真のエリートの育成　・・・　知性･品性･高い倫理観、崇高な使命感を持った真のエリートを育成する
２．地域社会に貢献できる人材の育成　・・・　郷土愛と地域愛を育て、様々な形で地域社会に貢献できる人材を育成する
３．国際社会に貢献できる真のリーダーの育成　・・・　多様な価値観、幅広い教養とコミュニケーション能力を身につけ、日本文化を理解し、国際社会に貢献できる真のリーダ^を育成する



13 自らの目標に向かって主体的に学習に取り組む生徒の育成
（ア）個々の生徒のレベルや要求に応じたきめ細かい指導を１年次から計画的に行い、センター試験結果の数値
目標の達成を目指す。
（イ）朝テストや週末課題を計画的に実施し、家庭学習の充実を促すための指導を各学年で協力して行う

（ア） 生徒のレベルが広範囲にわたっているので、個々の対応に苦慮したが、おおむね達成でき
た。
（イ） 国語科内での意志疎通・決定項目の伝達がうまくいかず、生徒への指示が徹底できなかっ
た。

（ア） B
（イ） C

（ア） 学年・系別に目標を数値化していきたい。
（イ） シラバスに明記されている事柄・部会で決めたことの確認を随時していく。

14 効果的な指導方法の開発と授業改善

（ア）活発な言語活動を通し、生徒自らが課題を見付け、主体的に解決する資質や能力を育てる授業を実践す
る。
（イ）授業改善を常に心がけ、校内校外の研修や研究会に積極的に参加するとともに、授業実践や研修の成果
を共有する。

（ア） 講義的な一斉授業が主体の中でも、時機を見てできた。
（イ） 達成できた。

（ア） B
（イ） B

（ア） 具体的な実践の計画をたてる。
（イ） 計画、実践、報告、蓄積をしていく。

15 基礎・基本の定着と学力の向上

（ア）「授業第一」とし、各教員の魅力溢れる授業を展開することによって生徒の知的好奇心を喚起し、生徒のや
る気、集中力を高める。
（イ）どうして？なぜ？など物事の因果関係を常に生徒に考えさせることによって、暗記からの脱却を図る。
（ウ）生徒の学力に応じた個別指導を積極的に行うことにより、きめ細かな指導を目指し、学力の引き上げを図
る。

（ア）（イ）視聴覚教材やプリントなどを有効に活用したり、調べ学習やレポート作成、プレゼンテー
ションなども盛り込んだりしながら、生徒が受け身にならない授業が実践できた。また、授業では常
に「なぜだろう？」や「この後どうなったと思う？」など折にふれ生徒に問いかけながら生徒に考えさ
せる授業が実践できた。
（ウ）生徒の学力に応じたサポートプリントを作成・配布したり、放課後等を活用して個別指導を積極
的に行う指導もできた。

（ア）Ｂ
（イ）Ｂ
（ウ）Ｂ

（ア）（イ）（ウ）とも、現状に満足することなく、これまでや、今年度の反省を活かして各
教員がバージョンアップを図る。また、教科として教科指導に活用できる視聴覚教材な
どの設備の充実も図っていく。

16 進学実績の向上
（ア）「補講型ＳＧＴ」をはじめ、特別授業、放課後を活用して演習する機会を設け、応用力、実戦力を身に付け
る。
（イ）生徒の志望に応じた個別指導を積極的に行うことによって、進路実現を図る。

（ア）（イ）とも充実した活動ができた。欲を言えば、もっと受験科目として社会科を活用する生徒を増
やすことができれば、更なる進学実績の向上と進路の選択肢の拡大が図れると思う。

（ア）Ｂ
（イ）Ｂ

（ア）（イ）とも３年間かけて生徒をどう育てていくのか、力をどのように伸ばしていくの
か、どのように進路実現を図るのかを他教科、学年部とも連携しながら、社会科はど
のように関わっていくのかを考えていきたい。もちろんこれまで以上に様々な形で受験
生をサポートする機会を増やして行きたいと考えている。

17 教科指導力の向上
（ア）積極的な研修参加によって 新の研究や取り組み、入試についての情報収集に努める。
（イ）活発な情報・意見交換によって各教員の持つ知識、経験や技術を共有する。
（ウ）新人・若手教員を育成するため、研究授業やサポートを積極的に行う。

（ア）（イ）教科内の情報提供、研修参加がこれまで以上に行われた。
（ウ）新人・若手教員に対して多くの先生がサポート、助言をして下さった。また、研究授業も行い、
多くのアドバイスをいただきながらも、逆に新しい取り組みについては大きな刺激をもらった。

（ア）Ｂ
（イ）Ｂ
（ウ）Ｂ

将来の大学入試改革や指導要領の改訂、新科目の設定に向けて、教員がアンテナを
高く張り、情報収集をしながら知識・技術を共有する機会を増やしていく。
新人・若手教員については、今年度の反省を活かし、来年度は受験指導などにも積
極的に行っていける体制を作り、さらなるレベルアップ、スキルアップを目指す。

18
自ら学ぶ意識を持ち、主体的に学習に取り組む生徒を育成する。
　　（指導に関する事柄）

（ア）高校においては「授業」「週末課題」「朝テスト」、中学においてはそれに対応する教育内容の『連動』を強く
意識し、実践する。
（イ）個々の生徒のレベルに応じた、きめ細かい指導を実践するため、「問題集」と「参考書」の選定と活用法を議
論する。
（ウ）生徒に数学の面白さを認識させ、生徒の探究心を高める内容豊富な授業を実践するため、教材や授業展
開などの工夫について研究授業などを通じて情報交換をする。

（ア）概ね達成された。特に高校2年生での実践が顕著であった。
（イ）概ね達成された。
（ウ）様々な先生にAL型授業や新入試に関する研修に参加していただいたが、情報の共有が十分
にでき、本校での実践に至っているかといわれるとクエスチョン。

（ア）　B
（イ）　B
（ウ）　C

（ア）現高１、高２に関しては「メソッド」が継承されている。新高１がしっかりと引き継げ
ば３学年が揃うので、しっかりと引き継ぎたい。
（イ）「チャート」に関する議論は今後も続けていく。
（ウ）来年度、教科部会の回数が増えるということなので、それを利用して情報の共有
に割く時間を増やしていく。

19

教員の教科観の統一、授業内容・指導方法・評価方法を検討する場として、
教科部会を機能させる。
　　（組織に関する事柄）

（ア）教科部会を議論の場とするため、事前にメールを用いてそれぞれの教員の意見・提案・検討事項を収集す
る。それを、教科主任が教科部会を開く前に議題や提案事項に対するお互いの意見を予め整理したものをメー
ル配信する。教科部会を開く段階ではお互いの意見の要旨がわかった状態にしておき、すぐに意見交換ができ
るようにする。
（イ）教科部会において指導方法・課題の出し方・課題の取り組ませ方・評価方法の工夫の取り組みを発表し、興
味深い事例を共有する。
（ウ）各学年での取り組みの情報交換・情報共有を行い、教養科学科の数学科としての指導方針「静学メソッド」
を確立する。

（ア）概ね達成された。
（イ）概ね達成された。
（ウ）ここ数年で確立できつつある。

（ア）　B
（イ）　B
（ウ）　C

（ア）基本今のシステムで上手くいっているので継続していく。
（イ）・（ウ）来年度、教科部会の回数が増えるということなので、それを利用して授業改
善や情報の共有に割く時間を増やしていく。また、新入試に関する情報の共有なども
確実に行い、新しい「静学メソッド」の確立を目指していきたい。

20 生徒の主体的授業参加を促進する。
（ア）グループワークやディスカッション、生徒による問題解説などを定期的に授業に盛り込む。
（イ）教科書内容の精査を行うとともに、朝テストを踏まえた授業計画を立てる。
（ウ）科目間で行った情報交換を、教科全体で共有する。

（ア）概ね達成された。高校３年生での実践が顕著であった。
（イ）概ね達成された。
（ウ）科目間の情報交換は概ね達成された。

（ア）　B
（イ）　B
（ウ）　C

（ア）低学年での実践回数を増やす。
（イ）入試改革を見据え、更なる検討が必要である。
（ウ）単元ごとの実践例の蓄積を進める。

21 考察力と現象理解力に優れた生徒を育成する。
（ア）グループワークやディスカッション、生徒による問題解説などを定期的に授業に盛り込む。
（イ）教科書内容の精査を行うとともに、朝テストを踏まえた授業計画を立てる。
（ウ）科目間で行った情報交換を、教科全体で共有する。

（ア）実験全体の回数増加は概ね達成された。
（イ）概ね達成された。高校３年生での実践が顕著であった。

（ア） B
（イ） C

（ア）幼少期からの様々な体験が少ない生徒が増加しているように感じる。（特に物理
現象）これを補うための生徒実験の実践を検討したい。
（イ）低学年での実践回数を増やす。

23 生徒の学力向上のため、組織的な指導体制を強化する。

（ア）チームとして教科指導力を更に向上させる。
　　　　学年部担当者間での連携を強化し、情報交換を活発に行う。
（イ）朝テストを体系的、系統的に計画し、実施する。
　　　　各学年における朝テストの実施方法及びその成果を検証し、次年度以降の見直し材料とする。
（ウ）紙媒体の辞書を強制としないことの影響について分析・検証する。

（ア）平常点の基準や作問担当者などの情報を全体で共有した。
（イ）各学年毎に例年通りの形で進めた。単語コンテストの実施方法については各学年部毎に計画
を立て、実施した。
（ウ）先生方へのアンケート結果から、指導上の問題はないことが分かった。

（ア）Ｂ
（イ）Ｂ
（ウ）Ａ

（ア）４月に入力してもらったデータを見直す機会を設けたい。
（イ）新テストを受けることになる高校１年生について、より体系的な計画を立てるよう
議論したい。
（ウ）次年度も継続する。

24 学年部における情報交換を活発にし、その情報を英語科全体で共有する。

（ア）定期試験結果の分析と共有［定期試験の結果を学年部ごとに入力するフォルダを作成し、クラス毎の分布
図、平均点、要指導生徒などが英語科内で確認できるようにする。］
（イ）定期試験問題のデータ保管［定期試験の度に実施された問題をデータ保存し、全体で共有する。蓄積デー
タの使用方法について検証も行う。］
（ウ）授業進度の定期的な確認と必要に応じた修正［各種研修に参加した先生方の得た情報を共有する機会を
作る。また、研究授業の検討会などを利用し、育てるべき生徒の知識・技能について英語科としての共通理解を
深める。］
（エ）定期的な研修会への参加と報告［積極的に各種研修に参加する。そこで先生方の得た情報を共有する機
会を設け、育てるべき生徒の知識・技能について英語科として共通理解を深める。］

（ア）達成することができた。
（イ）蓄積したデータの使用法についての議論はできなかった。
（ウ）新テストに関する情報共有については十分できた。
（エ）概ね達成できた。一方で、参加する先生が固定化してきている。

（ア）Ａ
（イ）Ｃ
（ウ）Ａ
（エ）Ｂ

（ア）次年度も継続する。
（イ）共有する意義についての議論をする必要がある。
（ウ）次年度はより多くの情報がリリースされるだろう。アンテナを高く、情報を共有して
いきたい。
（エ）より多くの先生方に各種研修に参加してもらえるよう声掛けをしたい。

25 外部英語能力測定テストの校内受験を推進する。
（ア）英検の校内受験を整備し、英語科全体で英語能力判定試験の受験を推し進めていく。
（イ）6月（第一回）英検を高校3年生の希望者を対象として実施する。1月（第三回）英検は全校生徒に呼びかけ、
希望者を対象として実施する。

（ア）中学、高校共に英検の準会場実施を達成できた。高校1年生希望者向けにＧＴＥＣ4技能試験
も実施することができた。
（イ）予定通りに達成できた。

（ア）Ａ
（イ）Ａ

（ア）次年度も継続する。ＧＴＥＣについては１２月１日に高校１・２年生全員に受検させ
る。
（イ）次年度もこの形で実施する。

26 授業計画にそって共通理解の中、生徒の運動能力体力の向上に努める。
（ア）各種目の授業の充実を図る。各集団に合わせた授業計画や展開を工夫する。
（イ）種目を偏らせることなく様々な競技に触れる機会をもたせる。
（ウ）施設の中の問題点を早めに発見し、事故のない授業を目指す。

（ア）各担当が集団の技能に合わせた授業内容を工夫し、満足のいく授業を展開できていた。　（イ）
１時間内の授業集団数の問題などもあり、施設や用具の関係もあったが概ね達成された。　　（ウ）
安全面に関しては十分な配慮ができたが、人工芝などのメンテナンス面は改善が必要。

Ａ
来年度も引き続き、授業の計画や内容の工夫をしていきたい。また、いいものは共有
し体育か全体で実践していきたい。授業において出席、参加できない生徒についての
扱いや人工芝の劣化や付着をどうすべきかは今後の検討材料。

27
新体力テストで優秀校に入れるよう授業内での基礎体力づくりを充実させる。
（男女ともに連続での優良校入りを目指す）

（ア）日常的に新体力テストの種目に合致する基礎メニューを行う。
　　　　（特に本校弱点の種目（握力、ボール投げ、持久走）の継続的指導を行う）
（イ）生涯にわたる健康管理の観点から、バランスの取れた体作りを行う。
（ウ）４・５月に新体力テストを授業中に実施し、現状を理解させ、秋までに苦手種目のレベルアップをはかる。

（ア）普段の授業から、各担当が苦手種目の克服メニューを意識的に授業内容に組み込んだ。
（イ）体力づくりメニューを取り入れるだけでなく、柔軟運動・筋力トレーニングなどもしっかりと行う
ことができた。
（ウ）残念ながら今年度は優良校入りすることができず、取り組みの改善が必要。

Ｂ
男女とも優良校入りが途切れてしまったので、原因を分析し次年度以降につなげてい
きたい。まずは、苦手種目の底上げができるような克服メニューを考案し、実践した
い。（４・５月に授業内で行う記録を基に秋までには記録を伸ばす。）

28
授業だけでなく日常生活での挨拶など、礼節を重んじる姿勢を身に付けさせ
る。

体育の授業のみならず日常の生活で生かされる礼節を身に付けさせる。
（服装・あいさつ・態度の徹底）

授業の開始時、終了時には必ず整列・挨拶を徹底することができていた。しかしながら、体操着や
ハーフパンツの忘れ物が本年度も多かった。

Ｂ
礼節については、今まで通り徹底していく。体育の授業だけでなく、その他の授業にも
つながるような意識を身につけさせる。また、服装・身だしなみ・態度・忘れ物について
も繰り返し各担当が訴えていく。

29 生徒がお互いにすすんで協力、助け合うことを身に付けさせる。
（ア）運動技能の修得過程を互いに協力して行う教材の工夫
（イ）運動能力だけの評価にならないよう生徒の観察・指導を行う

（ア）それぞれの集団の運動技能が違う中、各担当が工夫をして技術向上につながるようなメ
ニューを思案したり、ヒントを与えたり、生徒同士が互いを思いやり、高めあう環境づくりはできた。
（イ）授業の態度や準備片付けの積極性、クラスメイトへの対応や声掛けなど多方面から観察する
ことができていた。

Ａ

それぞれの授業集団の特徴を早く把握し、その集団に合うメニューの考案をする。そ
れを部会などで発表し、よいものは共有していく。人間関係などで授業に参加できない
生徒の対応。特に女子に関しては、どのようにしていくのかが個々に違うのでそれぞ
れが不利益にならないようにマニュアルなどが必要。

30 教科書の上から、自らが実践に移せるように知識の定着を図る。

（ア）より身近な具体的問題として認識し交通安全への配慮の実践
（イ）地球環境保護の実践（節電、ゴミの分別・減量）
（ウ）自己実現の方法を理解し実践させる（人生の目標作りの手助け）
（エ）運動だけでない体作りの基本（食事・睡眠）を理解させ実践させる
（オ）日常生活における健康への意識を高め自己健康管理を実践させる
（カ）AEDの使用法をマスターし、人命救助への知識と行動力を養う

授業を通じて各項目の内容を自分の実生活の健康づくりにシンクロさせ、フィットさせていくことは概
ね出来たのではないかと思う。２年生はＡＥＤの実習や環境問題のレポート作成などより、自らの健
康についてだけでなく、他人や地域の健康についても

Ｂ
２年生にはＡＥＤの実習や環境問題のレポート作成があるが、１年生にも同じような課
題をやらせていきたい。

31 生徒が常に生活者としての問題意識を持ち、積極的に参加できる授業作り。
（ア）グループデイスカッション、発表を通して、各自の考えをより深める。
（イ）高齢者福祉施設の見学（高校1年）を通して高齢者との関わり方について考えを深める。

家族・家庭、高齢社会の分野においてグループデイスカッションを取り入れた。高齢者施設の見学
は日程の問題、引率の都合で実施できなかった。

B
来年度はもう少しグループデイスカッションのやり方を工夫して活発な意見交換の場と
したい。高齢者施設の見学を実施の方向で計画したい。
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32
実技・実習を通して生活力を身につけ、協働の力を育めるように働きかける。
また、ものづくりの喜びを知らせる。

（ア）食生活・調理実習の充実（作業時短の工夫、実習の評価）
（イ）衣生活　高校・エプロン製作（ミシン縫いの基礎を身につけ調理実習で活用）
（ウ）住生活　高校・住宅物件の読み取り
（エ）保育　　高校・子どもの成長・発達を具体的にとらえる工夫
（オ）中学技術分野・情報モラルとメデイアの活用

実技・実習については衣・食・住・保育の分野において可能な限り実施できた。中学技術は情報分
野のプログラミングについて特に充実した指導ができた。

A 中学のクラス数が増えたので実習室の活用計画をより細かく立てる必要がある。

33 実習室の整備、食中毒、けがの防止。
（ア）備品の整備、点検、補充。
（イ）調理実習室の衛生管理。

実習室の整備・点検・補充は各実習の終了ごとに不備のないように進めることが出来た。食中毒、
けがの発生もなく無事終えることもできた。

B 授業以外の調理室の生徒の利用についての管理の徹底を図る。

34 生徒が主体的になり、音楽的な活動に参加することができる。

（ア）単元によって発表の機会を与えることによって、他人に見せるためのプレゼンテーションやクオリティを考え
ながら取り組むよう伝える。
（イ）教師は、生徒自ら考えるきっかけになる発問をし、それ以外はなるべく見守るようにする。
（ウ）生徒が活動に参加しやすいよう、動線を考えた座席の配置、活動範囲を音楽室及び体育館ステージ等具体
的にイメージしやすい場所を使用するようにする。

　授業公開週間を利用し、生徒が日ごろ取り組んでいる音楽活動を発表する場を設定した。日程を
明らかにすることで単元の見通しを持つことができ、それに合わせた練習を進めていったり、生徒
同士で話し合ったりして、授業を進めていくことができた。

B
　演奏曲目の選定では、生徒の意欲を引き出すと共に、生徒の実態に合った曲目を
選ぶ必要がある。また、授業時間数を考え、生徒がじっくり練習していくことのできる環
境づくりに取り組んでいく。

35 生涯において音楽を愛好していく心情を育てていくことができる。
（ア）様々なジャンルの音楽を聴いたり演奏したりすることで、多くの音楽文化に触れる機会を作る。
（イ）器楽では、基本的な奏法に加え、その奏法を活用した楽曲を紹介したり楽譜やコード等基本的な知識につ
いても覚えられるような内容にする。

　本年度は、主に北米、欧州の音楽を題材に取り上げて授業を行った。様々な音楽のジャンルや、
その成り立ち、歴史やジャンル同士の関係を知ることで、よりその音楽に対する理解を深めていくこ
とができた。
　器楽では、演奏するにあたって 低限必要な楽譜、階名、音符の知識を実践しながら習得するこ
とができた。

A
　限られた授業時間の中で多くの音楽に触れていくことは難しいことだが、その中で
も、歌唱、器楽、鑑賞とまんべんなく音楽と触れ合うことができた。次年度はさらに
様々な音楽に触れることができるよう課題設定を考えていく。

36
音楽の基本的な知識、技能を習得し、音楽文化についての理解を深めていく
ことができる。

（ア）身近な楽器を演奏したり、短い曲を作曲したりすることで、自然に音楽の基礎知識に触れるようにする。
（イ）楽譜に記載されている音楽記号を、出てくるたびに紹介したり、説明したりする。

　キーボード、ギターの演奏を通じて五線譜、タブ譜等の読み方を覚えることができた。合唱では、
大譜表のどの部分を読めば自分のパートが歌えるのかということを覚え、楽譜を目で追いながら楽
曲に取り組んでいくことができた。

B
器楽や声楽において、体験をしながら基本的な音楽的知識を得ることができた。次年
度は、それを継続してさらなる定着を図っていく。

37
多用な表現技法や素材に触れることで、生徒の美術に対する苦手意識を取り
払い、将来にわたって美術を愛好していけるような授業研究を行う。

（ア）生徒の興味関心を集めるものは何か、事前にアンケートを取って調査して適宜授業で取り入れ、一年間の
後に再び調査を行い、どれだけ興味関心が深まったか計測する。

（イ）同じ絵画でも、使う画材によって異なる表現になることを意識させ、多様な画材や素材を用いる。
（ウ）評価基準を写実的に表現出来るか否かなど一つの基準とせず、生徒の創意工夫や制作中の試行錯誤の
過程も評価の対象とし、他者と比較するのではなく、自分の制作に集中出来るような声掛けを行う。

アンケートを行ったことで、生徒の興味関心の方向性を探ることが出来た。また、多様な表現の作
品を紹介したことによって、写実に偏りがちな年代の生徒の意識を多方向に向けることができた。
他者と技能を比較して優劣をつけるのではなく、互いの良さを認め合い他者の良さから自身が学び
取り制作に取り入れるよう声かけを行ったことで、意識が徐々に変わりつつあるよう見受けられた。

（ア）B
（イ）B
（ウ）B

優劣をつけるよりも個々の持つ個性をいかに引き出していくかを主眼に指導を行って
きたが、それでもこの年代の生徒たちは他者と自身を比較して喜んだり落ち込んだり
する姿が見られた。平面ではなく立体などの作業的な制作では比較的自身の制作に
集中する場面も多くあったので、教材選定により気を使っていきたい。

38
鑑賞活動に力を入れ、他者の意見に耳を傾け、互いの価値観を尊重し合い、
多様な考え方や見方があると気付けるような工夫を行う。

（ア）なるべく毎時間の冒頭に5分鑑賞を行い、美術には多様な表現があることを感じさせ、さらに作品を観て言
葉を発するという行為に慣れさせる。
（イ）生徒同士で行う鑑賞については、互いの良い部分を伝え合うようにして、互いの作品の個性や良さに気付
き、相互理解に繋がるような方法を取る。
（ウ）過去の美術作品だけでなく、現代の美術作品や開催中の展覧会などの時事的な話題を取り入れ、生徒の
興味関心を引くとともに、美術が過去のものではなく現代のものであると意識させる。

５分間賞では、その時々に制作しているジャンルの作品を見せたり、過去の美術作品を元に現代の
映像作家やアニメーターの制作した動画を一緒に見せたりなど、技法的な参考とそれ自体を楽しむ
ことの二方向で行い、生徒の興味関心を引くことが出来た。５分鑑賞や生徒相互の鑑賞に対しては
好意的な意見が多く、一つの楽しみになっていると言う生徒も多かった。

（ア）B
（イ）B
（ウ）C

作品を見て自由に感じ考え、意見を言うことに徐々に慣れ、それを楽しみとする生徒も
増えてきた。今後はそれを他者と分かち合って、相互理解につながるような活動も取
り入れたい。また、授業者の見学した芸術祭やトリエンナーレの模様を一部のクラスで
見せたところ、あまり反応が良くなかったためやめてしまったが、今後は現代アートの
面白さも授業を通して伝え、日常にアートがあるという認識を持たせていきたい。

39
美術室や準備室の整理整頓を行い、教室環境の改善に努め、道具や備品を
より使いやすく、生徒が授業に集中出来るようにする。

（ア）美術室や準備室の棚を整理して、何の道具がどれだけあるのか把握し、壊れた道具や消耗したものについ
ては廃棄処分し、授業に使える道具類を整備し、教室内に適宜配置する。
（イ）棚やスペースにラベリングなどを行い、部活動の道具や作品、授業の道具や作品を分けて、道具を部員や
生徒が自ら使いやすいような教室にする。
（ウ）落し物や紛失物がないよう生徒の持ち物に確実に記名させ、皆で共有して使っている道具についても大切
に扱うことを意識させる。

美術室や準備室の不要品を処分して新たに備品を購入し、棚や箱を使って美術室を使いやすい空
間にすることが出来た。また、卒業生の作品を整理して、現役生の授業作品や美術部の生徒の作
品を教室内に展示することが出来た。落し物や紛失物は殆ど出なかった一方、傷が残ってしまうな
ど机などの備品や道具類があまり大切に使われなかった部分があり、意識の徹底をすべきであっ
たと反省している。

（ア）B
（イ）B
（ウ）C

美術室の机に傷がついてしまったことは、反省すべき点である。片付けの時間に余裕
がなくなり、慌てて片付けるような時もあったため、備品や道具を雑に扱ってしまうなど
の行為が見られた。時間にゆとりを持ち、道具に対して丁寧に扱えるような認識を持
たせていきたい。

40
生徒一人一人の好奇心を高め、社会のリーダーとして人材育成に必要な情報
機器を表計算による統計処理や情報整理、プレゼンテーションによる表現の
道具として適切に活用できるように育成する。

（ア）中学までの習得状況に差があるので、全体のスキルの底上げができるよう丁寧に説明する。
（イ）小中の学習を基礎に、身近な事例をもとに情報に関する応用力を育てる。
（ウ）全体的イメージを図版やイラスト・アニメーションを用い興味を持てる学習に心がける。

ワープロ、表計算、プレゼンテーションについては、実習を通じて、技術の習得ができた。 B
実習の内容について、ブラインドタッチなど、英語科や、他教科と連携できる内容の構
築をしていきたい。

41
情報の収集・処理・表現を通して広くコミュニケーション能力を養い情報社会に
積極的に参画する態度を育てる。

（ア）情報の収集、処理、発信の基礎的知識の習得およびマナーとルールを周知させ、法律についても触れる。
（イ）法律については実例についても取り上げ、何が問題なのかどのように対応すればよいのか考えさせる。

情報機器を用いた時のマナー違反、や法律に触れる内容について実際のニュースを見ながら解説
ができたが、疑似体験などを行うことができたら、より興味と理解を深めることができたと考えられ
る。

B
インターネット上で起こる様々なものについて、疑似体験などをおこなえる、アプリケー
ションの利用も検討したい。

42
教務課として教務課員が全員共通認識を持ち、教育活動を円滑に推進できる
ように組織力を強化する

（ア）教務課として行う業務内容を可視化し、常にだれがどんな業務を行っているのか把握できるようにする。ま
た、お互いに業務の進捗状況を確認し合えるよう「報告・連絡・相談」を徹底する。
（イ）時間割作成などチームとして行う業務については、役割や業務内容の采配を工夫し、業務内容の目的・完
成像・作業方法を共有することでチームとして有機的に機能できるようにする。

（ア）概ね達成されている。担当者への「報告・連絡・相談」をさらに密に取れればミスが防げ、よりよ
い業務が遂行できたと思われる。
（イ）采配について、もう少しきめ細かな指示が出せれば、さらに教務課員全員が気持ちよく能率的
に業務を進行できたと思われる。

（ア）　Ｂ
（イ）　Ｃ

（ア）担当者に任せっきりにならないように進捗状況や留意事項をこまめに伝達するこ
とで改善を図りたい。
（イ）事前に業務のシミュレーションを行い、誰にどのような指示を出せば能率的に作
業ができるかを考え、臨機応変に指示が出せるようにしたい。

43
教務課から全教員への周知事項を徹底し、全教員が共通認識を持って教育
活動を行ない、教育活動の円滑な推進を図る

（ア）定期試験の実施方法やルールなど、全教員が共通認識を持つため明文化したものを作成し、その時期に
応じて随時情報発信を行うことで、全教員が共通認識を持って教育活動を行えるような体制を整える。
（イ）常に新任の先生の目線で、いつ・どこで・何を・どのように教育活動を行うのかを明確化できるように教務課
から全教員に情報を発信する。

（ア）概ね達成されている。ただし、情報発信の方法がメールでの一方的な発信となっている。
（イ）新任の先生の目線でという点において十分な達成ができなかったが、いつ・どこで・何を・どの
ように教育活動を行うのかの明確化は概ね達成できた。

（ア）　Ｂ
（イ）　Ｂ

（ア）情報発信については、メールや校務システムで随時行っているが、一方的である
ため、どのような情報を発信したかの対話的な発信も念頭におきたい。
（イ）新任の先生の目線でという点を忘れずに、必要な情報を発信し、教育活動が確
実に行えるようにしたい。

44 家庭学習の実態を把握し、学習習慣の向上を図る。
（ア）年間2回以上、生徒の家庭学習状況の変化を比較分析しやすい日程を選び、調査を実施する。
（イ）調査の結果を分析し、それをもとに改善や向上のための策を教科や学年に提案する。

（ア）試験の影響のない日程を2回選び、調査ができた。調査用紙のマークシートの読み取り精度に
問題があった。
（イ）調査の結果分析より、生徒の取り組みが「一夜漬け」的になる傾向があることがわかった。分
析を公表し、各教科指導の対策に活かしてもらうようにした。

（ア） Ｂ
（イ） B

（ア）（イ）来年度より高3年以外にClassiが導入される。システムを有効に活用すれ
ば、学習状況もきめ細かに調査できるようになることが期待される。高3年にはClassi
が導入されないため、その他の学年の調査とどのように並行して実施していくのか検
討する必要がある。

45 新しい緑風塾のあり方について具体的な計画を立てる。
（ア）現在行われている「学び学」「人生学」について、生徒の取り組みや達成感，成長の様子を分析する。
（イ）生徒がより主体的・能動的に学習活動に取り組める、新しい緑風塾の具体的な実施案を作成する。

（ア）各学年の緑風塾担当者で検討会を開き、昨年度までの生徒の取り組みや評価を振り返り、今
年度の緑風塾の内容を検討し、修正を加えながら進めた。
（イ）大学入試に活動報告書・ポートフォリオが関係する可能性のある高1年生より、自らテーマを決
め、問題解決していく探究活動の時間を増やす方向に軌道修正した。

（ア） B
（イ） B

（ア）（イ）校内の会議でも緑風塾に探究活動の時間を増やしていくことに対しては多く
の賛成を得ているが、まだ本格的に取り組んだことのない学年の先生たちにとって
は、指導に際しての不安が残る。丁寧な説明をして、動き出す素地を作っていきたい。

46 海外派遣・受入れの精査と充実
（ア）ホストファミリーの確保と受け入れ事業の安定化
（イ）緑城育華学校・JWACS・UWA・南開中学との交流
（ウ）AFS・国際交流基金からの留学生の受け入れ

（ア）ホストファミリーバンクの登録者数は、例年と同じくらいで安定している。
（イ）緑城は4月に受入れ、11月に派遣を実施した。またJWACSへの派遣は今まで以上に積極的に
行動することができた。UWA、南開中学の受入れは今年度は先方の理由で実施できなかった。
（ウ）AFS生、国際交流基金の生徒ともに積極的に交流をすることができた。

(ア）　B
（イ）　C
（ウ）　A

（ア）できるだけ多く、ホストファミリーバンクへの登録者を募る。
（イ）UWAの受入れプログラムを実施したい。
（ウ）来年度のAFS生へのサポート体制を充実させたい。国際交流基金生徒は、現
在、いないので、次期留学生を本校に迎えたい。

47 英会話を学べる機会を確保するためのSGT等の充実 4月の下旬から、SGTとして、ALTの英会話講座設置と宣伝 2人のALTの先生が積極的に英会話指導を実施してくれた。 A SGTの形をとるか個別の形をとるか判断をして、更に充実した体制を作りたい。

48 中・長期留学生へのケアの充実
（ア）ALTによる中・長期留学生の日本語指導
（イ）中・長期留学生への月1回のインタビュー

（ア）今年度は、外部の指導者を確保したので、実施しなかった。
（イ）確実に実施することができた。

A
（ア）外部の日本語指導員が確保できない場合は、ALTの先生に協力を仰ぎたい。
（イ）中・長期留学生へのケアを充実させる。

49 スケジュールの視覚化と業務の共有 全校公開における国際交流課作成の文書の共有 課員と情報を共有することができた。 A 仕事分担をしっかりと実施していきたい。

50 生徒の自主性、主体性の育成を目指した生徒指導
（ア）生徒会ボランティア局への指導と支援により、生徒の自主制・主体性を育む
（イ）生徒会活動・部活動の活動や大会・発表会のアナウンスを積極的に行い生徒会・運動部員による自主的活
動を奨励する

（イ）運動部員による、挨拶運動、清掃活動等行った。サッカー応援、野球応援を通して生徒の団結
力を高めることができた。

B
・サッカー、野球応援はもちろん、その他の運動部の試合日程等を連絡し、応援を呼
びかける。

51 学校生活における基本的生活習慣の改善のサポート

（ア）ルールの可視化・明確化、風紀委員による呼びかけ運動をより活発に行い、生活習慣の改善を促す
（イ）登校指導による交通指導・声かけ運動の継続、学校周辺の見回りにより、学校生活に対する基本的生活習
慣の基盤と、安全を確立する
（ウ）静地研・校外教育連盟等を通じた、他校・外部団体・警察との連携体勢を構築する
（エ）風紀委員による朝礼での呼びかけ活動を行う

（ア）年度当初ルールをクラス掲示しルールを明確にした。制服の着こなしについてイラスト入りの
掲示物を作成し分かりやすくした。
（イ）正門や学校周辺に立ち交通安全等呼びかけた。
（ウ）外部団体との情報交換を行った。
（エ）風紀委員長による毎月朝礼での呼びかけ、風紀委員によるクラスでの呼びかけを行った。

B
・Classi導入に当たって、携帯電話の使用条件（ルール）の見直し。
・良い基本的生活習慣の徹底。
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52 健康生活に必要な自立的態度と健康増進を図る習慣の育成 健康診断及び日常の観察により、生徒の心身における健康状態の把握と健康管理上必要な指導・助言の実施
・各種検診や健康調査を活用して、個別指導をおこない管理に努めた
・薬学講座熱中症予防教室を通して生徒の健康意識を高めルことができた

Ａ
・生徒健康診断の更なる受診率の向上
・事後受診率の充実
・貧血検査。薬学講座の全校実施

53 感染症の予防及び対策
インフルエンザ等の感染症流行時期に備え、毎月発行する｢保健だより｣やポスター掲示、生徒保健委員会活動
等を通じて等啓蒙及び予防措置の実施し、発症生徒の減少を目指す

・ 毎日｢感染状況｣を掲示し、毎月｢保健だより｣を通して、生徒ならびに家庭・保護者へ感染症の知識と
予防対策の周知をおこない、学級閉鎖を1クラスに止めることができた。

Ｂ ・インフルエンザ・感染症の流行時における組織的対応の充実

54 教育相談の充実
「心の健康状態調査」｢生活アンケート｣実施等により、生徒の心の状態を理解し、教員間で連携をし情報共有を
行い、生徒対応につなげて問題解決を図り、問題をかかえた生徒数の減少を図る

・｢心の健康状態調査」において、継続調査が必要な生徒に対し、｢個人面接｣を実施
・情報共有の面では保健室と学年部との情報交換に努めた
・カウンセリングに関しては1件あたりのカウンセリング時間の増加が顕著でカウンセラーの増員が求め
られる

Ｂ ・｢こころの健康実態調査｣の効果的活用と学年部、教員間の更なる連携

55 学校施設の日常時・非常時における防災安全体制の構築

（ア）新しい地震防災・災害応急対策計画（地震対策マニュアル）の運用
（イ）防災倉庫内の整理
（ウ）周辺町内会・ヤタローなどとの防災協定の模索
（エ）一斉メールの利用促進も含めた、災害への対応
（オ）日常生活の安全を図るための、校内ハザードマップの修正
（カ）訓練の充実などによる上記条項の教職員・生徒への認識徹底

（ア）概ね達成されている。
（イ）概ね達成されている。
（ウ）概ね達成されている。
（エ）一斉メール登録に関して、完全ではない。
（オ）概ね達成されている。
（カ）概ね達成されている。

（ア）Ａ
（イ）Ａ
（ウ）Ａ
（エ）Ｂ
（オ）Ａ
（カ）Ａ

（ア）国から新しい指針が示された時点で改訂が必要となる。
（イ）賞味期限の切れた水をどこまで保管しておくか、考えなければならない。
（ウ）地域防災会議を毎年開く。
（エ）一斉メール登録率を100％にする。クラッシーの活用を探る。
（オ）結露を予見し、警告を出したい。
（カ）今一度、防災に対する危機意識を高めたい。

56 公共心・ボランティア精神の育成、校舎内外の保全、美観の維持

（ア）生徒環境委員会の運営
（イ）構内外の清掃計画の指導と、清掃用具の補充
（ウ）ロッカー・机・椅子等の管理
（エ）職員室・教科資料室の整備

（ア）概ね達成されている。
（イ）概ね達成されている。
（ウ）概ね達成されている。
（エ）年度末を待たなければならないが、概ね達成されるはずである。

（ア）Ａ
（イ）Ａ
（ウ）Ａ
（エ）Ｂ

（ア）生徒の自主的な活動を促したい。
（イ）さらに質を高めたい。
（ウ）さらに質を高めたい。
（エ）さらに質を高めたい。

57 テスト分析力の向上とフィードバックの仕組みの構築
（ア）学年部を主とし、可能な限り他学年所属の教科担任も参加したテスト分析会を実施する。
（イ）ベネッセハイスクールオンラインの個人ID取得とファインシステムの活用を促す。
（ウ）模試の振り返りと教科担任面接のために進路カルテを作成する。

・模試分析会は、学年部主導で予めベネッセにテーマを伝えた上で実施した結果、参加者の主体
性が向上した。事前に全体に呼びかけることで他学年所属の教科担任の参加も見られた。
・Ｃｌａｓｓｉを導入することもあり、ハイスクールオンラインの個人ＩＤ取得は飛躍的に進んだ。

Ｂ
・ファインシステムの活用は、進路部所属教員以外はあまり活用が進んでいない。三
者面談前などには活用を促す。
・高１、高２生の進路カルテの活用促進が課題

58 大学入試改革に対応した進路指導計画の改善・充実
中高教育改革中期計画策定委員会の中期計画を具体化するための進路行事やテ
ストなどシラバスの改善事項の洗い出しを行う。

・大学入試共通テスト試行調査（プレテスト）への積極的な参加、国語と数学Ⅰ・Ａを受験
・Ｊａｐａｎ　ｅ－ｐｏｒｔｆｐｌｉｏの運用開始と２０２０年入試改革への対応として、ベネッセＣｌａｓｓｉの導入を
推進
・英語４技能化への対応として英語科と協力しＧＴＥＣの導入推進
・小論文講座の見直し
・夏休み明けの課題テストの見直し

Ａ
・２０１９年の高２向け「高校生のための学びの基礎診断」の情報収集
・３年間にわたる小論文対策の体制構築
・引き続き大学入試共通テストの動向調査

59 教養科学科に相応しい志を高める進路指導計画の実践

（ア）初期指導や年度始めの時期の指導充実のため、進路部の持つ進路シラバスに基づき「自学自習」「自調自
考」を促すような企画、第一志望を目ざすモチベーションを維持させるような進路部主導の企画を提案する。
（イ）学校全体としての取り組み、学年部・他分掌との連携、系ごとの進路指導の工夫など、様々な場面で進路実
現に向けたサポートを行う。
（ウ）大学との連携（出張講義や大学見学など）

・文理選択判定のための機会を１回増やし、自分の人生について考えるよう促した。
・ＳＧＴ進路講座において、学年部、教科の協力を得て、模試対策講座を実施。
・２年生１月には、学年部の協力を得て、保護者印の入った「第一志望届」を提出させ、モチベー
ション維持に努めた。
・高１キャリアガイダンス、進路ガイダンス、高２進路ガイダンス、保護者向け進路講演会、高３大学
合同校内説明会、県内国公立大学校内説明会、静岡県立大学見学会、県大出前授業等の進路行
事を実施。

Ａ

・１年次、進路ガイダンスや文理選択等で将来への動機づけの機会を準備している
が、そこから自学自習へどう繋げるか学年部や教科と丁寧に検証し改善する余地あ
り。
・大学見学の回数を増やすなど、進学意識、学習意欲を持たせる工夫が必要。

60 進路シラバスに基づいた進路行事、進路指導の実施。
（ア）学年部と連絡を密にして進路行事を効果的に実施するとともに、効果の検証や振り返りを行う。
（イ）他分掌との連携をはかり、外部機関との協力のもと確実に実行する。

（ア）概ね達成されている。行事を実施するともに、振り返りを行うことで改善点を見つけることがで
きた。
（イ）教科との目的の共有化という点で不十分な点があった。

（ア）Ａ
（イ）Ｂ

（ア）各行事の改善点を確実に実施する。
（イ）年度初めに行事や静学テストの目的を共有する機会をもつ。

61 大学進学の数値目標を達成する。
（ア）学年部と連携し、補講系ＳＧＴを効果的に実施する。
（イ）サテライン講座などの外部教材を活用する。
（ウ）教科担任面接のための進路カルテを活用する。

（ア）概ね達成できた。ただし、教員間の温度差もあり、すべての生徒にとって恩恵があったとは言
えない。
（イ）サテライン講座については生徒の満足度も高く、効果的に使うことができた。
（ウ）クラスにより活用度の差が大かった。

（ア）Ｂ
（イ）Ａ
（ウ）Ｂ

（ア）クラス間、学年間、教科間の差を少なくしていく。
（イ）外部教材は内部の教員が参加してこそ活用される。教員による参加・活用を呼び
かけていく。
（ウ）Classiを上手に活用し、生徒情報の共有化を図っていく。

62 大学入試改革への対策を行う。
（ア）入試改革の情報を収拾する。
（イ）中高教育中期計画策定委員会の答申を具体化する。

（ア）概ね達成できた。
（イ）従来から実施しているものの延長の部分が多いため、概ね達成されている。

（ア）Ｂ
（イ）Ｂ

（ア）入試改革に対応する行事・カリキュラムの実行
（イ）答申に示された内容について、さらに具体化していく。

63
静岡県「ICTを活用した教育」推進計画を参考に、法人の新高校整備計画・情
報セキュリティ基本方針・インフラ整備提案依頼書などに従った情報システム
を構築する。

（ア）新インフラの環境整備
　　　生徒の授業用ＰＣ・タブレット2クラス分以上整備をする。
（イ）AppleＴＶの設置整備
　　　普通教室で使用できる教員を10名以上にする。

（ア）コンピュータ教室のデスクトップ48台を新機種に、初代iPad40台はタブレットＰＣ40台に、さらに
ラップトップＰＣ40台を追加して、合計128台を新たに整備できた。
（イ）AppleＴＶを普通教室で使用できる教員が10名以上になった。

Ａ
2020年1月にWindows 7のサポートが終了となるので、プリンタは来年度中・教員使用
のＰＣも再来年度までに新しいものにする計画をたてる。

64 ICT環境の整備をし、各々の情報を活用する能力を高める。

（ア）成績データの管理
　　　確認することが出来るような一覧表を作成する。
（イ）研修を20回以上実施する
　　　機器活用のための情報をメールなどで発信していく。

（ア）SchoolPad上で各自が設定した一覧を見ることが出来るようになった。
（イ）希望する先生方にＷｉｎｇＢｉｒｄ・Ｃｌａｓｓｉ・上記新機種の研修を直接行う事が出来た。

Ｂ Ｓｃｈｏｏｌ Pad　と　Ｃｌａｓｓｉ のデータ連結や移行をスムーズにする。

65 図書館を利用しやすくするための環境の整備

（ア）本の貸し出しシステムの保守整理と書架の配置改善
（イ）配架の工夫（利便・密度）と書架増設、展示スペースの整備
（ウ）図書館蔵書の充実（年間1500 冊の書籍購入／雑誌の精選購入）
（エ）情報検索用のPC類の整備と利用促進、旧iPadに代わる端末の選定・導入企画

(ア)PCの延命改修は完了。書架配置改善についても検討を終え、年度末に移動の予定。
(イ)書架増設、展示スペースの整備も完了。図書貸出数、利用延べ数も例年並みを確保。
(ウ)1500冊を超える書籍購入（発注済を含む）、雑誌の精選も進めることができた。
(エ)検索システムの更新を検討中。旧ipad代替は教科情報が整備した機材活用へ。

(ア) Ｂ
(イ) Ａ
(ウ) Ａ
(エ) Ｂ

(ア)NDC順配列の保守について、図書課教員と図書委員の一層の活用。
(イ)書架改良、掲示版の増設などを計画している。
(ウ)図書課だけでなく図書委員の主体性をＵＰし、より良い選書を目指したい。
(エ)検索システムと、館内PCのOSバージョンアップ。コンビニマルチコピー機を活用し
たプリントアウト方法の確立。

66 読書リテラシー、資料活用のための情報リテラシーの育成

（ア）新１年生図書館ガイダンスの実施（４月中）
（イ）緑風塾や授業（グローバルヒストリー、保健体育、情報教養テクノロジーなど）との連携、各教担当員との連
携による図書館授業の充実、活性化
（ウ）静岡新聞＋日経テレコン、朝日新聞記事DB、Japan Knowledge等、オンラインデータベースの利用啓発と活
用促進
（エ）レファレンスサービスの充実、パスファインダーの整備

(ア)新入生向けガイダンスは滞りなく完了。
(イ)緑風塾での利用、図書館授業の充実も進んでいる。（2月末時点で190時間／昨年220時間と数
字の上では減っているが、作業効率が上がった影響もあるものと思われる。）
(ウ)オンラインデータベースついては、職員へのマニュアル提供など利用啓発を推進できた。
(エ)レファレンスサービスは経験を重ねつつある。パスファインダーについては継続検討している。

(ア) Ａ
(イ) Ｂ
(ウ) Ａ
(エ) Ｂ

(ア)図書館利用ガイダンス以外で、NDC、オンラインデータベースなどの啓蒙。
(イ)図書館授業の内容充実へ向け、より効果的な関わり方の検討。
(ウ)教職員への啓発（利用促進、意義浸透）。
(エ)パスファインダーの準備段階として、進路指導も兼ね、ジャンル別リストの整備。

67 生徒図書委員会活動の発展支援
（ア）図書委員会活動（図書館業務補助、広報、文化祭など）を通じ自主的に本に関わる生徒の活動を後押しす
る
（イ）図書委員会による推薦図書の選書、読書啓発活の推進

(ア)新着本（表紙コピー）のアピール展示など、自主的に取り組める裁量枠が広がり、中心メンバー
が活発に動けるようになってきた。2年生に関しては、POP作成の他、データベース活用の掲示にも
チャレンジを始めた。
(イ)12月のアドベントブック企画など、啓発活動は活発化している。

(ア) Ａ

(イ) Ａ

(ア)展示、掲示の充実の他、委員会生徒の選書依頼の推進。アクティブな委員の規模
拡大。
(イ)展示、掲示の他、放送など啓発活動の通年化、恒常化。

68
図書館利用活性化のための広報活動と利用者の１０%増
（前度業務報告書資料統計参照）

（ア）「図書館のお知らせ」等での新着図書の紹介、読書啓発（ホームページ掲出）
（イ）保護者会、説明会、一日体験授業などでの図書館開放
（ウ）ＳＧＴ等との連携による講演会、ブックトーク、ビブリオバトル等の企画・実施
（エ）小冊子「図書100選」の改訂

(ア)「図書館のお知らせ」発行も順調。展示スペース、デジタルサイネージ整備など進展した。
(イ)図書館開放では、受験生、保護者とも、新着本の多さなど概ね良い評価を得られている。
(ウ)SGTとしての打ち出しこそ実現しなかったが、ブックトーク、ビブリオバトルも順調に開催。
(エ)「図書100選」についても、3月初旬現在校正作業に着手しており、年度内に納品の予定。

(ア) Ａ
(イ) Ａ
(ウ) Ｂ
(エ) Ａ

(ア)展示、掲示、デジタルサイネージの運用定着。
(イ)中高生に読ませたい本（＝内容）の充実と、展示、掲出（＝広報）の質の向上。
(ウ)図書館企画への生徒誘引と参加増、活性化。
(エ)「100選」改訂版をもとに、情報図書館の意義浸透をはかる。

69 教員自ら授業に対する検証を行い、授業改善を図る。

（ア）授業評価、担任アンケート、保護者アンケートに基づく教員全体研修を実施し、必要に応じて管理職面接を
実施する。
（イ）公開授業週間、研究授業を実施する。その際可能であれば、外部識者を招聘し、授業の講評をお願いす
る。

（ア）授業評価、担任アンケート、保護者ンケ―ト、それに基づく教員全体研修は確実に実施できた
が、管理職面接については実施できていない。
(イ）本年度は公立の管理職経験者による外部支援教員をお願いし、研究授業の指導、教科研修会
を実施。授業公開週間も例年通り実施できた。

（ア）Ａ
（イ）Ａ

（ア）授業評価、担任アンケート、保護者アンケートを実施している以上、そこから考え
られる課題について検討し、その対策を考えなければならない。
（イ）大学入試改革に伴い、次年度も外部支援教員を招聘し、授業改善に努める必要
がある。

70 他校訪問の呼びかけ、様々な校外研修について紹介する。
（ア）教科ごとの他校での授業参観企画を促すとともに、資質向上に資する校外研修を紹介、あるいは自主的研
修を奨励し、研修内容を年度末の教員全体研修で報告。
（イ）他校の授業参観については管理職に相談し、紹介を請う。

他校訪問は実施できていないが、教科の専門性を高めるべく積極的な外部研修参加が微増した。
また、必等と思われる外部研修については、私学協会主催ものや県教委主催のものなどに複数参
加し、年度末に校内で教員全体研修を実施し、その場で研修者に報告してもらった。

Ｂ
他校訪問はなかなか一教員では実現が難しいので、教科主任、部課長の希望を事前
に聞き、それにふさわしい学校を管理職などに相談して選定し、年度当初に年間計画
をたてておいたほうがよい。
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71
SGTの外部講師講座は、新しい講座を多く設けるようにし、体験を通して学ぶ
ものから学術的なものまで広く提供するように努める。

（ア）体験学習型の講座を多く設置し、公的な作品発表の場を用意する。
（イ）宗教学を含む人文学講座を新たに開設し、命について考える機会を設ける。
（ウ）大学や研究機関、地元の知識人・有識者の出前授業を積極的に企画・活用する。
（エ）学校外で受講する講座も積極的に取り入れる。

(ア)農業体験講座を通年で実施し、清沢の棚田での活動が静岡新聞に複数回掲載された。
(イ)計画は立てたが実現していない。但し農業体験講座で命を紡ぐ米について学ぶ機会を得た。
(ウ)静岡県立大学名誉教授の数楽講座や千葉科学大学教授のスキンケアの講座を実施した。
(エ)静大工学部主催する機械工学体験セミナー参加者を募集し、12名が参加することとなった。

C

(ア)田植えまでの参加者は多いが、以後少なくなる。活動内容に工夫が必要である。
(イ)Stained glassやイコンなど芸術系分野の開講することから始めたい。
(ウ)謝礼・交通費がなるべくかからない講座を考える必要がある。
(エ)特別授業期間中の講座については公欠の扱いについて考える必要がある。

72
SGT内部講師講座は、授業の枠を超えた分野の教養系講座をなるべく多く設
置し、生徒の授業以外の学びを支援するように努める。

（ア）JMOOCの新規講座が出ていないか点検し、対応可能な先生がいるかどうかを学び支援課で検討し、教科
を通さず直接打診する。
（イ）やる気のある生徒を発掘するため、教室案内をカラー印刷とし、少人数でも対応する。
（ウ）放送を使った生コマーシャルによる宣伝、SGT blogでの情報発信を活発に行い、参加への勧誘を行うと同
時にSGT掲示板を積極的に活用する。

(ア)Classi導入を踏まえ高校1年部で積極的に新講座への参加を呼びかけ担当者を決定した。
(イ)教室掲示用チラシは全てA4版カラーコピーとし、特色系講座は少人数でも実施した。
(ウ)放送を使ったコマーシャルを使いSGTに対する理解を深め、活動はBlog SGT レポートを活用
　し積極的に情報発信することに努めた。

A

(ア)来年度からは新高1にも積極的に参加を呼びかける必要がある。
(イ)教室掲示のみならずClassiを活用した生徒への参加呼びかけを考える。
(ウ)授業の合間にBlog原稿を作成しているが、十分時間が確保出来ず発信が遅れが
ちである。

73 一貫の生徒が6年間通じて参加出来る講座を設置する。
探究系の内部進学者で英検2級を取得した生徒が引き続きEnglish Campに参加出来るようにEnglish camp
Teaching Assistantを開設する。

夏・冬の2回にわたる中学生対象のEnglish campに連動して実施し、探究系の高校生が6名以上参
加し、英語によるコミュケーション能力の育成に努めた。

A
探究系の高校生だけではなく、海外帰国子女及び語学留学経験者も加え、より充実し
た講座になるよう参加者の間口を広げる必要がある。

74 教育棟1Ｆ普通教室改修工事の円滑な実施

（ア）4月中に工事内容の決定を行い、設計業者と契約を行う。
　　　　・設計業者と打合せを行い、実施可能な案を総務委員会へ提出し、承認を受ける。
（イ）来年度の使用開始に間に合うようにスケジュール調整を行う。
　　　　・3月末までに工事を完了し、使用出来る状態にする。
　　　　・工事による音や振動により授業等の妨げにならない様にスケジュール調整を徹底する。
（ウ）教室改修により発生する問題の調整を行う。
　　　　・各担当部所と調整を図り対応する。

（ア）スケジュール通りに工事内容を決定し、総務委員会の承認を受ける事が出来た。
（イ）基本的に音や振動が出てしまう工事の為、授業の迷惑となってしまう事があったが、出来る限
りのスケジュール調整は行った。また入試等学校行事の妨げにならない様に11月末日までを工期
とし、予定通り完成させることが出来た。
（ウ）細かな問題の調整など迅速に対応し、大きな問題となることなく工事を行うことが出来た。
以上の事から目標は達成できたと考える。

Ａ 教室の過不足について中長期的に検討を行い対応していく必要がある。

75 財務状況の改善（計上済み予算の削減を図る）

（ア）計上済み予算であっても、事業の重要度及び優先度を再確認し、実施の是非を検討する。場合によっては
事業の見直しや次年度以降へ繰越を行い支出の削減を図る。
（イ）見積合わせ等の実施を徹底し、支出の削減を図る。
（ウ）積極的に補助金や助成金などに申請を行い、収支の改善を図る。
（エ）今年度定員未充足25名分の収入減に相当する25,000千円の削減を目指す。
　　※削減額の25,000千円は事業活動収支改善と資金収支の施設・設備関係支出削減を合わせたものとする。

（ア）計上済み予算を再度精査し、緊急性の無いものについては翌年度予算へ計上するなど見送り
を行った。
（イ）見積合わせの徹底に努め、見積合わせを実施しないものについても可能な限り値引き交渉を
行った。
（ウ）予算で見込んでいない補助金の申請を行った。
以上の実施により平成29年度決算見通し（1月実績現在）では達成の見込み。

Ａ
収支黒字化を目指し、経費削減の取組みを継続していく必要がある。
選択と集中を行い、必要なものについては積極的に実施していく。

76 学務関連業務の適切な運用、業務効率化の促進。

（ア）学納金収納・返金業務の安定的運用
（イ）学務全般に関する業務の効率化
（ウ）就学支援金・給付金・授業料減免に関する作業手順の整備
（エ）業務マニュアル整備による、個々の業務（内容・質・量）の把握・分析

・学納金業務担当に異動があったが、順調に引継ぎがされて遂行されている。
・就学支援金・給付金・授業料減免については、担当職員３名が業務を習知し、作業手順に沿って
順調に実施されている。私立中学校等修学支援実証事業は申請後、年度末を迎えても連絡なし。
・学務担当と入試広報担当が、双方の業務に協力的である。

A

・延滞者の減少。　県や企業の奨学金の活用。
・私立中学校等修学支援実証事業の手順確認。
・入試広報作業（資料セット組等）は期限があるため優先度が高く、量が多いためかな
りの人手と時間を費やしている。丁合機導入により改善を図りたい。

77 中学・高校入学定員の確保。　そのための提案の具体化。

（ア）スクールバスの３路線の運行
（イ）目安点の検討
（ウ）探究系単願の評価点の基準を設け、探究系単願の増加を目指す
（エ）進学塾巡り
（オ）広報活動
（カ）説明会企画・運営

・単願者について、昨年158名から今年は173名に増加した。併願者手続き前ではあるが、定員確
保が望めると予測している。
・マークシートのアンケートを分析。本学受験を決める時期は夏休み前が多いことから、早い時期で
の広報が重要である。地区個別相談会は単願受験の割合が高い。塾主催説明会への参加。

A

・スクールバス等検討事項は継続。
・「学校案内」作成時に、校長・副校長・教頭と随時確認を行う。
・アンケート結果を踏まえ早期広報活動の実施。個々の生徒との面談機会増。
・HP更新のための情報収集。

内　　　　　　　　容 評　価　理　由 達成度 次年度への課題

生徒・保護者・教員の満足度調査をきちんと分析し課題を明らかにする

➀生徒・保護者の満足度は高い。満足度調査の結果は明らかである。
②教員の満足度が一番低い。どの学校もその傾向があるが、どこに満足度の低さがあるのか、そ
の点が問題である。

１　満足度は平均して高い。しかしより満足度を高めるための評価の分析をきちんと
し、低い事柄については具体的施策を建て実行する。

1 「中高教育改革中期計画策定委員会」を設置し、校長の諮問に答申する

➀校長補佐が赴任し、副校長と共に協力し検討を進めることができた。
②すべてを十分に検討できたわけではないが、一応速やかな答申ができた。
③議論は真剣に意見交換をしながら進めることができた。

A
１　速やかに実行していく。課題はたくさんあるが、より重要度が高い事柄を協力して
実施する。
２　答申があった改善課題を共有しすること、自分がおっていく責任を持つこと。

委員会から答申された「中期計画（案）」を具体化していく

➀答申の後スピード感をもって具体的改革案が作成された。
②改革案の内、すぐに対応できるものの内いくつかを年度内に改善できた。 １　絵に書いた餅にならないためには、実践し完成させること。一つ一つを実現するこ

と。

授業、特色ある６つのプログラム、特別活動等全ての教育活動を通して「三つの土台」を育てる ①三つの土台を培うという方針は徹底できている。
②SGT､インターナショナルプログラム等積極的な活動が見られる反面、もっとプログラムの意味･重
要性を教員が理解し取り組まなければならないものもある。

１　常に意識して実施し、振り返りもしっかりすること。
２　プログラムの担当を明確にし、自信をもって皆に広報する発信源となる。

2 教育理念の徹底により、生徒・保護者の満足度を高める 校是「孝友三心」を養うとともに、「静岡学園宣言」に示された教育を確実に実施する

①孝友三心は校是であり､これからも受け継いでいきたい。よく言葉は飛び交うが､まず教員が実践
すべきである。
②「静岡学園宣言」の趣旨も了解されているが、同じ姿勢での指導がなされていない。

B １　静岡学園宣言を自信を持って語る教員を多くする。

満足度調査を引き続き行う

①満足度調査はきちんと行っており､生徒･保護者の満足度は高い。またどの点に問題があるかも
把握できる。この結果をどの様に活かしていくかが課題である。 １　満足度調査は、教員の評価が一番低い。その事実を分析し対応策を取る。

（１） 学力

豊かな知識と考える力を基盤とした問題解決力（問題発見力、解決方法を見つけ出す力、自己の考えを
伝え納得させる力）を育成する。

①授業の中で工夫されているものもあるが十分ではない。
②図書館を活用し調べ学習等行う人は少しずつ増加している。プロパーな司書教諭が必要。
③緑風塾の中で課題解決的な取組が新たに始まった。

A
１　「主体的・対話的な深い学び」の方法はまだまだである。まずはこの指導方法に対
する理解を十分すること。
２その指導方法の確かなことを教員が理解し確信すること。

グローバル社会に必要な多様性、協働性、コミュニケーション力、ＩＣＴ活用力を育成する ①多様性を認める、協調性を持つ､それぞれ大切なことだが学校という小さな社会でさえ十分でな
い。学級経営や､行事更に部活動等で一致団結できる力を養いたい。
②ICT教育も待ったなし。活用能力を高めると友に､光と影の部分を十分教えたい。

１　多様性、協働性、コミュニケーション力がより必要になってくる。教員がまずそのこ
とを実感として共通理解っすることこそ大切である。
２　ICT教育は、生徒は受け入れやすい。教師の努力によってかなり高度な知識・技術
を身に付けること可能。

3 新時代に対応できる「生きる力」を育成する 読書量の向上に努める

①読書ノート、図書館便り、図書館での展示の工夫等を通してつい死んできている。
②教職員一人ひとりがいつも生徒に語りかける姿勢が大切である。

１　教員一人一人が様々な場所で読書、本、について語る。感想、推薦図書等
２　図書館だより、あるいは図書館の入り口にクラス別の月別、累積の読書量を掲示
するなどクラスごとに競わせてみるのも良い。

（１） 人間力

学校行事、生徒会活動だけでなく様々な社会参加活動に参加し、自主性、社会性、協調性を身に付ける ①文化祭、体育祭、修学旅行などの行事においては一定の成果を上げている。
②社会参加活動については一定の興味･関心の強い生徒に限定されている。
③どの様な活動があり、どの様に有益かを情報としてもっと提供し宣伝すべきである。

B
１　行事の企画運営をもっと生徒たちに任せていく。
２  ASV活動を盛んに行う。まずは教員の担当をつけ、生徒を動かす。

集中力、行動力、リーダーシップなどを育成する

①行動力、リーダーシップの育成は学級活動や生徒会活動を利用し行っている。
②トラブルもあるがその問題を克服して､これらの力は育成される。
③余裕があればリーダー研修会などもかいさいできるとよい。

1　まずは生徒会の活動を整えること。生徒会総会、学級委員長会等の活動の実現
２　リーダー研修会を実施する。

思いやり、気配り、寛容、謙虚、しなやかさなど豊かな人間性を育てる

①一番難しい課題かもしれない。ストレス社会だからこそこのような能力が必要となる。
②中高生の時代に土台として養いたい。失敗や傷つくことを恐れるあまりつながりを求めようとしな
い生徒もいる。逆に期待ばかり多くつまづく生徒もいる。

１　生徒の良い所を意識的に教師がほめること。教員集団として行う。
２　学級経営の問題でもある。どのような人間関係の学級にするのか話し合わせる。

教員、職員は現状に満足することなく、教員あるいは職員として自己の専門力を高めるよう積極的に研
修する

①生徒に成長をうながし自己成長の努力を行わない教員は真の教員でｈない。
②研修は充実している。しかし、外部へ出る研修は一定の教員だけが希望した派でない。確かに仕
事が忙しすぎる教員はなかなか研修に出ることが出来ないの０が現状である。

１　「中長期計画策定委員会」から提案された年代別等の行内研修の充実が期待され
る。
２　年間10人（延べではなく実質）以上の教員が課題研修を行う。それを共有する。

4 教職員の資質の向上を図る

教員は生徒の授業評価を謙虚に受け止め更に質の高い授業改善を図る。特に、知識と共にその活用・応
用力を身に付けるためのＡＬ等能動型の授業について研究・実践する

①生徒は適正に評価していると思われる。教員はまず評価を真摯に受けとめ、生徒が何を評価何
を評価していないのか分析し改善に資するべきである。毎年同じ評価の者がいる。
②新しい学力の3要素、主体性、論理性、表現力を高める学習方法、指導方法は多く研究され始め
ている。どんどんチャレンジして欲しい。

B
１　生徒・保護者による評価を続ける。管理職はそれをもとに教員と面談をする。
２　「主体的・対話的な深い学び」の授業研修をまず、教科ごとに行う。全体研修で教
員を生徒にして模擬授業を行う。

新！静学の6年間の歩みを検証し、また、グローバル社会に求められる「生きる
力」と大学入試改革に対応するための本校教育の今後の中期計画の策定をす
る。
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職員は、自己研修に励むとともにミスのない安心できる事務運営を行う。また、事務室は学校の顔であ
ることを忘れず外来者に丁寧な対応を心がけること

①特に大きなミスもなく事務運営が行われている。時々教員との間に行き違いがあるが互いの立場
を理解し合って欲しい。
②事務室の雰囲気は､仕事の効率や訪問者への学校の評判にも大きな影響があるので､これまで
以上に丁寧･親切な対応を笑顔でしていただきたい。

1　監査の指摘で止むを得ないものもあるが防ぐことができるものは同じ失敗をしな
い。課長の下できちんとチェックすること。
２　自分が忙しければ他の人の仕事の事は考えられないのが普通。でもそれを超えて
ほしい。
３　電話、外来者への笑顔、明るい声での対応を１００％意識して実施すること。

授業中における集中力と最低限の家庭学習習慣を全教員で身に付けさせる学力＝（意欲・関心×集中力
×学習時間）

①生徒の実態に対応して授業を進める必要がある。しかし、授業の姿勢は明確に教えるべきであ
る。一部に運動部だから、・・・だから居眠りも仕方ないという考えの人がいるがおかしい。
②家庭学習の状況は教科担任は把握できるはずだし､担任も常に気をつけなければいけない。集
中力のある授業と家庭学習は欠かせない。

１　教員は授業のプロである。生徒に感動、驚きを与え好奇心・興味・関心をもって主
体的に授業に参加する授業方法を各自研究・実践する。
２　一方で生徒の指導も必要である。生徒の学習状況を常に把握し、時には褒め、時
には厳しく指導する必要がある。

5 真の文武両道を目指す教育の実践 部活動を教師も生徒も言い訳にしない。させない

①中学校も高校もこの姿勢は受魚婦担当者だけではなく部活指導者にも浸透してきている。
②ただし、実態は、部活動で疲れて、あるいは忙しくて時間がとれないという良いわけをするものも
いる。

B
１　将来スポーツ、文化芸術の分野で働く人間も教養が必要ない職業はない。教養と
考える力、集中力を高めるためにも部活を言い訳にさせない。

「学生の本分は学ぶことにある」、「学習することは当たり前」の考え方の下に、授業担当者、部活指
導者とも文武それぞれの意義を認め、互いを尊重し校長方針を全うする

①部活生徒、加入していない生徒関係なく指導は出来ている。
②試験前の部活動、部活動の活動時間等｢委員会」で真剣に協議して欲しい。

１　全教員が部活動への理解を深める必要はある。しかし、部活を言い訳にさせない
等部活指導者の自覚も必要である。両方の協力で生徒が生かされる。
２　部活度の活躍を全教職員・生徒が共有する。表彰だけでなく知らせる工夫が必
要。

「部活動の在り方検討委員会」は諮問に対する答申を出す

①遅くなったがようやく委員会が開催され年度内で4回実施できた。忙しい中なかなか時間がとれな
かったが良く努力してくれた。議論すればするほど課題は出てくる。諦めず続けたい。
②30年度前期末答申に向けて議論する中で､実態が十分分かっていないことも多く共通理解を得る
ために調査することもあって良かった。

１　互いの労苦を認め合いながら、どういう方向へ進むべきかを真剣に話し合うこと。
自分の立場だけで物を言うのではなく広く学校方針にある「どのような生徒を育成する
のか」を踏まえ議論を進める。

（１）   入口（定員確保）

中学校は90名確保を今後も継続する。

①結果として99名の入学者を確保できた。きめ細かな対応が功を奏したと考える。
②応募してくる層の底上げや学校方針のり解凍課題もあるが動きながら対応するしかない。 A

１　90名を確保するのは 低の条件である。募集戦略をさらに確かなものにする。
２　本校一貫教育の方針ヴィジョンを理解する児童をしっかり確保すること。

6 入口（定員確保）及び出口（大学進学）の確かな保証 高等学校は、360人の定員を確実に確保する

①中部の生徒が減る中、公立高校の学級数は減らず苦戦の年であった。
②精力的な募集活動や広報活動と友に生徒が頑張っていることがよい宣伝材料にもなった。
③決して安心できる状況ではないので､教育内容の差別化特色化はもちろん募集戦略も進歩させ
たい。

1　定員確保は益々大変になっている。募集担当者はもちろん教職員全員が危機感と
定員確保の意識を共有すること。これが第一である。
２　単願者の確保は重要な定員確保の要因だが、部活動の割合が多い。部活動の貢
献はありがたいが将来の学校の姿を考え、どのような生徒を確保するのか明確にし
一致して努力すること。

（１）   出口（大学進学）

国公立大学合格100名、早慶上理、関関同立、GMARCH100名以上を目指す

①現役生徒国公立合格　73名、難関私立大学合格73名、過年度生国公立　14名、難関私立大学
32名　計国公立87名、難関私立大学105名であった。
②センター5教科が少ないという課題を抱えながら 後まで生徒･教員がよく頑張った。

A
1  2017年度の進路実績の結果の要因をよく分析し、その良い要因を引き継ぐ。
２　既にスタートしている生徒の進路実現に対する意識をさらに高める。
３　 初から強化を絞るのではなく、センター5教科受験者を増加させる。

生徒・保護者の進学満足度80％以上を目指す

①出口についても満足度は80％以上である。 1　進路に対する意識付けを出来るだけ早期にする。安易な方向に流れることのない
よう丁寧な進路指導をする。
２　生徒も教師も集団としての進路実現のモチベーションを高める。

３クラス体制での中高一貫教育の教育方針・教育計画を明確にする

①策定委員会の議論でも先を見通した確かな指針が示されていない。
②3クラスであればより多様な生徒が集まり、教育内容も多様な内容を企画できる。 １　中高一貫教育のビジョンを明確に示し実践することに 大限努力する。

２　多様な生徒に対応できるカリキュラムを示し、一人一人を伸ばす。

7 中高一貫教育の充実 学校全体で中高一貫教育の良さを生かした教育の実践に努め成果を出す

①一貫の良さは先取り教育だけではない。多様な体験をさせることができ、また、一人一人にじっく
り寄り添い教育ができる。
②中学校の教員と高校の教員の間で、一貫教育に対する理解の差がある。

A
１　これまでも多様な体験プログラムを実施してきたがより魅力あるプログラムを用意
する。
２　高校と同じくクラッシーを導入し 大限活用し効果を認めてもらう。

グローバル社会への対応、大学入試改革に対応できる力を身に付けさせる

①教養科学の樹を通して社会を見る目や探究的活動など大学入試改革が求める力を育成できる。
②ケンブリッジ英語は4技能を養うのに有益であり今後が楽しみである。
③3クラスにしたのでもっと多様な生徒を入学させ交流させることが大切になる。

１　現在実施しているプログラムを確実に実施させる。その上で一貫教育の良さを生
かすプログラムを開発する。
２　英語の4技能を育てるプログラムをさらに進め英検準2級を全員の目標とする。

90名定員確保の為の募集活動を工夫し、確実に定員を確保する

①本校の中高一貫教育の良さをよく見える形で広報する。中学校での体験の機会を多くする。
②一貫教育で育った生徒の成長を見てもらう。
③中学生からのクラッシーの導入を決めたが、使い方を工夫し良さを理解してもらう。

１　生徒の協力を求め、生徒による児童たちの体験授業を実施する。
２　効果的な本校中高一貫教育の魅力を伝える子法活動を実施する。
３　クラッシーの将来性を伝えると共に、実際の活用状況を見てもらう。

全教職員が現在の中高の財務状況を正確に把握し、課題を共有すること

①財務状況を知らない教員が多い。また、いたずらに心配したりしている。
②全教職員が学校を背負う意識を持つよう責任を持たせそれぞれの役目を自覚してもらう。 １　財務状況を知らせると共に、頑張れば好転する可能性が高いことを自覚させる。

２　一人一人が前向きに頑張ろうという雰囲気を作り出す。

8 健全財政に向けた努力を継続する 引き続き生徒定員確保を必達目標とする

①募集活動を若い教員にも率先して桂冠させることが肝要である。高齢者だけでは魅力がない。
②今年度中高共に定員を確保できた意義は大きい。しかし、今後さらに難しくなる中、募集戦略をき
め細かく寝る必要がある。

A
１　中堅教員、若手教員を積極的に募集・広報活動で活躍させる。
２　一日体験事業をさらに魅力あるものとする。特に授業の工夫をし、アップさせる。
３　ホームページを広報の窓として一層良いものにし活用する。

中長期の教員数の適正化計画を尊重しながら、教育力を落とさない採用を実施する

①今年度は新しい教員の採用よりは、突然の退職の補充という意味で採用した。十分な採用のた
めの時間がなく良い教員を確保するのは難しかった。
②若い教員が育っている。その意識を高める研修を充実させ、力をつけてほしい。

１　年度当初から採用計画を立て将来性の高い教員を採用する。
２　採用計画をしっかり見直し、人件費率を目標に向け下げる。ただし教育の質を下げ
ないように教員一人一人の自覚を促す。

適正な人件費比率にするために、各種手当て、教員の持ち時間数を見直す

①適正配置の計画が十分でない。数の問題だけでなく教育力を落とさない計画が必要。
②努力・能力を評価し、成果主義ではなくその姿勢を評価したい。手当の見直しは必要だがなかな
か着手できていない。

１　持ち時間数を見直し全員が負担を負う覚悟をする。しかし、室は絶対に下げない。
２　教職員のモチベーションを上げ、やりがいを感ずる評価制度を作成する。
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