平 成 ２９ 年 度
目指す学校像

重

点

目

標

学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 県立入間向陽高等学校 ）

「ひたむきに、おおらかに、たくましく」未来を生き抜く心身ともに健全な若人の育成

達
成
度

１授業改善及び学習習慣の確立を通じた学習意欲の向上
２行事等の実践を通じた主権者意識の育成及び自律的・基本的生活習慣の確立
３生徒一人一人に即した進路選択とその実現
４保護者参加と中学校・地域との連携強化による協力支援体制の確立

Ａ

ほぼ達成(８割以上)

Ｂ

概ね達成(６割以上)

※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。

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
５名
生徒
３５名
事務局(教職員)
８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。
学
年
番号

現状と課題

１

・生徒達の授業態度は大変落ち着いており、
集中して取り組んでいる。授業への理解度も
高い。生徒達は、わかりやすい授業とともに
主体的に参加できる「参加型授業」を求めて
いる。教職員はこれらの現状や要望を踏ま
え、生徒の主体的な授業参加と基礎的基本的
な学力の定着を統一させた授業改善が望まれ
る。また、生徒の多様な進路希望を念頭に置
き、大学受験への対応とその土台となる基礎
的な知識や思考力を養成していくことも課題
である。

校
度

評価項目

基礎的・基本的事項を
重視した授業改善の取
組

・考査前の学習には、大半の生徒がよく取り
組んでいるが、日常的な学習の習慣が身につ
いていない生徒も多く、引き続き学習習慣の
確立が課題である。

目

自

己

評

標
具体的方策

方策の評価指標

評価項目の達成状況

・生徒アンケートの結果を踏まえ、よ
り一層興味関心を引き出す授業を創意
工夫し実践していく。また、生徒が自
ら考え、意欲的に参加できる授業を模
索していく。

・生徒アンケートの分析や職員間
の情報交換と共通理解を深めなが
ら、授業改善への課題を明確に
し、様々な創意工夫と実践に取り
組むことができたか。

・引き続き「初期学習指導」を実施す
るとともにし、家庭学習習慣化のた
め、継続的な課題の提示と評価を行
い、生徒自身による学習の振り返りを
促していく。

・「初期学習指導」によって学習
への動機付けができたか。また、
課題や定期考査等の評価と生徒自
身による学習の振り返りにより、
家庭学習の習慣化を検証すること
ができたか。

・科目選択にあたり、進路と結び付け
られるような情報提供と指導を工夫す
る。

・科目選択に関し、生徒に自分の
進路を自覚させながら適切な情報
提供と指導が行えたか。

達成度

・教員間の共通理解と協力体制の確立
（特に服装指導・挨拶励行、時間厳守
について）

・ＳＮＳの使用について、研修会等を実施す
ることで問題の拡大を防止できているが、携
帯電話使用のマナーを含め、引き続き理解を
深め、トラブル防止に取組んでいく必要があ
る。

・朝の登校指導、授業開始時の巡回の
継続
・定期的な頭髪服装指導の実施
生徒一人一人の個性に
即し、人間として望ま
しい資質の伸長を図
る。

・社会生活におけるマナー向上の指導
の一つとして情報セキュリティ研修会
を企画する。
・生徒会部と担任が連携し、生徒会本
部・各委員会が論議を深める等、ＨＲ
を中心とした組織的な運営を推進し、
各ＨＲが行事を創っている意識が持て
るように行事等の企画・提案を工夫さ
せる。

者

評

価

実施日 平成３０年１月３０日

・引き続き生徒アンケートを実施
して、生徒の意識・実態を把握し
ながら、生徒の主体的な授業参加
と日常的な学習習慣の確立に向
け、一層の授業改善が望まれる。
また、生徒達の多様な進路希望を
踏まえ、それらの土台となる基礎
的な知識や思考力を養成していく
ことが引き続き重要な課題であ
る。

・引き続き、参加型の授業となるよう生徒の
要望に基づいて工夫して欲しい。授業が理解
できると楽しい。具体的には、生徒同士が教
えあうことができる場面がある授業等が求め
られる。

・1 年生の初期学習指導は、専門
家の講演の他、各教員が最初の授
業で学習の意味や学習方法を伝え
る等のコンセンサスが形成され定
着してきている。２,３年生におい
ては、生徒の学習意欲向上を目指
した参加型授業・わかり易い授業
への創意工夫が行われている。

・更なる学習意欲の向上・学習習
慣の確立のために、生徒・教員双
方の取り組みが必要である。教員
は、授業の創意工夫と平行して、
日々の授業における生徒評価の指
標を明確にしつつ、小テストや定
期考査の評価を、自らの授業改善
へとフィードバックしていくこと
が重要である。

・登校指導、巡回指導が継続的に
実施できたか。

・日々の校門指導、授業開始時の
巡回指導は今年度も全教員の協力
を得て継続することができた。

・生徒会活動が全校生徒の「参
画」を視野に入れて、原案作成・
提案・実施を組織的に運営できた
か。

係

・今年度も生徒アンケートを実施
し、授業を大切にする雰囲気が定
着し、予習復習をしている生徒が
確実に増加していることが確認さ
れ、授業改善の努力と生徒達の意
識向上により、日常的な学習習慣
が身についてきていることがわか
った。

・生徒の情報を共有に努め、生徒
指導部・担任の連携を強化した。

・効果的に研修会が実施できた
か。

関

学校関係者からの意見・要望・評価等

・共通理解と協力体制ができた
か。

・教員の共通理解のもと、生徒の
頭髪服装指導への理解を広めるこ
とができたか。

現 在 ）

校

次年度への課題と改善策

Ｂ

・引き続き、進路指導部とタイア
ップしながら、科目選択ガイダン
ス等を通じ、生徒の進路意識と学
習意欲を結びつけていくような指
導が必要である。

・１,２年生に対する科目選択ガイ
ダンス等により、多くの生徒が自
分の進路を意識しながら学習に取
り組んでいる。

・挨拶・礼儀など基本的生活習慣が身につい
ている生徒が多く、落ち着いた学校生活を送
っている。

・全校生徒が積極的にかかわる「参加型の行
事づくり」は、全校生徒に浸透している。生
徒アンケートでも「向陽高校の一番の魅力」
について「行事が盛り上がる」が第１位とな
り、生徒の行事への期待が顕著になってい
る。行事をさらに発展させ、よりよいものに
していくために、全校生徒が「全校生徒参加
型」の意味を深め、「参加」から「参画」へ
と発展させていく必要がある。

学

年 度 評 価 （ １ 月 １ ８ 日

・生徒の進路意識は、徐々に高まりつつあ
る。特に進路に関係する科目選択について
は、進路と結び付けながら、学習意欲の向上
にもつなげていくことが大切になってくる。

２

価

・落ち着いた教育環境を維持する
ため全職員の協力体制を維持する
ことが重要である。
・挨拶の励行等、社会生活におけ
るマナー向上を図る指導を継続す
ることが重要である。

・学期始まりに、学年の教員によ
り整容指導がおこなえた。
・年度当初に全校に対してＳＮＳ
の研修会を行い、新入生には、学
年集会で再度研修を実施した。ま
た、「向陽高校をよくする会」で
も生徒会へ携帯使用のあり方につ
いて検討を投げかけ、生徒自身の
問題としてマナーを守るよう指導
した。
・全校生徒が企画の段階から行事
に携われる活動を目指し、向陽祭
での来校者も含めて参加できる企
画等をはじめ諸行事等で「参加
型」を意識した原案作成、諸会議
の運営など生徒会本部を中心に実
行した。

・ＳＮＳ関連の問題は、あらゆる
場面で引き続き指導していかなく
てはならない。特に、新入生に対
して指導を徹底することが重要で
ある。
Ａ

・交通ルールや公共の場でのマナ
ー等、一般の方から悪さを指摘さ
れることがあった
・生徒会の諸行事等の運営、「よ
くする会」での意見交換の準備等
が役員の代替わりで継承されない
傾向がある。生徒間で効果的に引
継ぎができるよう工夫する必要が
ある。また、「参加型」を意識し
た原案作成、運営を発展させるた
め繋がりを意識した「外向き」の
観点を大切にしていきたい。

・授業に参加するためには、予習・復習はと
ても大切なことであるが、目標を持つことに
より、授業に対する積極性、予習や復習の学
習習慣も確立してくる。そのため、将来を考
え、自分と向き合うことを大切にして欲し
い。
・教員の授業づくりに対する努力は、重要で
あるが、協調学習に費やす教員側の準備は、
大変なものがある。生徒が、授業のすぐ後に
とりわけ、復習する習慣をつけることが参加
型授業を創る上で鍵となる。そのために目標
を持つこと、その動機付けが大切となる。

・挨拶がしっかりとできていて気持ちがよい。
大雪の日、校外を除雪してくれた生徒がいて、
自然とお互いに挨拶ができた。挨拶をすること
は、人と人の結びつきをつくる上で大変重要な
ことであり、数年前から進歩している。
・生徒会が SNS 問題、携帯の使用のルールにつ
いて校内にポスターを貼り、注意を呼びかけて
いるが、生徒が、SNS の使用についてそれぞれ
の場面に合わせて対処できるように今後も努力
して欲しい。
・行事の目標をはっきりさせ、たくさんの生徒
が参加できる企画を考え、参加型を意識して取
り組んでいることがすばらしい。
・このように試行錯誤から教訓を学ぶことは、
大切だが、変えることばかりを求めず、みんな
の知恵を集め、自信を持って引き続き取り組ん
でいって欲しい。

・生徒アンケートを受けて、食堂との協議を
行うなど、生活環境を向上させていく取り組
みができている。さらに取組みを発展させる
ため、身近な学校の生活環境の向上につなが
る議論を活発に行う中で、生徒の主権者意識
を育成しく必要がある。

・アンケートや生徒総会での意見を踏
まえて、生徒会として関係部署と協議
できる機会の推進。
・意欲、向上心を高める部活動の推進
と、そのための環境整備の推進。

・アンケート項目を工夫し、その
結果から、生活環境向上の可能性
を多角的に検討し、協議できた
か。
・部活動加入率の維持向上ができ
たか。

・部活動が盛んで８割以上の生徒が３年間部
活動を継続している。

・生徒の進路希望は多様である。より有効な
進路選択の動機づけとなるように、進路行事
の工夫が必要である。
・生徒は日々の授業を基本に、漢検や英検な
どの資格の取得をめざしたり、受験に向けて
努力している。希望する進路を実現するため
にはさらに受験に耐えうる学力･教養が求め
られる。入間向陽高校をよくする会ても自習
室の設置要望が、生徒から積極的に出てい
る。補習体制の充実や学習場所の確保が課題
である。
３
・進路指導にあたっては、様々な進路情報が
必要となる。生徒・教職員・保護者で進路情
報を共有していくことが課題である。

・職業人講話は継続して企画する。社
会人の話を聞くことで将来の職業を意
識させる。また、分野別ガイダンス、
進路見学会を通して上級学校や職業の
知識を深める。
・授業を大切にしながら、スタディー
サポート、模試など各種テストを学力
増進の機会として活用する。また、自
習室を設置し自主的に学ぼうとする姿
勢を支援する。
生徒一人一人を大切に
し、その進路実現を支
援する。

・ＰＴＡ・後援会が中心となり、体育祭やマ
ラソン大会の給水支援、正門前の花植えなど
生徒の活動に直接関わる活動を行い、生徒理
解を深める活動を大切にしている。また、Ｐ
ＴＡ・後援会として生徒会活動・部活動等を
支援する活動を行っていただいて本校の教育
活動が大きく支えられている。上記の活動を
PTA 全体へ広げていくことが課題である。

４

・入間向陽高校をよくする会（学校評価懇話
会）での教員、生徒、保護者、地域の意見交
換は、それぞれの当事者性を持った内容で行
われ、生徒の成長を励ます教育的な場として
機能している。また、学校の現状を多面的に
捉え、相互理解が深まる場となる中で生徒
が、学校の生活環境を改善する自治的な取組
みを育てる場ともなっている。こうした取組
みが生徒の主権者意識を育てることに繋がる
よう発展させること必要である。
・学校説明会(3 回)、中学校訪問、豊岡小学
校との交流など教育活動への理解と信頼を深
める中学校や地域との交流、連携の取組が定
着している。

・面談などを通して生徒理解に努め
る。また、「進路だより」、「ホーム
ページ」、「保護者向けの進路ガイダ
ンス」を通して保護者への情報提供を
行い、家庭と協力して進路指導を行
う。

・本部役員・各委員会委員長と担当教
員との連絡・協議を密にする。このこ
とにより生徒理解を深めた、学校の実
情に基づく取組みができるよう本部・
各委員会の計画立案、実行に係わって
いく。
・生徒を成長させることを中心に意見
交換を行うとともに学校と保護者、地
域の信頼と協力関係を深める運営を行
う。

保護者参加に基づく地
域に開かれた学校づく
りの推進

・事前に協議内容について論点整理を
行い、当日の進行が円滑に行えるよう
取り組む。
・意見交換の内容について生徒会ニュ
ース、PTA 広報、職員会議等で還元す
る。
・中学校、中学生、その保護者へ理解
と信頼を深める学校説明会、中学校訪
問、地域交流の企画・実施。

・生徒が自分の将来について考
え、職業・上級学校についての知
識を深めることができたか。
・進路意識･学習意欲を高め、進路
実現に向けて学習に取り組んでい
けるように、方策の検討･見直しは
できたか。
・生徒の進路への取り組みや学校
の進路指導状況について生徒・保
護者へ十分に情報を提供できた
か。

・学食アンケートの見直し・改善
を実施し、新たな課題も見つかっ
た。SNS 問題への取組みは新しい
取組みであったが、生徒会がこう
した自治的課題改善に向けた取組
みを提起していくことが主権者意
識を形成していくことに貢献して
いる。全校生徒にフィードバック
を行い、取組みを発展させたい。

・生徒の意見を、効果的に反映で
きるよう、アンケート項目を改善
し、学食と協議を重ねた。また、
生徒指導部からの投げかけを受
け、SNS 使用についてルールを守
る呼びかけを行った。
・昨年に引き続き、全校をあげて
部活動加入率の向上を目指し部活
動紹介、勧誘、宣伝活動に取り組
んだ。

・部活動の条件整備の要望に応え
られるように、部活動予算に配慮
して生徒会予算ではまかなえない
部分を引き続き PTA に協力を求め
たい。
・職業人講話で一般的な話しばか
りする講座があった。仕事のこ
と・職場の様子が十分に伝わらな
い内容であった。 目的にそった内
容になるように注意していきた
い。また、進路行事は早めの準備
が必要なので引き継ぎをしっかり
していきたい。

・職業人講話は希望の講座が受講
できるように変更して好評であっ
た。分野別ガイダンス・進路見学
会は。上級学校や職業についての
知識も深まり、進路選択の一助と
なった。
・1，2 学年はスタディーサポー
ト、実力テストを実施。３学年は
実力テストを実施した。希望者を
対象として進路に応じた模試も複
数回実施した。その他、補習や小
論文指導、面接指導も実施した。
また、自習室を新設し、
３年生を中心に活用されている。

Ｂ

・進路の手引きを改訂し、３年次
の進路活動日程が一目で分かるよ
うにした。１，２年生から進路計
画がし易くなったと好評である。
進路だより・ホームページにより
進路情報を定期的に発信すること
もできている。１，２学年は６月
に面談を実施し、１月には進路保
護者会を開き、進学資金の講演を
予定している。
・本部・各委員会の計画立案に、
その委員会の理事と担当教員が組
織的に係わることができたか。
・入間向陽高校をよくする会の意
見交換の内容がアンケート等生徒
の実情に基づき、生徒、保護者、
教職員に還元され、共通理解を深
める取組みが行われたか。
・それぞれ事前に参加者と打ち合
わせを行い論点整理ができたか。
・意見交換の情報がそれぞれに伝
わったか。
・中高連携、地域交流のあり方の
共通理解ができ、効果的な連携・
学校説明会等を実施できたか。

・学食の業者の交代や値段、メニューについて
話し合っていることは様々な点でよいことであ
る。学食で働く人にも生活があり、言わば社会
の縮図に生徒がかかわる環境がすばらしい。大
人との話し合いは、生徒を成長させることにな
る。

・３年生の面接指導はＤＶＤから
講師へと変更し好評であった。今
後も検討したい。スタディーサポ
ートは実力の判定だけでなく生活
習慣や悩みなどを知る手がかりと
なる。生徒指導の面でも役立てた
い。２学年で行う小論文指導につ
いては、内容や実施時期について
改善したい。自習室についてはよ
り多くの生徒が有効に活用できる
ように目を配っていきたい。

・職業人講話や各学年のガイダンスは、進路
への気持ちを高める上で役立っている。引き
続き取り組んで欲しい。
・自習室の設置についてこの場の意見交換か
ら具体化されて学校環境の改善の役に立てて
喜ばしい。
・自習室使用の記名式については、利用のハ
ードルを下げるため検討して欲しい。
・進路については、知らない職業がたくさん
あり、様々な職業を調べガイダンスなどの情
報から、目標を立てることが大事である。じ
っくり考えて進路を決めることが必要。

・「進路だより」は軌道に乗りつ
つある。引き続き定期発行できる
ように努めたい。進路室には信頼
できる進路情報が用意されてい
る。進路情報を自主的に収集する
ために、 進路室の活発な利用を奨
励していきたい。

・本部委員と担当教員とが、諸行
事について連絡を取り合い、計画
から運営まで概ね順調に行うこと
ができた。体育祭、マラソン大会
での給水活動、正門前の花植えな
どの取り組みは定着してきてい
る。昨年度からスタートした挨拶
運動も、保護者が来校するよい機
会となっている。

・給水活動や花植え、挨拶運動は
恒例の活動として定着したようで
ある。これらを通じて保護者の来
校機会が増えたこと、生徒たちと
顔を合わせる機会を多く持てたこ
とは大変有意義なことで有り、来
年度も継続して行けたらと思う。
こうした活動を通じて、役員以外
の保護者にも生徒理解を深めてい
きたい。

・ＰＴＡ、後援会活動にかかわることで生徒
が成長する姿を見ることができて幸せに感じ
る。

・生徒要望アンケートの分析に基
づき、意見交換を行った。意見交
換が授業、進路、行事、施設設備
にまで及び学校の現状について共
通理解を深めることができた。
SNS 問題をどう解決していくか、
食堂のメニューを売り上げ等経営
からも考えること等、生徒も保護
者も教職員も自治的な課題を考え
る有効な場となった。内容も生徒
総会、PTA 広報、職員会議等で報
告され丁寧に還元された。

・生徒アンケートの分析に基づき
意見交換を続けることで学校の現
状と変化を考えることができてい
る。そのため生徒理解を深める貴
重な場となっている。「よくする
会」へのＨＲ代表の傍聴について
もう一歩進めて発言を求める方向
も考えられている。引き続き、生
徒会を中心とした準備を丁寧に行
い、生徒の主権者意識を高める場
として機能できるよう発展させた
い。

・この会での意見交換に参加して生徒集団と
して確かに成長していることを感じる。ま
た、入間向陽高校の生徒のいいところを一般
市民目線でしっかり確認していくことも大切
である。中央委員も発言できるよう運営が改
善されたが、より活発な発言ができるように
なることを期待する。

・学校説明会を４回、中学校訪問
を 6 月、11 月、進学フェアー(7
月、10 月)への参加、入間市教育
委員会が企画する上級学校研究(2
月)への対応を行った。

Ａ

・学校説明会、上級学校研究に
は、本校生の姿を見ていただける
よう企画し、そのことが本校の教
育活動の実際の様子を伝えること
になり、中学生と保護者から好評
であった。入間向陽高校の教育活
動への理解と信頼を広げるために
引き続いた取組みが必要である。

・行事を運営していく中で企画からかかわっ
てくれる仲間も多く充実した活動ができた。
入間向陽高校をよくする会は、生徒会で取り
組んできたことが検証できる場となり、成長
を促された。

