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 （ 県立鴻巣女子高等学校 ）

（１）自立した女性の育成

（２）スペシャリストの育成

１学力向上と授業改善
２主体的な進路実現を支援する指導の充実
３特別活動と生徒指導の充実
４開かれた学校づくりの推進

年
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２

３
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ほぼ達成(８割以上)
概ね達成(６割以上)
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
６名
生徒
７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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※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。
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評 価（２月１日現在）

現状と課題

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

学力向上指針である「授業５原則」「CLEAN
THE TABLE」「朝読書」が浸透し、生徒は学
習活動に落ち着いて取り組んでいる。今年度
は、生徒の主体的な学習意欲を高めるため
に、基礎基本を重視した「分かる、伸ばす」学
習指導を更に推進する。

(1)効果的な
学習指導に
よる、学習
意欲の向上
と自主的な
学習時間の
増加

①学力向上指針を徹底し、積極的に学習に取り組もうとす
る生徒を増加させる。
②「朝読書」に関する新たな取組を実施する。
③完全下校時刻を徹底し家庭での学習時間を確保する。
④授業公開週間等、教員の学び合いを充実する。
⑤県の事業等を活用し、様々な指導方法に取り組む。

①「授業 5 原則」「CLEAN THE
TABLE」にしっかり取り組む生徒の割合
（85％以上）
②「朝読書」に積極的に取り組む生徒の
割合（80％以上）
③家庭学習を毎日する生徒の割合
（60％以上）
④⑤授業改善に関する生徒ｱﾝｹｰﾄ結果
による本年度成果と前年度比較

①「授業５原則」概ねしっかり
取り組む割合 92％「CLEAN
THE TABLE」概ねしっかり取り組
む割合 92％
②積極的に取り組む割合 89％
③７月調査 53％、１月調査 48％
④学び合いの一助に授業見学票
を用いる ⑤中学時より学習理解
が進んだ割合 80％

普通科では特色化を図るために従来の取組
を充実させるとともに、生徒の活躍の場を広げ
て、充実感や達成感を身につけさせる。

(2)普通科の
特色化と充
実

①特別活動や地域との連携等で活躍の場を設定し、達成
感や自己肯定感を向上させる。
②各種補習や資格取得に向けた指導を充実させる。

①生徒の活躍の場の設定
②補習時間の増加及び各種検定合格
者の増加

①１学年でソーシャルスキルトレー
ニングを実施
②補習時間は昨年度同様であっ
たが、丁寧な指導を実施

専門学科ではスペシャリスト育成と高度な
資格取得を図っている。指導力の向上をさら
に進め、専門性の深化と高い検定合格率を維
持する。

(3)専門学
科の充実と
資格取得の
高度化

①県事業等を積極的に活用し指導方法の改善を進める。
②個別指導の充実を図り、検定合格率維持を目指す。

①県の事業への積極的参加と指導法改
善への具体的取組成果
②資格取得に向け意欲的に取り組んで
いる生徒の割合（85％以上）
③家庭に関する技術検定各級の合格率
と三冠王取得者率の高水準維持

①「次代を担う産業人材イノベーシ
ョン事業」や「近未来学校創造プロ
ジェクト」の事業参加のほか、調査
研究の積極的実施
②意欲的に取り組む割合 82％
③家政科学科三冠王 31 名、保育
技術検定１級 28 名、高水準維持

生徒の進路実現が主体的になされるように、
生徒を支援する進学指導、就職指導を実践し
ている。今年度も３年間を通した指導や適切
な情報提供を行う。また、「総合的な学習の時
間」の工夫等を行い、進路意識を高めていく。

進路指導満
足度の向上
と進路実現

①校外での進路説明会等へ積極的に参加させる。
②進路の手引きを様々な機会に活用する。
③個別相談等、個々に進路意識を高める取組を充実させ
る。

①進路意識を高めた生徒の割合
（90％以上）
②進路の手引きの定期的な活用
③進路未決定者の割合の減少

①進路行事に積極的に参加した
割合 81％
②各学年に応じた体系的な進路
指導が進んでいる
③昨年度に比べ減少

特別活動の実施には、多くの生徒が関わり
を持てるように取り組んでいる。その成果があ
り、学校行事に積極的に参加する生徒が増加
している。今年度は学校行事の一層の充実
と、部活動の活性化を図る取組を仕組んでい
く。

(1)生徒の自
主的活動の
充実と部活
動の活性化

①各行事総括やｱﾝｹｰﾄ結果をもとに特別活動の工夫改
善を実施する。
②予算編成を工夫し各活動の活性化を図る。

①学校行事に積極的に参加している生
徒の割合（90％以上）
②部活動に積極的に参加している生徒
の割合（70％以上）
③部活動の活動成果や各種大会等の
実績向上

①積極的に参加する割合 92％
②積極的に参加する割合 72％
③県大会レベルの運動部出場増
加、地域のイベント参加や施
設・中学校への訪問を積極的に
実施

挨拶の励行、身だしなみ指導等を徹底して、
基本的生活習慣は良好に改善してきている。
その一方、悩みや課題を抱える生徒が増加傾
向にある。継続して基本的生活習慣の指導の
充実を図るとともに、教育相談が組織的に行
えるように仕組んでいく。

(2)基本的
生活習慣の
指導と教育
相談活動の
充実

①学校全体で積極的な挨拶を励行する。
②指導の重点目標を定期的に設定し、指導の重点化を
図る。
③時間を守ることの指導を徹底し、遅刻者数を減少する。
④教育相談体制の構築を図る。

①挨拶をしっかりできる生徒の割合
（90％以上）
②身だしなみがしっかりしている生徒の
割合（95％以上）
③遅刻者数の前年度比較
④教育相談に関するｱﾝｹｰﾄ項目の肯定
的回答（70％以上）

①挨拶を概ねしっかりとできる
割合 85％
②身だしなみを概ねしっかりと
できる割合 94％
③昨年度に比べ大幅に減少
④特別な支援を必要とするな
ど、生徒理解を促進する取り組
みを開始

PTA 関連の会議や委員会活動は参加者が
年々増加している。引き続き生徒の成長を促
すような活動となるように改善したり、保護者の
来校機会が増加したりする取組を充実させ
る。また、一斉メール配信を有効活用して、学
校運営の円滑化を図る。

(1)生徒の成
長と学校生
活の充実を
サポートす
る活動の推
進

①従来の案内のほか、ＨＰや一斉メール配信を活用し、活
動を PR、周知する。
②進路見学会、研修旅行、研修会等、内容の検証と改善
を行う。

①ＰＴＡ活動に関するＨＰや一斉メール
配信の定期的活用。
②ＰＴＡ活動の充実と各行事参加者数
の増加

①緊急時対応のほか、学校行
事、ＰＴＡ活動案内など、一斉
配信メールを活用
②各種の活動を渉外部中心に、
改善実施

各種学校との交流や地域催し物への参加、
また、HP の更新や学校便りの地域配布等、
積極的に開かれた学校づくりを行っている。今
年度も取組を充実して、地域に信頼される学
校づくりを推進する。

(2)地域に
愛され信頼
される学校
づくりの推
進

①学校説明会、文化祭、出前授業、鴻女通信の発行等、
様々な機会を利用して学校の特色を発信する。
②地域の小中学校や企業との連携、各種のイベント参加
等、積極的に行う。

①各種取組の参加者数増加
②地域交流に関する生徒ｱﾝｹｰﾄ結果や
取組成果の検証

①学校説明会では個別相談機会
を増やすなど、ニーズに対応
①文化祭の一般来場者数 2200
名、昨年度比増加
②年間を通じて積極的参加
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次年度への課題と改善策

学校関係者からの意見・要望・評価等

学習環境整備に向け、荷物ダイ
エット等、生徒自らが日常的に整
理・整頓できるように取り組んで
いく。
朝読書により落ち着いて始業で
きている。今後は、図書委員を中
心に読書活動の充実を図る。
学習理解の定着を図るため、家
庭学習時間を増加させる。
日常的な教員同士の学び合いを
継続するため、授業公開週間や研
修会を実施する。また、分掌業務
の組織化も進める。
他者理解やコミュニケーショス
キルを高めるため、ソーシャルス
キルトレーニング等を取り入れた
指導を行う。
新学習指導要領への各種対応を
本格化する。
学習意欲向上を図るため、各種
検定受験機会の増加を検討する。
県の事業等を引き続き活用し
て、教育内容の充実を図る。

・多くの評価項目の達成状況が高い結果
になっていてとても良い。
・学力向上や「学びの質」を高める多く
の取組を、今後進めることを期待する。
・現在の学校生活に満足できていない生
徒にできる限り目を向けて、課題解決に
つなげて欲しい。
・良好な人間関係を築くことを不得手と
する生徒が多くなっているように感じ
る。コミュニケーションスキルを高める
取組を継続して実施していく必要があ
る。
・協調学習をはじめ様々な学習方法につ
いて積極的に取り組んでいることは非常
に評価できる。成果の検証を進めて欲し
い。

主体的な進路選択と実現がさら
に促進するように、体系的・組織
的な進路指導を構築していく。

・社会情勢を鑑みながら、生徒自身が適
性を理解して、主体的に進路決定をでき
るように、進路指導をお願いしたい。

学校行事に積極的に参加する生
徒が年々増加している。生徒の参
画機会をさらに増やし、達成感や
自己肯定感を高めていく。
部活動の活性化を促進するた
め、予算編成や環境整備を継続し
ていく。
基本的生活習慣の維持・向上の
ため、全職員共通理解での指導を
徹底していく。
悩みや課題をもつ生徒にきめ細
かな対応ができるように、組織的
体制づくりを進める。

ＨＰや一斉配信メールを活用し
て、学校行事やＰＴＡ活動を周知
して参加者の増加を図る。
部活動やＰＴＡ活動に関する発
信を充実して、ＨＰ内容の改善を
進める。
地域と連携した取組をさらに進
め、本校の現状理解と貢献を果た
し、開かれた学校づくりを推進し
ていく。

・学校行事や生徒会活動が年々充実して
いることが伺える。このことは学校全体
を元気にするように思う。
・悩みを抱える生徒の支援体制づくりを
進めて欲しい。
・登校指導や朝読書の定着により、遅刻
者数が減少していることはとても良い。
・挨拶は社会生活や人間関係の基本であ
るので、引き続き指導をお願いしたい。

・地域の行事参加や連携が図られてい
る。生徒の活躍の場や開かれた学校づく
りを継続して欲しい。
・学校からの各種案内が家庭に届いてい
ないことがあるので、一斉配信メールや
ＨＰを使って周知してくれると良い。
・生徒募集については、本校の特徴や卒
業生の活躍を広くＰＲすることが大切で
ある。

