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教務課

指導教諭・進路課、GTPと連携した、授業
改善と学力向上のための取り組みの推進

昨年度は、ICT活用という観点で
アップルTVとiPadを利用した校
地内での授業公開を行った。
また、従前は進路課の業務とし
て実施していたが、今年度より指
導教諭が配置されたため、指導
教諭を中心とした校内での組織
だった取り組みが可能であると
考えた。

①課、学年を横断した組織作りを行う。
②組織で研究テーマを設定する。
③各教科に研究テーマに基づいた教科
指導をお願いする。
④校地をまたいだ参観が可能な、研究
授業日を設定し、研究授業を行う。
A…①②③④
B…④が校地内にとどまった
C…④に至らなかった

進路課が主体となる公開授業週間は行
われたが、本事業についてはまだ始動
していない。２学期以降の取り組みとな
る。

C

教務主体での実施とはならなかった
が、指導教諭のリーダーシップの元、学
校全体の取り組みとして、「指導教諭の
行う公開授業」を中心に総じて①②③
④の達成がかなった形になった。

Ａ

指導教諭配置初年度の実績に基づい
て、指導教諭のリーダーシップの元、次
年度の授業改善の手立てを組織で考え
ていきたい。

進路指導
課

新しい入試制度で求められる学力につい
て研究し、各教科・各課と連携して学力を
高める。

入学時の国公立大学進学志望
者は、８割を越える。しかし、入
学時のスタディーサポートによる
平均正解率は下降傾向にあり
（H30:52.5、H29:52.5、H28:55.1、
H27:59.3、H26:56.3）、学力を高
める工夫がよりいっそう求められ
る。また、昨年度の最終の模試
で偏差値54を超える生徒の割合
は、3年16％、2年23％、1年18％
であった。

国公立大学の合格の基準となる偏差値
54を越える生徒の割合に着目する。
Ａ：１、２、３学年ともに昨年度の割合を超
えた場合
Ｂ：３つの学年のうち、２つの学年が昨年
度の割合を超えた場合
Ｃ：B基準を下回る場合

７月の進研模試で偏差値５４を超える
生徒の割合は、３年２８．８％、２年１
７％、１年２７．６％であった。

B

１１月の進研模試で偏差値５４を超える
生徒の割合は、３年１５．４％、２年１９．
４％、１年２６．２％であった。

Ｃ

入試制度の突然の大きな変更があった
りするなど、教育の現場は振り回される
状況にあったが、来年度からの新入試
に対応できるようしっかりと情報収集を
行い、効果的な対策を引き続きしていき
たい。

厚生課

図書委員会を活性化させ、より効果的な
広報活動や読書コンテスト、特別展示等の
イベントを行うことにより、生徒の図書館利
用を促進し、図書貸し出し冊数のさらなる
増加を図る。(前年比10％増を目指す。)

図書館利用の呼びかけや新聞
の発行、学園祭での取り組み、
新見市立図書館での展示等を
行ってきたが、昨年度は貸出冊
数は伸びなかった。

貸し出した本の冊数が、前年度比で
Ａ:10％以上増加
Ｂ:5～10％未満の増加
Ｃ:Ｂに達しなかった

図書の貸し出し数は前年度の中間期に
比べ減少している。新聞の発行、新高
祭での展示等行ってきてはいるが、貸
し出し数の増加にまでは至っていない。
生徒の希望図書アンケートによる購入
など、生徒の利用を促進するような取り
組みを今後も工夫していく。

C

図書の貸し出し数は中間期と同様前年
度に比べ減少となった。新聞の発行の
他、昨年から引き続き、新見市立図書
館での展示を行うことはできた。 Ｃ

生徒の図書室利用を促進するため、委
員会の生徒と共に考え、取り組みを進
めていく。授業での利用も促進するた
め、教員への働きかけも工夫していきた
い。

１年次

週や長期休みの課題を学年として把握・
調整し、事前に生徒に通知することで、生
徒に主体的・計画的な学習を促す。

週の課題は直前に通知すること
があり、各教科の課題量も調整
が必要なため、生徒は主体的・
計画的に学習を進めることが難
しい状況にある。

週や長期休みの課題を、必要に応じて
調整し、週初めまでに生徒に知らせる。
Ａ　９割以上できた
Ｂ　８割以上できた
Ｃ　Ｂ基準未満

必要に応じて課題の量を調整し、毎週
水・木曜日を目途に生徒に知らせてい
る。
計画的に学習に取り組むことや、その
結果としてできた時間を使って、課題以
外の学習に取り組ませることが今後の
課題である。

B

年度当初設定した「週初めまでに」は難
しかったが，毎週水・木曜日を目途に生
徒に知らせることができた。
担任・副担任の先生を中心に，主体的・
計画的に学習するよう呼びかけを行っ
た。

B

主体的・計画的に学習に取り組むこと
や、その結果としてできた時間を使っ
て、課題以外の学習に取り組ませること
が依然として今後の課題である。次年
度は、自主課題の設定なども検討して
いきたい。

１年次

総合的な探究の時間において、小論文・
ディベート・スピーチ活動、主権者教育を
計画的に実施し、生徒の思考力・判断力・
表現力等を育成する。

昨年度実施の反省を踏まえ、各
種取組をさらに充実したものにし
ていく必要がある。

生徒にアンケートを実施し、総合的な探
究の時間を通して、思考力・判断力・表
現力等が向上したと回答した生徒の割
合で評価する。
Ａ　８割以上が肯定的回答
Ｂ　７割以上が肯定的回答
Ｃ　Ｂ基準未満

小論文・ディベート・スピーチ等の活動
は、10月以降実施予定である。

－

「非常に」「だいたい」を合わせた肯定的
回答は91.1％であった。

A

今年度高めた力を次年度のＧＴへ生か
していきたい。

国語科

新テストに向けて、科内研修を５回以上行
い，研修内容を授業に反映させる。

各自が校外研修に参加したり，
新テストに向けた授業を実施し
たりしているが、連携して取り組
むことは十分にできていない。

A　研修を５回以上実施。
B　研修を３～４回実施。
C　研修を３回未満の実施。

新テストに向けた科内研修を２回実施
した。また、授業や定期考査、校内模試
等にも新テストを意識した内容を取り入
れ、科内で情報を共有している。 B

新テストに向けた科内研修を５回以上
実施した。
新テストを意識した授業や、考査・模試
での作問についても科内で協議や共有
を行うことができた。

Ａ

入試改革だけでなく学習指導要領の改
定やそれにともなう教育課程の変更も
あり、科内の研修や情報共有は例年以
上に行うことができた。今後も続けてい
きたい。

地歴公民
科

ＩＣＴの活用などによるわかりやすい授業と
効果的な発問により、確かな学力の定着
を目指す。生徒の思考力を向上させ、問題
解決力を伸ばす指導を行う。

生徒の教科への姿勢は、地理歴
史・公民科の目指す、思考・探究
的な学習ではなく、暗記的な側
面を強く印象付けたものになって
いる。

生徒に対して行う授業アンケートにおい
て、「ＩＣＴの活用などによりわかりやすい
授業となるよう、工夫されているか」、「効
果的な発問により、思考力を育成する授
業となるよう、工夫されているか」という
項目を設け検証する。
Ａ：「非常に満足している」と「だいたい満
足している」が
９５％以上
Ｂ：「非常に満足している」と「だいたい満
足している」が
９０％以上９５％未満
Ｃ：Ｂに満たない

１学期の授業アンケートでは、９５％以
上の生徒が「満足している」と回答して
おり、教科担当者が目標としているねら
いは生徒にとっては良いものとなってい
ることがわかる。共通テストでは、今ま
で以上に「思考力」を問われる出題が
増えることが予想される。授業内容とと
もに、定期考査等の出題においても、よ
り工夫が求められると考える。

Ａ

１学期と２学期に実施した授業アンケー
トでは、「ＩＣＴの活用などによりわかりや
すい授業となるよう、工夫されている
か」、「効果的な発問により、思考力を
育成する授業となるよう、工夫されてい
るか」という質問に対して、どちらも９
５％以上の生徒が「満足している」と回
答している。 Ａ

地歴公民科の授業に対する生徒の満
足度が高いことが分かった。ＩＣＴ機器の
活用、効果的発問による考えさせる授
業の実現などが有効に作用している結
果であると分析する。今後も各種研修
会への参加、授業見学などを通して指
導力の向上に努めて行きたい。

学
校
経
営
目
標

１　知識・技能の確実な習得と、思考力・判断力・表現力を育む教科指導の工夫
２　主体的に社会に貢献しようとする使命感と実力を兼ね備えた生徒の育成
３　学校と家庭、学校と地域、校地間、学科間の連携・協働をふまえた教育活動の推進
４　本校教育活動とその魅力を内外に伝える広報の展開
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数学科 思考力、判断力、表現力を育む教科指導
力を高めるために、教員が教員向けに大
学入試問題の解説を行う研究授業を行
い、指導法について意見交換会を行う。

教員が個別に指導方法の向上
に向け研鑽しているが、他の教
員からの評価・意見をもらう機会
が少ない。

A：１年間に１人２回授業を実施し、１回
目の課題を２回目で改善し、指導力の向
上が見られた教員が5人中、4人以上い
た場合。
B：教員3人が向上が見られた場合。
C：B基準未満の場合。

１学期で５人の教員全員が研究授業と
意見交換会を行うことができた。他の教
員の指導方法は大変参考になった。

B

現時点で５人中４人の教員が２回の研
究授業を行い、いずれも指導力の向上
が見られた。準備や時間の確保など大
変な面も多いが、指導力の向上のため
に役立つ取り組みとなった。 A

教員が教員に対して授業を行うという形
態は、新たな気づきが多くあった。ま
た、記述問題でどこまで理由を記述す
べきかなど、指導上の留意点を掘り下
げて議論することができた。来年度以降
も継続していきたい。

理科

自然の事物・現象に対する関心や探究心
を高め，目的意識を伴った観察，実験を行
う。

科学的に探究する能力と態度を育て，自
然についての理解を深め，科学的な自然
観を育成する。

一般に現代っ子は自然体験が乏
しいと言われるが本校生徒も例
外ではない。

いずれの講座も生徒の既習事項
の習熟差が大きい。また、主体
的に学ぶ姿勢が十分とは言えな
い。

校内ICT環境が一定程度整備さ
れた。

(1)観察、実験、ICT活用によるシミュレー
ションなどを活用して生徒の自然に対す
る関心を高め，理解を深める工夫をす
る。
(2)学び合いなどの能動的な学習場面を
取り入れる、各授業に振り返りの時間を
設けるなどして理解を促す。
上記(1)(2)を
A：単元当たり3回以上
B：単元当たり2回
C：単元当たり1回以下

(1)観察、実験、ICT活用によるシミュ
レーションなど、それぞれの場面で工夫
がなされ、計画どおり、またはそれ以上
に進んでいるところである。今後も継続
する。

(2)(1)に伴って能動的な学習場面設定
は状況が良い。また、従来、生徒実験
を積極的に取り入れてグループによる
学びあいに基づいた「探究的な学び」を
目指していたことが新学習指導要領の
「深い」「対話的」「主体的」の三つの視
点を得ることで授業設計の観点がわか
りやすくなった。振り返りの時間設定も
予定通りである。今後も継続する。

A

(1)ICTを活用し図や写真・動画を見せる
ことにより理科に対する興味・関心を高
め，直感的理解を図ることができた。さ
らに生徒実験を行うことで，探究的な活
動に繋げることができた。
(2)授業において能動的学習場面は昨
年に引き続き，十分行われている。
　一方で「深い」「対話的」「主体的」のよ
うに見える探究活動を重ねてきても、成
績状況を見ると結果として生徒の理解
に繋がっていない現実がある。
　指標に設定した回数はA評価ではあ
るが，目標とした「理解を深める…育成
する」ことに繋がらなかったので右の評
価とした。

B

(1)ICTについては，さらに効率的効果的
な活用ができるよう研究し，生徒の理解
の助けになるよう工夫改善をすすめた
い。また，実験・実習を増やし，実際の
現象に触れることも重視していきたい。
(2)実験などの探究的活動での「学びあ
い」は対話的・協力的に進めることがで
きている。一方，これを主体的で深い学
びに繋げるためには十分な時間と工夫
改善が必要である。
■成績状況を見ると既習事項の定着，
学力向上に課題がある。今後も研究と
実践を継続して授業改善に努め，結果
としての学力向上を求めたい。

情報科

ＩＣＴの活用などによるわかりやすい授業と
効果的な説明・指示・発問により、生徒の
思考力・判断力・表現力等を育成する。

個人の考えを他者と共有しなが
ら、よりよい考え方を身につける
必要がある。

生徒アンケートを実施し、思考力・判断
力・表現力等が向上したと回答した生徒
の割合で評価する。
Ａ　８割以上が肯定的回答
Ｂ　７割以上が肯定的回答
Ｃ　Ｂ基準未満

「非常に」「だいたい」を合わせた
肯定的回答は97.7％であった。
授業の進め方について、「説明が早
いときがある。」という生徒もいる
ため、生徒の様子を見ながら進度を
調整することが今後の課題である。

Ａ

「非常に」「だいたい」を合わせた
肯定的回答は98.8％であった。
中間評価において課題であった、授
業の進め方について、「説明が早い
ときがある。」という生徒はいなく
なった。

Ａ

次年度の授業改善に生かしていきた
い。

芸術科

新学習指導要領への移行に伴い、従来の
「鑑賞の能力を伸ばす」活動において生徒
自身が「評価しながらよさや美しさを自ら
味わう」ことができる学習活動を行う。

芸術文化についての理解を深め
ながら鑑賞することはできるが、
作品そのものを評価、批評する
力の育成は十分出来ていない。

鑑賞の授業において、感想やレポートの
内容に「作品の評価や批評」を含めて書
くことが出来る。
Ａ：評価や批評を含めた記述が出来てい
る生徒が７０％以上
Ｂ：５０％以上
Ｃ：５０％未満

1学期の段階では鑑賞において「簡単
な評価」を書かせる程度にとどまってい
る。2学期以降の授業では、「評価」を含
めた批評文を書くなど発展させていく予
定である。 Ｂ

年度前半の活動を経て、２学期後半の
鑑賞活動では感想の内容に「作品の評
価や批評」を含めて書くことが出来る生
徒が６割程度に見られるようになった。

B

「作品の評価や批評」を書くことが出来
なかった生徒を見ると、鑑賞時に、「知
覚」と「感受」が混ざってしまい、論理的
に考えること、考えをまとめることが出
来ていないと思われる。次年度は１学
期からの様々な学習で「知覚」と「感受」
を分けて考えられるような活動を取り入
れていきたいと考えている。

保健体育
科

ＩＣＴ機器を適切に使用した教科指導の工
夫。

思考力・判断力・表現力の育成
につなげることができるよう教科
指導の工夫が必要。

①体育科全員（常勤３名）が、ビフォア・
アフタービデオを活用した授業改善を
A…３名取り組んだ。
B…２名のみ。
Ｃ…１名のみ

１名実施した。

C

①３名取り組んだ。今後事後研修とし
て、体育科で試写会と研究協議を行う。
次年度も是非継続させ、アップデートし
ていきたい。 A

今年度は一手立てとして、「ビフォア・ア
フタービデオ」の手法を授業改善の手
立てとした。今後はICTの他の手法や、
より効果的な手法の研究を進めたい。

英語科

思考力･判断力･表現力を育むための指導
法の共有および向上のため、月に一度英
語科会議を開き、指導実践などを共有す
る。

毎年学年によって指導方針や使
用教材が異なる。

生徒にアンケートを実施し、思考力・判断
力・表現力等が向上したと回答した生徒
の割合で評価する。
Ａ　８割以上が肯定的回答
Ｂ　７割以上が肯定的回答
Ｃ　Ｂ基準未満

1学期末に授業アンケートを実施した。
集計した結果、思考力・判断力・表現力
が向上したと答えた生徒は、平均して９
８．４％だった。

A

3学期始めに授業アンケートを実施し
た。思考力、判断力、表現力が向上し
た答えた生徒は、平均して９３．６％で
あった。1学期の結果より若干低下した
が、それぞれの教員が特色有る授業を
展開している。

A

一年間を通して、授業で思考力、判断
力、表現力を伸ばす授業を展開したこと
に関して生徒はおおむね肯定的な評価
をしている。今後は、GTECや英検の結
果も考慮しながら、さらなる授業改善に
取り組む予定である。
また各英語科教員の授業での取組をエ
クセルシートでまとめた。来年度の参考
とし、一貫性のある指導に役立てたい。

1



達成状況・今後の対応 評価 達　成　状　況 評価 結果の分析及び改善方策
総　合
評　価

番号 分掌 目標とする具体的内容 現状分析
今年度の達成基準
【評価指標】

中　　　間　　　評　　　価 最　　　終　　　評　　　価

生徒課

委員会活動を活性化させることで、主体的
に社会に貢献しようとする使命感と実力を
兼ね備えた生徒の育成を図る。

各委員会とも活動は行われてい
て、一定の成果を上げている。し
かし、すべての活動が生徒全体
に目に見える形で、取組の目的
や成果が明らかにされていると
は言えない。

委員会活動に関する全校アンケートを行
う。「委員会活動が活発に行われてい
る」と回答する生徒の意見がＡ：９０％以
上　Ｂ：７５％以上　Ｃ：Ｂに満たない

生徒アンケートは３学期に行う予定であ
る。生徒総会において行われる各委員
会からの「事業計画発表」がより充実し
たプレゼンになっていたことからも、活
動に対する各委員会の意欲が伺えた。
新たな取り組みを取り入れていけるよ
う、生徒課全体で活性化に努めて行き
たい。

Ａ

生徒会活動に関する生徒を対象とした
最終的なアンケートは、年度末に行う予
定であるので、その結果を踏まえた達
成状況の評価は現時点ではできていな
い。 Ａ

昨年同様に委員会顧問の指導が活発
に行われていた。学校生活に関する連
絡や呼びかけが、教員からだけでなく、
以前よりも委員会の生徒を通じて行わ
れるようになったことが成果であると考
えている。

２年次

総合的な学習の時間の取り組みを通し
て，社会への高い関心と，主体的に社会
に関わる自信を備えた生徒を育てる。

地域や社会に対して積極的に関
与した経験を持つ生徒は少な
い。また，１年次に取り組んだ小
論文やディベートで身につけた
思考力・表現力は，社会で使え
るものであるという感覚を持たせ
る必要がある。

事後アンケートにおいて，社会への関心
が高まった，主体的に関わる自信を深め
たという生徒の平均が
Ａ：８０％以上
Ｂ：７０～８０％
Ｃ：７０％未満

総合的な学習の時間において社会との
関わりを意識した内容を本格的に実施
していくのは２学期以降となる。事後ア
ンケートも取組後に実施する予定。

－

事後アンケートにより、総合的な学習の
時間での主権者教育を通して「社会の
問題を『自分の問題』として捉え、行動
しようという気持ちが高めることができ
た」と回答した者の割合は95％を超え
た。
また、「論理的に考える力」を伸ばすこ
とができたが94％、プレゼンテーション
を学び、自信を持って人に伝えることが
できるようになったが75％と成果があっ
た。

Ａ

今年度は主権者教育にＳＤＧｓの視点
を取り入れたため、世界的な視野や持
続可能な社会という視点を持ったうえで
地域を考えることができた。また、プレ
ゼンテーション研修を取り入れ、アウト
プットの機会を多く持ったことにより、生
徒の伝える力を大きく伸ばすことができ
た。さらに市役所に協力を得て、フィー
ルドワークを行ったことも生徒の興味や
思考の深化につながった。今後、アウト
プットやフィールドワークをさらに強化す
ればさらなる成果が期待できる。

３年次

主体的に地域社会に貢献しようとする使
命感を持ち、自ら支えていきたいと考え、
行動する生徒を育てる

2年次での主権者教育などを通
し、地域社会に貢献しようとする
使命感が高まっている。

新見地域を中心に県内で看護、
保育、福祉の進路希望生徒数約
13名
岡山大学教育学部希望生徒数８
名

新見公立大学、岡山大学教育学部岡山
県北地域教育プログラム合格
Ａ：新見公立大学１０名以上岡山県北地
域教育プログラム３名以上合格
Ｂ：新見公立大学８名以上岡山県北地域
教育プログラム2名以上合格
Ｃ：Ｂ未満

秋以降の推薦入試に向けて準備中で
ある。

B

現在、新見公立大学２名合格、岡山大
学教育学部岡山県北地域教育プログラ
ム２名合格。今後、新見公立大学へは
推薦入試７名、一般前期２名出願予定
である。

B

岡山大学教育学部県北地域教育プロ
グラムへは６名出願し、２名の合格で
あった。出願前の検討（志望理由、活動
実績等）にもう少し時間をかける必要が
あったと思われる。新見公立大学への
進学希望者については、条件に達しな
かった者（評定平均値、センター試験結
果）が数名いる。早めに目標を定め、条
件をクリアできるような指導が必要であ
る。

教務課

内規の改定にむけて
昨年度からの継続課題とする。昨年度は、
以下の観点で改定に向け、着手した。
・２０２２年に、新学習指導要領が高等学
校において、年次進行で施行。
・改正民法により18歳成人となる。
これら両観点に基づいた改定の準備とし、
改訂計画を策定した。この改訂計画を両
校地教務で精査し、次の段階へ進めた
い。

南北校地となり１５年が経過し、
統合当時に決定された内規と現
状がずれ、不整合が散見され
る。

①改訂計画が完成する。（決裁を得る）
②計画に基づいたアクションを起こす。
③計画に基づいた改定案が関係各所で
ほぼ出来上がる。
A…①②③
B…①②
C…①

校地解消の大きな動きの中で、ワーキ
ンググループとして取り組むこととなっ
た。

C

校地解消のワーキンググループとして
の取組として再スタートを切り、当課とし
てはその進捗を受けて、本課題に取り
組む。
校地解消へ向けた作業過程において
他の優先すべきこと（新課程）があるた
め、待機している。

Ｃ

校地解消へ向けた、今年度の大きな課
題は、週時程の決定とそれに基づいた
新課程の青写真をつくることであった。
次年度は、内規をも含めた他のワーキ
ンググループも動き始めるため、慎重に
情報収集を進めたい。

教務課

新教育課程の研究と青写真づくり
昨年度末、岡山県立高等学校教育体制整
備実施計画が示された。それによる、「高
等学校の配置の適正化」では、複数校地
の解消を見据えた校地整備方針をＨ３５年
までに作成するとある。このことから、本件
について情報収集を十分に行うことが必
要であると思われる。

新学習指導要領の施行が令和４
年となっている。左にある校地整
備計画の骨子ができることが先
決だが、同時に施行に向け研究
を開始することも必要である。

①教科への落とし込み
②教科からの要望
③試作の完成
A…①②③
B…①②
C…①

校地解消の大きな動きの中で、ワーキ
ンググループとして取り組むこととなっ
た。
しかし、教務課内で先取りした動きとし
て、校地解消のワーキンググループへ
つながる取り組みを実行中。

C

校地解消のワーキンググループとして
の取組として再スタートを切り、当課とし
てはその進捗を受けて、本課題に取り
組むことができた。現時点、普通科とし
ての令和４年度入学生の新教育課程
作成に着手し、本課題より、一歩進んだ
成果が得られた。

Ａ

次年度は、本年度作成した素案に基づ
いた、更に精度の高い新教育課程を完
成させなければならない。

進路課

新見公立大学、周辺の小中学校、保護
者、卒業生との連携を深め、様々な場面で
外部からの刺激を生徒に与えることで、生
徒の成長を支援する。

昨年度から新見公立大学との連
携事業「ゼミへの参加」、「大学
教授による授業」、「学長による
講演会」を実施した。

年度末に総合的に判断して、外部との連
携による教育的効果に着目する。
A:昨年度以上の効果があった場合
B:昨年度と同程度の効果があった場合
C:昨年度の効果を下回った場合

新見公立大学との連携事業は、「大学
教授による講義」、「学長による講演会」
を実施し、「ゼミへの参加」を計画中で
ある。
新たな取り組みとして、夏期休業中の
「卒業生が語る会」、３年次保護者説明
会での「受験を経験した保護者によるア
ドバイス」を実施した。

A

新見公立大学の看護セミナーには、１
年12人、２年８人の計２０人が参加し、
多くの気づきや学びがあった。

A

外部との連携による取り組みは、普段
の学校では得られない多くの教育効果
があった。来年度以降もさらに外部との
連携を強化して指導の一助としていき
たい。

教務課

生徒募集にかかわる広報活動 平成31年度入学者は定員の８
４．８％にとどまった。広報活動
のみが生徒募集の切り札とは限
らないが、一手立てとする必要
がある。

①学校案内のリニューアル
②オープンスクールにおける部紹介の改
善
③その他の工夫とイノベーション
A…①②③
B…①②
C…①

①②について実行し、完成した。
③について、第３回オープンスクールの
時程を見直し、南北両校地＋部活動体
験・見学が全中学生に体験できるよう
工夫した。

A

③についてさらに、全国募集の現地説
明会を開催した。

Ａ

広報についても校地解消へ向けたワー
キンググループが動き始める。時機を
得た効果的なものになるよう努めたい。

教務課

学校内外への広報の充実 平成３０年度の学校自己評価ア
ンケートで、特に内部広報の充
実が必要であるという結果となっ
た。それを受け、主幹教諭がブロ
グの投稿方法を簡便に行うこと
ができるように改善した。
学校自己評価アンケートでの、
A、Bを併せた保護者及び生徒両
方の肯定的な評価が、約48％で
あった。

学校自己評価アンケートでの学校経営
目標４に対する、A（よくあてはまる）、B
（あてはまる）を併せた保護者及び生徒
両方の肯定的な評価が、
A…５５％以上
B…５０％以上
C…５０％未満

主幹教諭の主導で、ブログ（仰高ブロ
グ）の起案方法を見直し、すべての教
員が起案できるよう改善した。また、緊
急時一斉配信メール「３９メール」の運
用を開始した。

－

学校自己評価アンケート結果によると、
６４．１％が肯定的な評価であった。

Ａ

今年度調査を定点とし、次年度も取り組
みたい。また、学校自己評価アンケート
質問紙送付時に、学校経営目標に関連
した校内での取り組みを集約した紙面
を作成・同封してはと考えた。

3 Ａ

4 Ａ

2 Ａ


