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平 成 ３１年 度
目指す学校像

学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 県立久喜高等学校 定時制 ）

個に目を向け、基礎学力の充実を図り、生徒全員の進級・卒業・進路希望を実現できる学校

達

重点目標

１ 生徒の授業参画意識を高め、一人一人に応じた学びを支援し、基礎学力の向上を図る。

成

２ 健やかな心身の育成を図り、将来の生き方を考えさせ、希望進路の実現を図る。

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

e03
※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。
出席者

（４割未満）

３ 学校情報を積極的に発信し、地域の期待と信頼に応え、地域とともに歩む学校を推進する。

学校関係者

１名

生徒

２名

事務局（教職員）

７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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年
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現状と課題

度

目
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自

己

評

価

学 校 関 係 者 評

標

評価項目

具体的方策

落ち着いた環境の中で授業が

〇コミュニケー

①生徒の登校・授業への出席を習慣化させ

行うことができ、生徒の授業態度

ション能力、基

も良好である。しかし、学習の振

礎学力等の向

年度評価（２月１日現在）
方策の評価指標

り返りが必要な生徒や学習習慣

上、学習習慣等

が身についていない生徒、不登校

の確立を目指し

傾向の生徒、日本語が母国語でな

た生徒支援体制

いため日本語の理解力が不足し

の一層の充実

①出席率の上昇が実現できたか
るため、保護者への連絡を密に行い、全教 （昨年度 89.8%）。
②４月から教員や支援員等によ
職員で情報を共有し、日常的に指導を行う。
る組織的な補習体制が実現でき
②個に応じた授業を実施するため、生徒の たか。また成績優良者数増加や成
実態を的確に把握し、基礎学力が不足して 績不振者数減少が実現できたか
いる生徒等には、教員や支援員等による組 （昨年度、成績優良者 18.4%、欠
点保有者 18.7%）。
織的で継続的な始業前補習等を行う。

〇保護者と連携

①早期に生徒の社会性を向上させるため、

①生徒の８割以上がソーシャル

し、個々の生徒

ソーシャルスキルトレーニングを６回実施

スキルの向上を感じられたか。

の課題を把握し

する。

(昨年度 14 項目中 11 項目 79％)

て個に応じた課

②教育局の事業「高校生自立支援事業」を

②個々の生徒の課題解決を教員

題解決のための

最大限活用。スクールカウンセラー、スク

共通理解の下で、組織的・継続的

取組を推進

ールソーシャルワーカーの専門性も活用

に支援できたか。また中途退学者

し、全教員の共通理解の下、質の高い支援

数が昨年度より減少したか。(昨

を行う。また専門的な意見を受ける機会を

年度 1 名)

評価項目の達成状況

達成度

次年度への課題と改善策

B

個に応じた授業展開がみられ
るが、組織的な取組までには至っ
ていない。中学時よりも家庭学習
をしているとの回答は生徒アン
ケートでは67％に留まっている。
基礎学力向上が課題である。
始業前補習や授業補助を、早期
に実施できるよう、学習サポータ
を年度当初から配置したい。

教員間の情報共有や保護者への連絡などは概
ね達成できた。各教員が個に応じた授業を実
施、展開したことで成績の改善が見られた。
①１，２学期の出席率は89.3％とほぼ横ばいで
あった。
②２学期の成績優良者は20％、欠点保有者は0
人となり改善がみられる。

ている生徒等が少なくない。また

１

生徒の問題行動も少なく昨年
度の生徒指導案件は０件であっ
た。今後も、多様な生徒が在学
している中、教員間で共通理解
に基づいた組織的な生徒指導が
必要である。また交通事故ゼロ
に向けた取組の継続が必要であ
る。
１学年より進路意識を高める

〇共通理解に基

①問題行動やいじめ等の未然防止に努める

①問題行動、いじめ等の早期発見

ＳＳＴ実施による社会性の向上は見られた。
①14項目中10項目が71.4％であった。１学期後
半から、良好な人間関係を築く姿も多く見られ
た。
②教育局の事業を最大限活用できた。ＳＣ、Ｓ
ＳＷを活用し、ケース会議を頻繁に行うこと
で、問題を早期に把握、必要応じ関係機関との
連携も円滑に行われている。（ケース会議３０
回実施）しかし、様々な理由で退学者が増加し
た。（４名）
三者面談やいじめアンケート、交通安全指導

づく組織的・継

ため、年３回の三者面談を継続する。

と未然防止が実現できたか。

を定期的に実施することで、安心・安全が学校

続的な生徒指導

②交通安全に関する意識を向上させるた

②交通事故発生件数ゼロが実現

生活を確立できている。

の推進と生徒支

め、年３回の交通安全指導を継続する。

できたか。

① いじめ認知件数0を継続中

〇生徒の進路希

①行事・ＬＨＲの時間等を活用し、段階的

行事を実施している。卒業時の進

望を踏まえ、第１

なキャリア教育を各学期に実施する。

路未決定者ゼロ、特に就職希望者

希望を実現する

②生徒の進路希望に応じた指導を希望が実

は正社員での決定を目指した指

組織的・計画的な

現するまで継続する。

導が今後も必要である。

進路指導の取組

③進路意識を高揚させるため「高校生自立

の推進

支援事業」等を活用し、進路に関する講演

個々の生徒が抱える課題の解決
に向けて、効果的・継続的な支援
を実施することが必要である為、
全教職員の共通理解の下で生徒
の支援を行う必要がある。

定期的に設ける。

２

援体制の充実

てよかったと回答した割合が10
0％、生徒アンケートでも97％が
高い数字を示している中、退学者
B

減少が課題である。
日頃からの悩みや相談が行え
るよう窓口を開設、生徒個別面談
が行えるよう教育相談の充実を
図る必要がある。
本校ではいじめによる差別や

A

実施 令和２年２月１２日
学校関係者からの意見・要望・評価等
・家庭学習にも力を入れて学力をつけ、漢検、英検な
どの資格取得を目指してもよい。しかし、実際はアル
バイトなどで時間がとられ勉強する時間が取れない。
・多様な生徒がいる中で、成績優良者や欠点保有者０
人を達成したことは、生徒の努力と教員の指導の成果
だと思います。ぜひ続けてもらいたい。

・ソーシャルスキルトレーニングを取り入れることは
効果的である。
・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ
ー、養護教諭の相談体制が確立出来ている。今後も継
続していただきたい。
・家庭、生徒、教員とのコミュニケーションができて
いることで、学校は問題を把握できている。
・退学者を減少させるには、生徒の様々な問題を迅速
に対応できるかである。
・相談窓口を開設することにより生徒個々のフォロー
を手厚くできると良い。
・高校生である自覚を促す指導は行えている。

人権を尊重していると回答した

・いじめ件数、交通事故ともに０であることは、学校

割合が生徒では8割以上、保護者

が安全・安心な場であり、生徒たちにとっても素晴ら

では9割以上があてはまるとして

しい学校である。今後も続けてもらいたい。

いる。安心、安全な学校生活が送

② 交通事故発生件数0を継続中

れるよう指導を継続する。

会、就労体験等を行う。

３

保護者アンケートでは、入学し

価

学校情報を様々な場面を通じ

〇工夫・改善した

①中学生・保護者等の希望に合った学校説

て発信している。今後も地域の期

積極的な学校情

明会となるよう実施内容を改善する。

待と信頼に応え、地域とともに歩

報の発信

②学校新聞の発行と、中学校、地元自治会

む学校を推進する必要があると

への配布、回覧を継続するとともに、学校

同時に社会に開かれた教育課程

ホームページを更新し、定時制教育への理

へ向けた取り組みが必要である。

解を広める。

①行事・ＬＨＲを活用した進路指
各種行事や授業を通じて、生徒の進路意識の
導が計画的に実施できたか。
向上が見られ、卒業予定者の９割以上が進路を
②卒業時の進路希望100％を実現
決定している。
できたか。
③組織的、計画的に進路講演会、 ① 年間計画に基づき進路指導を実施。本年度
は、３月に職業興味検査を実施予定。
就労体験等を実施し、生徒の満足
② 進路希望実現は、ほぼ達成できている。
度が増加したか（昨年度94.0%）。
③ 生徒アンケートより、進路について考える
また、生徒が希望する企業等で就
ようになった者は79％であった。就労体験
労体験が実施できたか。
は12月に実施1年4名、2年2名が参加した。
①参加者の満足度及び参加者数
２学期までの学校説明会等の参加者が増加し
が増加したか。(昨年度 説明会8
ている。Ｈ・Ｐの更新や学校新聞は予定通り発
組、夕方説明会9名参加)
②学校新聞の発行やホームペー 行できた。
ジの更新が適宜行われたか。また ①２学期までで、学校説明会８組、夕方の説明
生徒の意見等を掲載した学校新
会９組が参加した。
聞となったか。
②学校新聞は近隣中学校38校へ配布。近隣自治
会10地区へ学校新聞を回覧した。

A

多くの生徒が、希望した進路を
実現した。組織的、かつ計画的に
進路行事が出来ている。
就労体験では、体験先企業開拓
に腐心した。企業の協力に感謝し
たい。次年度は７月にも就労体験
が行えるよう、事前指導を行いた
い。

・９割以上が進路決定していることは、素晴らしい成
果である。進路指導ができている証拠である。
・３年生から４年生になるタイミングで生徒は成長し
ていく。企業として今後も就労体験に協力してまいり
たい。
・小中学校ではキャリアパスポートが導入されてい
る。より一層の進路指導。キャリア教育の充実が求め
られている。

学校情報の発信は継続する。

・学校新聞やＨ・Ｐの更新は大変だと思うが継続して
もらいたい。
・学校新聞は、近隣住民も見ている。御校への理解が
深まっていると思われる。真面目な生徒が多い印象で
ある。
・生徒会新聞の発行も検討し、できるだけ生徒の声を
届けられると良い。
・説明会も参加者が増えていることは良い。

Ｈ・Ｐや学校新聞の内容について
検討し、定時制への理解をより広
A

める。また、今年度、生徒の感想
を掲載したが、次年度もより多く
の生徒の声を載せたい。

