
 

令和３年度 学校自己評価結果 
 2021年 12 月 24 日調査 

 2022年 3 月 15 日報告 

令和３年度の常葉大学附属菊川高等学校の教育活動においては、以下の点を目標に取り組んだ。  

（１）学力の定着を図るとともに、進路指導の充実と進学実績の向上を図る。  

（２）附属高校として常葉大学とのさらなる連携・強化を図る。  

（３）地域に開かれた学校として、地域社会に貢献できる生徒の育成を目指し、菊川市とのさらなる連携 

・強化を図る 

（４）新入試を踏まえ、知識の活用を意識した授業の充実を図る。 

 

令和４年度実施の新学習指導要領を意識しつつ、より良い教育の提供を目標に研修の充実を図った。 

新型コロナによる休校中にオンライン授業を行うなど、新たな指導法を模索する機会を持つことができた。新

校舎完成によるメリットも生かし、今後も教育内容のより一層の充実に努めていきたい。 

 

番号 項            目 
評価

平均 

１ 学習指導   

① 探求学習による知的好奇心を育む授業を充実させる。 3.2 

② 「学びの連鎖」を意識した日常的な教育活動を行う。 3.4 

③ 知識を広げ論理的思考力や創造的な思考を養う授業を工夫する。 3.5 

④ ＩＣＴを活用し効率よく自らの課題を解決する力を養う。 2.8 

【実践報告】 

今年度のテーマは「探求学習」「学びの連鎖」「論理的創造的思考」「ＩＣＴ」であった。これらは一つ一つに

特別な授業や取り組みを行うのではなく、複合的にからみあい、授業内外、校内外の様々な場面で取り入れる

べき内容である。探求学習では教科書や受験だけで終わる授業ではなく、その先の「生きる力」を意識した授

業が増えた。無論、教科ごとにその取り組み方は違うが、グループディスカッションやディベート、レポート

や映像資料などを使った授業に取り組む先生方が増え、それに伴いＩＣＴ機器の利用も増加しプロジェクター

が不足することもあった。 

こうした中で生徒自身の「学びの連鎖」に繋がる教育活動が生まれるが、生徒の中にそうした意識が定着し

ているかは何らかの「検証」が必要であり、例えば研究発表のような機会を作ったり、学校外の活動に積極的

に参加する機会を設けるなど、その生徒が「何に触発され、それをどう受け止め、その結果どう行動したか」

がわかる場面の「構築」が必要である。その点では授業の延長線上としての「校内行事」や「校外活動」を検

討する余地が十分にあり、受験知識のレベルだけでのＰＤＣＡサイクルから発想を広げる必要があろう。さら

にそうした活動を行うにあたっては「論理的思考」が必要不可欠であり、活動としてはまだ十分とはいえない

までも、授業の中で様々な試みがなされたこの一年で教員のスキルアップが徐々になされてきている。 

ＩＣＴ活用については上記の内容に加えて、コロナ禍によるリモート授業が動き出したのが大きな成果であ

る。新しい技術や考え方を導入するにあたって一番難しいのが、「ベースとなる意識の統一」である。その点に

おいて、研修会などと違い、「実践の場」で全ての教員が実際に機器を使った授業を行ったことは、意識の面で



 

２ 進路指導   

① 一人ひとりの進路目標に合わせた、きめ細かな進路指導を行う。 3.7 

② 科・コースが求める学習目標を定め、個人に合わせたサポートを行う。 3.5 

③ 科・コースの卒業生と連携した進路教育を行う。 3.1 

④ 附属高校総合能力試験利用者の学力向上と学習習慣の定着に努める。 3.5 

【実践報告】 

・高１対象 教養講座  マイナビ・進路サポート課によるキャリアガイダンス 

・高３対象 ①分野別進路ガイダンス 

      ②附属高校入試・共通テスト対策のための進学補講（希望者） 

・高校全学年対象  ①小論文ガイダンスと小論文模試（年１回・全員） 

          ②「看護の出前授業」の受講（希望者） 

          ③ 私立大学・大学別比較ガイダンス（希望者） 

          ④警察業務説明会（希望者） 

・高１、高２対象  ①合同進路ガイダンス 

          ②進路ガイダンス（学部比較・医療系分野の違いを知るガイダンス）（希望者） 

          ③Literas 受検（全員） 

          ④GTEC 受検（全員） 

【今後の課題】 

・さまざまな行事の事後指導が、弱い。年間を通じてそれぞれの行事が有機的に機能し、生徒がより良いキャ

リア選択が出来るよう、進路課からの情報発信や生徒・保護者の啓蒙といった部分に、もっと工夫したい。 

・今年度新たな行事として①看護の出前授業、②学部比較・医療系分野の違いを知るガイダンス、③警察業務

説明会を実施した。将来希望する仕事に直結するガイダンスを多く実施できた点で、キャリア教育の醸成に

繋がったと感じる。来年度も必要に応じて、各学年・科・コースと協力しながら推し進めていきたい。 

・大学での学びにおいて文理融合が急速に推し進められている今、かつて以上に生徒の表現力・読解力の養成

大きな進歩であり、この経験をベースにさらなる活用法や新しい授業方法へとつなげる可能性が大きく広がっ

た。 

【今後の課題】 

 上記の通り、従来の受験を最終目標とした授業展開ではなく、「生きる力」を意識した授業を展開する上で、

学校全体での目標の見直しや設定、それを受けての各教科での授業目標の設定が必要となる。そうした中で「必

要な情報を効率的かつ効果的に収集、使用する」という視点でＩＣＴ機器の使用方法が検討なされるべきであ

り、機器の活用の仕方次第で教育の幅が大きく広がることが予想される。 

 そのために、予算的な限度はあるが、一刻も早いＩＣＴ機器の導入が必要であろう。また、今後の研修につ

いても、「機器の使用方法」から発展させ、教員の実践報告や、他校の取り組みの事例紹介、他校から講師を招

いたり、授業見学に行くなどの積極的な情報収集が必要と思われる。ＩＣＴ機器の導入にあたっては、他校と

の比較の中で設備投資の規模の違いから悲観的な反応が出がちであるが、必要最低限度の機材の中で、「内容的

な充実」や「斬新な活用法」などの面ではまだまだ工夫の余地があり、特に若い先生方の柔軟な発想や行動力

に期待したい。 



が求められている。そこで Literas を私たち教育活動や授業のマイルストーンとして、検定結果をより活用して

いきたい。１年間でどれだけ表現力・読解力、知識の拡大と深化ができたのか、もっと教員や生徒達と結果を

共有し、授業やさまざまな活動に生かしてもらえるよう情報提供の仕方を工夫したい。 

 

３ 生活指導   

① 部活動を通して「協同」の意義を学ばせ、社会性を身に付けさせる。 3.7 

② ボランティア活動へ積極的に参加させ、自らの能力や資質を向上させる。 3.5 

【実践報告】 

昨年に引き続き、今年度も新型コロナウイルスの蔓延に伴い、様々な行事や活動を制限することが多かった。

部活動やボランティア活動においても従来通りの活動ができず、やむなく中止となる事が散見された。様々な

制約がある中、本校では挨拶や身なり、身辺の整理整頓などの基本的な生活習慣やマナーを育てていくことを

生徒指導の根幹に据え、全職員で取り組んだ。特に担任は成長期における中高生の心の変化をきめ細かく汲み

取り、日常生活から成長を促す指導を心掛けた。ＳＨＲ・ＬＨＲ・清掃指導における生徒の観察は生徒の変化

をとらえる重要な機会である。これらの情報は学年や生徒課職員で共有され、内容によっては学年主任、生徒

課長、養護教諭、スクールカウンセラーで支援会議を実施し、連携を図りながら問題解決にあたった。なるべ

く多くの目で生徒の変化を見るよう心掛けた。また、放課後の部活動では様々な制約の中、可能な限り活動を

行い生徒の成長の場として細やかな指導を心掛け、迅速な対応にあたった。 

「学校アンケート」やを実施し、体罰やイジメの問題が潜在していないか声の聞き漏らしがないよう全校に対

し調査を行った。個人情報に配慮しつつ組織的に対応した。 

昨今のインターネットやスマートフォンの普及によりソーシャルメディアは複雑に多様化している。そのた

め１年生で『インターネット活用講座』、２年生で『情報モラル教育講座』としてネット依存調査を行い、ネッ

ト関係との安心で賢い付き合い方を学んでいる。さらにネットパトロールの活用や一年に一度講座を通し考え

る時間をつくり、担任からも日常的に指導していくことで未然防止を心掛けている。また、家庭の教育力に負

うところも大きく、家庭との連携が必要不可欠であり、保護者との密な連絡を心掛けている。 

今年度はボランティア活動は校外での活動はほぼできず、残念だった。 

【今後の課題】 

現在の中学生・高校生が抱える心の問題は多様な様相を見せている。教員個々で解決に導けるものではなく

教員団がチームとして関わっていく必要がある。しかし、心の問題の初期段階では担任、保護者でも捉えにく

いところがある。部活動顧問はもちろん、養護教諭やカウンセラーの存在は必要不可欠である。また、心の問

題には生徒を取り巻く社会環境や家庭環境、インターネット・スマートフォンの普及が大きくかかわっている。

通信網の発達により子供たちの交流範囲は国内にとどまらず全世界に及んでいる。規制に頼るのではなく自分

たちで善悪の判断、リスク管理ができるような指導を心掛けなくてはならない。そのためにも自分がどれだけ

ネット依存しているか現状を客観的に見つめる機会が必要である。携帯・ネット依存やネットモラルに対する

教育・指導は今後も継続していく必要がある。 

さらに今後の社会を築いていく中学生・高校生にコミュニケーション能力やマナー・モラル教育は必要不可欠

である。本校でも全教員で意識的に声掛けや挨拶、行動を考えさせる指導、行動を振り返らせる指導を心掛け

ている。また、積極的にボランティア活動に参加することで地域・社会活動に積極的に関わり、自発的な活動

意欲を高めていけるような指導を心掛けている。しかし、これは継続的に育んでいく能力でもあり、学校でだ

けでなく、地域・家庭とも連携をとって取り組まなければいけない。昨今の社会情勢にあった活動に変化させ、



一人の生徒を育てていくためにたくさんの大人が関わり、生徒の意識をいかに高め、社会や地域に貢献できる

人材の根幹を作ることが課題である。 

 

４ 教員の教育力強化   

① 校内研修を活性化して教師一人ひとりのスキルアップを図る。 3.2 

② 授業アンケートによる振り返りで、授業の改善と向上に努める。 3.3 

【実践報告】 

 今年度のテーマは「校内研修」と「授業アンケート」であった。校内研修については年２回の教務課研修会

と授業力向上月間、法人主催の教員研修会が行われた。そのほかにＩＣＴ教育推進委員会と連携した研修も行

った。 

内容的には来年度から実施される新指導要領の観点別評価に関するものとコロナ禍に備えたリモート授業の

方法に関するものが大半を占めた。研修を通して理解が深まった部分となかなか理解が進まない部分があり、

よりきめの細かい研修を複数回設ける必要があったが、アウトラインをなぞり意識付けをする効果はあったと

思われる。 

授業アンケートについては年３回行ったが、教員一人一人が授業を振り返る有効な材料となっている。 

生徒に媚びるわけではないが、アンケートを意識し自戒する効果もあった。ただし、これには生徒の正確な返

答が必要であり、生徒自身が好き嫌いなどの感情的判断ではなく冷静に自己を振り返る前提が必要で、そうし

た意味では正確さに欠ける内容があるとの報告もあり、今後の実施方法や質問内容、アンケートの実施方法な

どにおいて検証と見直しが必要である。 

【今後の課題】 

 まずは来年度からの新指導要領に関する知識を正確に理解し、実践することが必要であり、上記の実践報告

に出てくるさまざまなテーマも新指導要領に深くかかわる内容である。上記テーマは今後も実践的に深めてい

くことで新指導要領に沿った教育実践ができると考える。 

 したがって、現在行っている様々な新しい取り組みをよりシステマチックに確立し、内容を深めることが課

題であると考える。  

 

５ 保護者・卒業生・地域との連携   

① 地域活動へ積極的に参加し、地域に根差した地域に支えられる学校づくりを目指す。 3.3 

② ＰＴＡ、同窓会、後援会との活動を通して絆を深める。 3.0 

③ 卒業生との連携を深め、在校生へ幅の広い進路指導を提供する。 3.2 

【実践報告】 

➀目標：地域活動に積極的に参加し、地域に根差した地域に支えられる学校づくりを目指す。 

地域との連携を図る目的で、本校では「みらい学」という活動を行っているが、コロナ禍ということもあり、

みらい学としての活動にはかなり制限があった。現在はアート・保育・地域という３つの講座に分かれて１

年間活動を行い、その成果を発表している。アートは「あそびば」という企画を通して地域の子供たちと触

れ合い交流を図ったり、アートコラールという団体とフリーペーパーを作成したりするなどの活動を行った。

地域は地域について知る活動を行った後、グループに分かれて探究活動を行った。外国人支援学校を訪問し



て実態を理解したり、菊川駅で駅利用のアンケートを行ったりと地域の実情を知るきかっけとなった。残念

ながら保育の活動は行うことができなかった。本来は１月に行われるプレゼンテーション大会も３月に延期

となるなどコロナの影響が大きかった。 

②目標：卒業生との連携を深め、在校生への幅広い進路指導を提供する。 

一貫コースでは「卒業生を囲んで」という会をリモートで行い卒業生との連携を図った。現役時代の取り組

みや大学生活について先輩から直接話を聞くことができ、大いに刺激を受けたようである。 

③目標：PTA、同窓会、後援会との活動を通してきずなを深める。 

PTA 活動は以前に比べて少なくなったが、理事会を年に数回行う中で、よりよい教育活動の実践のために、

意見交換を行ったり、要望を確認したりした。また、生徒が休んだ場合には家庭に連絡を入れるなど保護者

との最低限の連携を図った。 

【今後の課題】 

➀現在は希望者による活動を原則としているが、今後は対象を広げ、もっと多くの生徒が地域に貢献できる場

を増やしたい。講座の内容についても生徒の意見を積極的に取り入れるなど、意欲的な活動が行えるように

したい。 

卒業生を積極的に活用し、在校生の意識の向上を図りたい。大学見学なども卒業生の力を借りながら行えた

ら良いと思う。 

学校と保護者が一体となり、アンケートなどを活用しながら、相互に建設的な意見交換するなどし、より一

層の理解と教育内容の充実に努めていきたい。 

 

６ 生徒募集   

① 地域のニーズを理解し、求められる教育を実践する。 3.3 

② 中学校等への訪問を通して、本校の教育活動を伝える。 3.7 

③ 日々の教育活動において、地域や保護者の満足度を高める。 3.5 

【実践報告】 

➀目標：地域のニーズを理解し、求められる教育を実践する。 

菊川市とフレンドシップ協定を結び、地域に貢献する活動を推進している。みらい学を中心に菊川高校生が

どのような取り組みをしているかが少しずつ浸透し始めている。  

②目標：中学校等への訪問を通して、本校の教育活動を伝える。 

年に数回中学校を訪問し、学校案内や入試ガイドを配付する中で、本校の取り組みや特色、またその中学校

を卒業した生徒の様子なども伝えている。中学の先生方も好意的に受け止めてくれており、良好な関係が築

けている。また、説明会に呼ばれることも多くなり、中学生に直接情報発信する場を与えてもらい、その効

果も一段と大きくなっている。 

③目標：日々の教育活動において、地域や保護者の満足度を高める。 

みらい学などを通して地域の方には一定程度は理解をしてもらっている。また、行事や出来事について HP

や SNS を通して生徒の活動内容を発信しており、保護者の反響も大きい。 

【今後の課題】 

地域が何を求めているのかを理解し、そのうえで菊川高校の魅力をいかに伝えられるかが大切である。また、

校内外における取組みを促進し、メッセージ性のある内容を発信していくことが必要である。 



広報活動を通して菊川高校がどのような学校で、どのような取り組みをしているのか最低限のことは理解を

してもらっている。さらなる工夫をしながら本校の魅力を引き出し、さらにその魅力をしっかりと伝えてい

きたい。 

地域の方や保護者への情報提供の場として HP や SNS を利用しているが、できれば毎日更新できるような取

り組みを促し、さらなる情報発信や魅力のアピールにつなげていきたい。 

 

７ 組織の活性化と収支の改善   

① 補助金等を利用して特色ある教育を展開する。 2.9 

② 科・コースで共有できる教育活動をまとめ効率化を図る。 3.0 

【実践報告】 

➀目標：補助金等を利用して特色ある教育を実践する。 

 みらい学もそうだが、進路研究会や保育体験など科やコースごとに様々な取り組みを行っている。 

 通信の発行などを通して生徒や保護者へ情報の提供を行いながら、一定の理解や情報共有がうまく行われて

いる。 

②目標：科・コースで共有できる教育活動をまとめ効率化を図る。 

 補講もオープン講座を設けるなど、効率化とともに収支改善にも寄与している。もちろん内容によっては効

果が得られると判断される場合には、それぞれの活動の特色を重視することもある。 

【今後の課題】 

根底にあるのはいかに本校の魅力を引き出すか、またその魅力をどのように伝えるかであり、その効果的な

方法を今後も追求する必要がある。組織全体として魅力の発信の枠組み作りや効率化について様々な意見を

取り入れながら検討していきたい。 

 

８ 中高一貫教育   

① 中高６カ年を見通し、生徒一人ひとりが成長できる行事を意識する。 3.6 

② ６年間の人間関係を通して、礼儀・礼節・社会性が身に付く教育活動を行う。 3.6 

③ 少人数教育による学習効果を上げ、高い進路目標を達成できるように指導する。 3.7 

【実践報告】 

今年度も昨年度同様新型コロナウイルス感染症対策のためキャンパス見学会やタンデム学習といった計画し

ていたいくつかのコース行事が実施できなかった。しかしながら、卒業生から在校生への講話（「卒業生を囲ん

で」）は zoom 形式で実施でき、新たな試みとして中学生向けの企画「高１生を囲んで」や学期末テスト後の一

貫補講でのディベート大会、ＳＤＧｓ研究、進路調べなどの実施ができた。来年度以降のコース行事も感染症

対策に気を配りながら、積極的な企画と運営を行っていきたい。 

【実施したコース行事】 

・新入生ガイダンス 

・高１一貫保護者会 

・高１生を囲んで（夏期補講期間で実施） 

・夏期集中講座（午前中のみの実施） 



・卒業生を囲んで 

・高１ 一貫コース集会 

   来年度のクラス編成・文理選択についての講話 

・一貫進路体験発表会（３／１６実施予定） 

・一貫お試し期間補講（高１ １２月の冬期補講期間で実施） 

・朝学習 

【実施できなかった行事】 

・一貫キャンパス見学会 

・高３生を囲んで（但し一貫進路体験発表会に高３生を囲んでの内容を含んで実施予定） 

・タンデム学習 

【今後の課題】 

 Zoom や Classi などＩＣＴを積極的に活用した指導が充実したが、まだまだ効果等課題も残るので改善して

いきたい。現高２生より常葉大学の総合能力型入試が始まり、スタディーサポートの結果も重視されるためス

タディーサポートの事前事後指導に力を入れていくのと並行して、レポート作成で困らないよう「書く指導」

の充実を図っていきたい。また共通テストで生徒が必要とする得点がとれるよう、全国模試の事後指導を徹底

していくのと同時に、学習指導も充実させたい。その他の一貫コース行事については、コロナの状況次第で今

後どうなるか分からない部分もあるが、今年度同様やり方を工夫して実施できるものについては積極的に実施

していきたい。 

 

９ 常葉大学・常葉大学短期大学部との連携教育   

① 進路の時間を利用して学びを理解する機会を増やす。 3.3 

② 学生の派遣「お助け隊」による連携を強化する。 2.1 

【実践報告】 

高１対象 教養講座  常葉大学教育学部 佐瀬竜一教授による講演 

高２対象 教養講座  常葉大学に在籍している本校卒業生による進路講演会 

高２保護者対象    大学入試センター長・阿部郁男先生による、常葉大学総合能力入試ガイダンス 

高３保育希望者対象  短大部保育学科体験授業 

【今後の課題】 

総合能力入試に関する情報や、受験上の留意点等を阿部先生にしていただいたのは良かった。ただし、複雑

なシステムでもあり、学科によって求められることも大きく異なるため、保護者には折々に総合能力入試に関

する情報を、もっと進路課から積極的に発信していきたい。 

また、大学の先生の講義を聞き自身のキャリアに関する考察を深める行事や、常葉大学に在籍している本校

の卒業生による進路講演会は、生徒の評価も高い行事であった。来年度も工夫しながら本校独自の高大連携行

事を推進していきたい。 

 

 

 



10 橘小学校との小中高連携   

① 研修や行事を通して教員間の交流を図る。 2.3 

② 児童・保護者に本校の教育内容を伝える機会を増やす。 2.3 

【実践報告】 

○コロナ感染症拡大に伴い今年度の活動はなし。以下は例年実施していた活動 

・学校説明会（教頭が橘小学校へ出向いて実施） 

 →今年度はポスター・チラシ・パンフレット等の広報資料の配布のみ 

・橘小学校行事への参加（運動会、教育発表会） 

【今後の課題】 

○菊川中高と橘小学校は他の附属中高と比較すると遠隔地になるため、橘小学校から本校に入学を希望する児

童数は例年２，３名程度である。こうした現状を踏まえた上で「連携」の目的と意義を明確にし、連携活動の

具体的な内容を検討していくことが今後の課題である。 

一方で、入学者の有無に関わらず、双方の教育活動面における連携事業を構築していくことは、学校教育活動

のさらなる発展を目指すために有効な手段といえる。こうした観点から、今後の「連携のあり方」については

橘小学校の協力を得ながら模索していくことが求められる。 

 

        全体平均 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 3 年度 学校関係者評価 評価結果 

常葉大学附属菊川中・高等学校 

 

分野 達成項目・評価の観点 自己評価平均 関係者評価平均 

1 学習指導 3.2 3.2 

【関係者の御意見・御要望等】 

・ICT を活用した授業は公立校より対応が遅れている。常葉グループ 3 校内でも一番遅れている。タブレ

ットは自宅に持ち帰らせることが、文科省の前提条件ではないか。 

・ICT の活用について、どういう運用になったのか、活用方法がみえてこない。現在は限られた台数でどう

いう活用をしているのか知りたい。 

・全国的にタブレット学習の導入が進んでいることや、コロナのように感染病が流行し、対面授業ができな

い時にとても有効的だと思うので早めの導入をお願いしたい。 

・コロナ禍の中、手さぐり状態での指導では苦労されたことは承知の上で、もう少し積極的にリモートなど

に対応していただきたかった。 

・コロナ禍という事もあり、やはり対面で行う学習と比べると、学びたいという気持ちがかなり低下したよ

うに思う。iPad の活用などでもっと一人一人の学習の経過など保護者も学校も把握できるといいかなと

思う。 

・導入が少し遅かった点と課題等にうまく使えていないのが残念。 

・タブレット導入を多く希望 

・ICT については、コロナ禍で急速に求められる部分もあり大変だったと思う。機器につても企業とのタイ

アップもいいのではないか。卒業後も使うものになるので個人購入でもいいと思う。私立大では○○大学

モデルというかたちで入学時にノートパソコンを購入できるというところもあるようだ。いくつかの選

択肢を整えるとか…。 

・予算を考え、タブレットはクロームブックを検討したらどうかと思う。iPad は安価にならず教育関係者

でも 36800 円。3 万円以下のクロームブックでキーボード付きのものがよいのでは。 

・コロナ対策としてリモート授業を行ってくれたことはありがたい。中学生は iPad の普及もあり、これか

ら更に幅広い学習方法が期待されるので効率的に使えるようおねがいしたい。 

・自分の意見を文章にして書く力があまりにも無いように思うので、感想文でもいいので意見を考えて文章

にする勉強をして欲しい。 

【今後に向けての学校の考え】 

限られた予算での実施や機器不足のなか、できる限りのことを行ってきたつもりですが、導入の遅れなど不

十分なことがあることは否めません。この期間で蓄積した知識や経験を今後の取り組みにどう生かしてい

くかが問われることになります。ご指摘の内容については、真摯に受け止め改善に向けて取り組んでいく所

存です。 

 

 

 

 

 

 



分野 達成項目・評価の観点 自己評価平均 関係者評価平均 

2 進路指導 3.5 3.5 

【関係者の御意見・御要望等】 

・判断、評価をするだけの情報を与えてもらっていないため、的確な評価ができないというのが本音であ

る。 

・コロナ禍で、以前行われていた大学見学（オープンキャンパス）がないのが残念。ただ、担任以外の先生

方も面接や小論文の指導をしてくれるのはありがたい。 

・引き続き、きめ細やかな指導を行って頂きたい。 

・TOEIC の受験を学校で行ってほしい。 

・生徒が求めれば、キチンと対応していただける環境を整えていただけて有り難い。 

・まだ中学なので大学への意識は低いと思うが、中高一貫なので高校生の声をもっと身近に聞けるといいか

なと思う。 

・先輩父兄から色々情報を聞いている。今後の進路指導が楽しみである。 

・検定結果から、個人、学年、学校全体としての課題を抽出しどうとりくめば課題解決ができるのか…。事

後指導が弱いということにもつながってくると思う。課題を抽出し解決に向けてどう取り組むかという

一連の流れは社会にでても必要になると思う。（解決できることばかりではないとは思うが…）私立なら

ではの斬新な取り組みに期待したい。 

・保護者対象の大学見学バスツアー案を出した。「常大附属なので他大学はちょっと…」という意見もある

が、100％常大進学する訳でもなく、国立大進学すれば 垂幕をかけるなら、高校も進学を柔軟に応援し

たらいいと思う。 

・各種検定を積極的に受けさせてくれるので、ありがたい。 

・コロナの影響もあったと思うが、世の中にはどんな職業があるか知らなすぎるように思う。仕事に対して

の興味不足が見られるので、中学の頃から、教えていただけたらいいと思う。 

【今後に向けての学校の考え】 

現高校 3 年生は附属高校総合能力入試の初年度の受験生となります。AO 入試などを含め、ますます初期指

導の大切さや知識・技能を活用した力が必要になってきます。今後も補講、小論文、面接指導など個々の取

り組みを促す指導をさらに充実させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分野 達成項目・評価の観点 自己評価平均 関係者評価平均 

３ 生活指導 3.6 3.7 

【関係者の御意見・御要望等】 

・実践報告の内容はすばらしいが実際に対処しているのか疑問。 

・生徒たちのもめごとに対し、先生の対処の思さがもしかしたらあるのでは。 

・部活動の指導なのか、あいさつが素晴らしい部活がある一方で、坂道いっぱいに広がって歩いて、車の通

行に気付かない生徒もいる。 

・生徒会で校則見直しの声があがっているが、検討する時期なのでは。 

・インターネット環境の中表面化する問題になり辛くなり表面化していない問題への取り組みを考えて欲

しい。（ネットパトロールの強化を求める） 

・ボランティアは個人の意識が大事だと思うが、一生けん命参加している人もたくさんいるので情報交換で

きる場があると、いい刺激になると思う。部活動ではコロナ禍で大変な中、感染症防止に配慮していただ

き、体を動かすことができありがたかった。 

・提示の通りだと思う。保護者としても課題に感じるところである。 

・インターネットモラル講座や活用の注意は中学校でも散々やってくれたけど、心に響かない学生も多く、

違った方法を考えたほうが良い。小学 4 年から合唱団に入り地域行事での合唱団活動に参加していたが、

高校生活課題との両立は難しく、先月退団。両立するためには？との疑問が残る。その他日々の先生方の

ご指導お声かけはすばらしく、とても感謝している。 

・現状況でメディアの使用をむやみにおさえると、反発するだけかなと思っている。部活は、ずっと活動し

てくれているのでそれはよかったと思っているが、披露する場が少なくて残念だった。これからそういう

場が増えていくといい。 

・コロナの影響で郊外のボランティアは難しかったと考えるが、今後積極的に行って欲しい。学校からもそ

のような機会を設けて欲しい。 

・今度こそボランティア活動ができることを祈るばかりである。又、挨拶をしない子達が多く、とても心配

している。 

【今後に向けての学校の考え】 

今年度の重点項目として「積極的な挨拶」を掲げました。一部の生徒のみならず、教職員も含め全校でしっ

かりと行い、さらに活気のある学校にしていきたいと思います。コロナ禍により行事が制約を受ける中、で

きる限りの活動を行い、様々な学びの場を提供していきたいと考えています。なお、ご指摘の点については

よく検討し、改善すべきものについては改善に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分野 達成項目・評価の観点 自己評価平均 関係者評価平均 

４ 教員の教育力強化 3.3 3.4 

【関係者の御意見・御要望等】 

・教科によっては、私語等が多い生徒もいるようなので、他の生徒の迷惑になることは注意してもらいた

い。 

・実際に見た訳では無いですが、感情的に怒ったりする教師がいるようで子供にとってふさわしくないと

常々感じている。 

・学校生活、部活動において、先生方にはとても感謝している。休校になったことで、学校という存在が少

し遠いものになってしまったように感じる。（子供達にとって）今年度はもっと、先生や授業を身近に感

じられるようになってくれたらいいなと思う。 

・指導要領も変わるので大変だと思う。アンケートは、難しい。その時の感情や主観もあるので。正確さに

かけることはあると思う。大人が自戒する姿を見て生徒の感じ方は二通りあると私自身は思う。 

・オンライン授業だと黒板が遠く、スマホで見たら全然判らないのでは？カメラワークも考えてくれたのは

良かったとのこと。NHK やネットの動画を使っていたみたい。オンライン授業は生徒にも大変だが通常

授業は問題ないのでは？ 

・度々指導要領がかわっていく中、研修や研究をされている先生方に感謝。 

【今後に向けての学校の考え】 

教員については教科指導のみならず、生活指導においても研修を行うなどして、生徒や保護者の方の心に寄

り添った指導ができるよう心掛けていきたいと思います。また環境の変化に対応すべく、情報の収集や提供

などを積極的に行い、効果的な指導につながるよう取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分野 達成項目・評価の観点 自己評価平均 関係者評価平均 

5 保護者・卒業生・地域との連携 3.2 3.1 

【関係者の御意見・御要望等】 

・PTA 理事会、後援会理事会を通じて、学校側と情報共有や協議を行い、先生方と保護者の親睦を深めた

いと思っているが、なかなか進まない。次回までの宿題とした役員会の内容の回答も、次の回に出てこな

いことが多く、協議がスムーズに進まない。同窓会と協議するなど、きずなを深めているのか、疑問であ

る。 

・「みらい学」に参加することで、課題を考える→発表まで行い、良い経験ができたと思う。発表を保護者

も見たい。 

・子どもが休んだ時に、連絡していただけるのは、とてもありがたい。 

・PTA 理事会でも様々な意見、要望が出ているため「語る会」のような、学校の取り組み等を聞く機会が

あれば良いと思う。  

・是非このような活動を活発にして行って頂きたい。 

・地域で活動する生徒達が増える事を願っている。 

・課題にもあるが、卒業生、在校生の交流を増やして、中高一貫という強みで中学生からの意識を上げて高

校→大学とつなげていってほしい。 

・月間予定を配布してくれるのが、その月に入ってからでは遅い気がする。「③④カット」という記載の仕

方ではなく、何時間目まであるのか、何時に下校なのか、はっきりわかるとありがたい。 

・学校行事がなくなったことで、最近の学校の様子がわからない。 

・みらい学では活動制限がある中でも、あの巨大ちぎり絵はみごとだった！！あそび場も大盛況だった。 

「みらい学」は入学を決めた 1 つの理由でもある。「あそび場」は意見を出し、準備、当日の活動、片付

けなどとても良い経験と思い有難い。菊川市民にも好評でその活動をしていることは誇りに思う。卒業

生、上級生のお話をきく機会があるのも、とても参考になる。 

・卒業生のおはなしが聞けたり、縦のつながりがあったりして、いいなと思う。先輩の話は何より現実味が

あると思う。 

・常葉大学の附属中学、高校というところから常葉大を希望する生徒だけだはなく、学校の授業や行事とし

て大学見学を行って欲しい。 

・今年こそＰＴＡ同志や教職員の方達との交流が出来ればと思う。又、子供達も外の人達との交流を深めら

れたら見聞を広められ、とてもためになる。どんどん活動して欲しい。 

・コロナ禍であるが参観や体育大会の見学もできず、学校の様子が分かりにくい。分散しながらでも実施し

て欲しい。 

【今後に向けての学校の考え】 

今何が求められているのか、また何を優先的に取り組む必要があるのかをしっかりと共有し、情報交換を積

極的に行っていきたいと思います。卒業生との連携は在校生への大きな刺激となり、教育効果も高いので、

いろいろなアイディアを出しあい企画をしてまいります。また、ご指摘の内容についてはよく検討し、改善

すべきものについては改善に努めてまいります。 

 

 

 

 



分野 達成項目・評価の観点 自己評価平均 関係者評価平均 

6 生徒募集 3.5 3.4 

【関係者の御意見・御要望等】 

・SNS 対応が遅れている。 

・年々菊川高の人気が出ているので他の兄弟校に右にならえではなく、どんどん菊川の魅力を出してほし

い。 

・大学との連携、附属高試験等のメリットをもっと発信すれば良いと思う。 

・優秀（勉強、部活動）な生徒に対して、学費免除等の制度があるなら知りたい。 

・夏にインターンシップ（市役所）に参加させていただいた。市長の秘書的なことを 3 日間体験でき、とて

も社会勉強になった。 

・給食（弁当作りの負担）を希望する保護者も多いので教育・食育なども前向きに考えてほしい。 

・周りの人達に、中高一貫のメリットとして、きちんと伝えられるものが昨年度はなかったように思う。コ

ロナ禍で行事も少なく、縦わりや学習環境など少し改善してほしい。全体的に閉鎖的に思えてしまう。 

・更なる PR 活動が必要である。特化した教育のアピール。 

・HP や SNS は楽しみの一つになっている。入学式の写真も保護者には実現できないアングルで最高だっ

た。毎日更新楽しみにしている。 

・合唱団に在籍していた時に、常葉の合唱団の練習や発表会があれば合唱団で見に行きたいと思った。（合

唱団でも 3 年役員だった）（N コンに参加させて頂いたのも良い経験だった。ありがとうございました）

美デ科は以前マスコットキャラクターのきくのんを使ってコロナ対策のポスターを描いたり、毎年花鳥

園のポスターを制作したりしているが校内に貼るだけでは非常にもったいない！！花鳥園に展示して、

NHK のローカルニュースに流してもらう。あそびばも同様にしてテレビや新聞に取り上げてもらった方

が良いと思う。 

・これからは、中学受験も進路を決める上で大きな選択肢になると思う。公立があたり前という考え方をし

ている人たちが、私学の魅力に気付けるような活動をしていってほしいと思う。 

・子供達がもっと自分の意見を自分で発信できたらいいと思う。その様な事が苦手になる子にも頑張ってや

る（やらせる）環境があったら素晴らしいと思う。 

【今後に向けての学校の考え】 

菊川高校の魅力をさらに発信できるように、様々な取り組みを考えていきたいと思います。現状の活動のみ

ならず、生徒会やみらい学とも話し合いを進め、魅力ある活動を推進していきたいと考えています。みらい

学でも指摘されている通り、若者の発想や視点が非常に効果的なので、時代に合った発信の方法も併せて考

えていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分野 達成項目・評価の観点 自己評価平均 関係者評価平均 

７ 組織の活性化と収支の改善 3.0 3.0 

【関係者の御意見・御要望等】 

・特色ある教育、菊川中・高は、一言でいうと何なのか？菊川といえば○○だよね。というものが欲しい。 

・1 年の時にできなかった合宿をコースごと、行ってほしいと思う。修学旅行もなくなってしまった今、少

しでも思い出が必要かと思う。 

・見る者の目にとまる情報を望む。 

・収支に関してはどんぶり勘定かなあと思う。部活動、クラブ費、バス代、透明ではないので、今後も難し

いと思うし、活用を変えるのも高い壁と思う。PTA の理事会でクラブ費が算出された時に１年間活動の

ない写真部のことを話したが、入部前にカメラのことを顧問に数度聞いた時に一眼レフをすすめられ、中

古で５万円出して購入した。が、活動は 0。←これなら iPad かえばよかった。払った年間１２０００円

のクラブ費もほかの実績のある部へ流れていると思うと、納得するのが難しい。菊陵にも写真部の活動が

載っているが実際と異なることばかり。美術に役立つと思い入部をきめたので、せめて写真のとり方、カ

メラの使い方など基礎の基礎だけでもやってほしい。特待生制度もよくわからず、成績優秀者とは？名前

だけなのか？？ 

【今後に向けての学校の考え】 

非常に難しい課題ですが、組織の活性化と収支の改善を目指してまいります。教職員一人一人の長所や得意

な分野を把握しつつ組織の中に落とし込み、一人一人が持っている力を発揮していけばおのずと活性化す

るものと考えます。限られた予算の中で最大限の効果を引き出せるよう創意工夫して取り組んでまいりま

す。 

 

分野 達成項目・評価の観点 自己評価平均 関係者評価平均 

8 中高一貫教育 3.6 3.9 

【関係者の御意見・御要望等】 

・一貫コース行事は工夫して実施してほしい。一貫の良さ（中学・高校とも）をもっと感じたい。 

・学力 UP のための事前、事後指導、書く指導に期待する。 

・先生方の子供たちへのかかわり方にいつも感謝している。 

・中学から見た感想だが、昨年度は中高一貫のメリットがなかったように思う。 

・これから期待したい。コロナがおさまれば、もっといろんなことができると思う 

・礼儀、礼節、社会性を何とか身に付けられるようにして頂きたい。家庭でもうるさい程言っているが、全

く成長できず…（泣）先生方が頼りです。そして、自分の考えを書く技術を身に付けるようにお願いした

い。自分の意見を持つことから始めて欲しい。 

・（共通テストで生徒が必要とする得点がとれるよう、全国模試の事後指導を徹底していくのと同時に、学

習指導も充実させたい。 

 

【今後に向けての学校の考え】 

中高６年間の学びはかけがえのないものです。中学の３年間、高校の３年間を無駄にしないよう、様々な取

り組みを行っていきたいと思います。横のつながりだけでなく、一貫生らしい縦のつながりを意識した行事

も実施していきたいと思います。卒業生とのかかわりは非常に大切な機会となるので、今後もさまざまな形

で継続していくつもりです。 



分野 達成項目・評価の観点 自己評価平均 関係者評価平均 

9 常葉大学・常葉大学短期大学部との連携教育 2.7 3.1 

【関係者の御意見・御要望等】 

・希望者（保護者、生徒）の大学見学会があれば良いと思う。そこで、菊川高校から常葉大学へ進学した先

輩の話を聞きたい。 

・大学について、沢山情報がもらえると嬉しい。常葉大は学科が沢山あるので子どもが興味をもち受験した

いと思ってくれるといい。 

・進路についての相談（面談）面談を希望制でいいので増やしてもらいたい。（高校になったら） 

【今後に向けての学校の考え】 

附属校として、入試だけでなくあらゆる活動において連携を深めていきます。地理的なハンディはあります

が、コロナ禍でリモートでのさまざまな取り組みの可能性に気づけたので、今後も様々な情報を発信しなが

らそれらを共有し、少しでも意義ある取り組みをしていきたいと考えています。 

 

分野 達成項目・評価の観点 自己評価平均 関係者評価平均 

10 橘小学校との小中高連携 2.3 2.3 

【関係者の御意見・御要望等】 

・中々難しいと思うが、橘中学校との交流も必要 

・美デ科から教育学部や教員希望の学生もいるので図画工作のおてつだいとか出来たら、良いのかなと思

う。 

・リモートを活用すれば、交流もできそうです。 

・実際の橘小学校との連携が保護者からはわからない。 

・今年は活動できるといいと思う。 

【今後に向けての学校の考え】 

今までは小学校との連携はほぼゼロでしたが、少なくとも小中の連携ができれば様々な課題解決につなが

る可能性があると考えます。ご指摘のようにリモートを活用するなどして連携を深めていくつもりです。 

 

 

 


