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学校自己評価　2019　評価点集計結果
2019年12月20日調査

2020年3月13日報告

(1)附属高校として常葉大学とのさらなる連携・強化を図る。

達成項目・評価の観点

１ 科・コースの特徴を生かし、効果的な指導を実践する。

科
・
コ
ー

ス

中学、高校の科・コースのカリキュラムの実践と検証を行い、次期指導要領への検討を行う。

学習指導・進路指導については、２０２２年度実施の次期学習指導要領を意識しつつ、科・コースの実
態や進路目標の設定に応じて、共通認識を持って指導する。（※常葉大学との連携あり）

生活指導において、科・コース・学年等によってぶれることなく、共通認識を持って指導にあたる。

美術デザイン科・一貫（高）・文理・普通・中学の会議を充実させる。必要に応じて合同会議を実施す
る。

各科・各コースにおいて行事等については、絶えず検討・工夫して実践し、見直しを図る。（※地域社
会との連携あり）（※常葉大学との連携あり）

中学、高校の科・コースにおいては、特色ある教育活動を工夫して本校の魅力を発信する。
（私立学校の一部家庭における授業料無償化に伴い本校の魅力を発信する）

クラス担任と授業担当者等、教員相互の連絡を密にし、個々の生徒の状況を把握し効果的な指導を
する。

中高一貫に導入した特色教育（「国語探究」・「７Ｊ」）の成果を検証する。

アンケート等を利用して、授業や行事等の生徒および保護者の満足度を検証し改善する。

【実践報告】
　特別時間割と自主制作期間を連動させ、高文連の展覧会では多数入賞し、全国大会への参加も果たした。
　未来学アート講座においては、アートコラールきくがわと連携し、全3回の企画をリーダーを中心に自主的で自由な発想の取り組み
ができた。また、菊川市1%地域づくり活動交付金の学生枠に応募・採用され、フリーペーパーを制作して菊川市のアートをテーマとし
たイベントを発信した。菊川市の新庁舎のPRも行い、これまで以上に貢献度の高い取り組みができた。リーダーの育成と縦割りの
活動を通して科としての結束力も増した。
　進路指導においては、これまで通り美術・デザイン科一丸となって実技、学科補講・チューター制を意識した面接指導、センター対
策講座など、科として小回りの利いた指導ができ、進路結果にも繋がっている。美術・デザイン科1,2年の担任（英語・国語）が普段
から週末課題を設定し、学科でのバックアップを強化した。夏季休暇中の実技講習会では、受験のための実技力養成だけでなく、
大学の学びを卒業生から体験できる取り組みが実施でき、AO入試において有効であった。この流れに自主制作期間の指導も連結
させ、1学期からのコンクールに向けた制作がスムーズに継続できた。
　カリキュラムの検討は進路選択の汎用性、模試との関連性、センター受験科目（2教科対応型）の見直し、内容の分かりやすさなど
を検討の柱として実技担当者、各教科主任と充分会議を重ね、新カリキュラムに移行する上で重要な足掛かりとなる暫定的な改定
案が完成した。来年度施行に向けて最終調整に入っている。
　今後の授業内容の参考にするという目的で入学生ならびに保護者にアンケートを実施した。美術・デザイン科独自で美術検定（レ
タリング、色彩等）を学校を会場として実施することもできた。

　一貫Ｓコース最大の利点は、中高６年間で培った横（＝同学年）と縦（＝先輩・後輩）の絆の深さである。同学年のなかで学習や各
種活動への参加、という場面で刺激し合うだけでなく、縦割り集団の中で上級生は下級生へ自分が体験したことを伝えたいと思い行
動する、下級生は上級生の行動やメッセージを真摯に受け止め、自身の学習や進路にいかそうと努力する。そのような好循環が
コース内で熟成されている点は、今後にも引き継いでいきたい一貫Ｓコースのレガシーであると考えている。そこで今年度も、積極
的に縦のつながりを意識したコース行事の実践につとめてきた。
４月　高１　一貫コースガイダンス　　コース主任だけでなく、高３生からも中学との違いや、高校生活に関する注意事項等を講話さ
せた。
６月　キャンパス見学会：一貫Ｓコースを卒業した学生が在籍している県外大学を訪問し、卒業生の案内によるキャンパス見学を実
施した。今年度は南山大学と名城大学を訪問した。
７月　「高３を囲んで」：縦割り集団を作り、高３生が高２・高１の生徒へ現在自身の進路達成のために、どのようなことに取り組んで
いるのか、高２・高１の夏休みに気をつけるべき点や取り組むべき点について語る。
７月　高１　一貫コース保護者会：一貫Ｓコースの高２のクラス編成に関する説明と、進路課長による大学入試に関する講話を主に
毎年実施している。
７月下旬　一貫プレゼン大会：昨年度から始めたもので、高２はビブリオバトルを、高１は身近な社会人をインタビューした職業調べ
を実施し、各学年の優秀者によるプレゼン大会を２学年合同で実施した。
８月　集中講座（国数英のハイレベル講座）＋高３生対象の志望理由書指導と面接指導を実施した。
９月　「卒業生を囲んで」：現在大学生になっている一貫Ｓコース卒業生による講演を実施した。
３月　進路体験発表会：３月に卒業した一貫Ｓコース生による発表会を実施。
３月　一貫進路講演会：現在社会人として活躍している一貫Ｓコース卒業生による講演を実施。
また毎月、「一貫コース通信EVERGREEN」を発行し、部活動や校外活動、学習面で活躍している生徒を紹介している。

令和元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。

(2)新しい学力観に基づいて文理コースの指導体制の充実を図る。

(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。

２０２２年改定の次期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各教員の研修の充実を図った。学校を取り巻く
様々な環境の変化に対応すべく、従来からある取り組みに加えて新しい試みも導入した。業務や行事は絶えず検証・工夫して実践
し、見直しを図った。新校舎建設が誇りや愛校心をさらに育む機会となるよう、今後も教育内容のより一層の充実に努めていきた
い。
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【今後の課題】
　未来学アート講座：今後も対外的な面と美術・デザイン科の実際の行事とのバランスをとって継続していきたい。これまではボラン
ティアスタッフとしての活動がメインであったが、生徒が菊川市の問題点を発見できるようなワークショップを開いていきたい。
　常葉美術館が使用できなくなる関係で、卒業制作展のオープニングを今年どのようにするのか検討し、外部での会場においても
実施したい。高校生のギャラリートークに中学生を招待することも実現させたい。授業実技体験会やデッサン講習会以外に、生徒が
3年間でどういった事を学び生活してきたのかを伝える事が美術・デザイン科に対する理解を更に深め生徒募集に繋がると考える。
美術・デザイン科の可能性・魅力を発信するためにも積極的にPRしたい。
　大学入試に向けた取り組みにおいて、引き続き低学年次から国公立・難関私大合格を企図した補講、週末課題等を実施したい。
美術・デザイン科の補講、特別授業は実技科目を中心に充実しているが、受験での主要学科である国語、英語の補講を美術・デザ
イン科担任の力を借りて引き続き行ないたい。また、進路・学習指導に向けた美術・デザイン科担当者会議を実施する必要がある。
　新カリキュラムの策定においては、先ず暫定案の認可に向けての準備を進めたい。
　今後の授業内容の参考にするという目的で引き続き新入生とその保護者に対してのアンケートを継続実施する。
　美術・デザイン科独自で美術検定（レタリング、色彩等）、英検、漢検等極的に受験を推進し、生徒の可能性を広げていきたい。図
書館での美術の蔵書を増やして、積極的な活用を促したい。
　エレベーターの使い方や、防災、危機管理に関する指導を今後も重視する。実技室での緊急時の対応を授業の中で実施してい
く。

　進路課や各学年で主催する行事との兼ね合い、コース行事に関する校内の理解を深めていかなければならない。コースとしての
アイデンティティーを育む行事や取り組みは堅持し、かつコース外の教員にもコースの取り組みに関して積極的に情報を開示してい
く必要があると考える。

　前述でもあるように、モチベーションの高揚に大切なものは、縦割りの繋がりだと感じる。とはいうものの、どうしても人間関係は偏
る。そのため、部活動所属やクラス、出身の異なる生徒とのコミュニケーションを築く機会をコースとして準備することが大切だと考え
る。来年度は３つの企画を用意し、３年生の背中を見て育つ、考える後輩を多く作るため、清掃活動や学習を縦割りで実施できるよ
うなシステムを用意し、コース内で知らない人がいないような縦割り、コミュニケーション集団を作っていきたい。

　全般的に他のコースよりも手の掛かる生徒が多く、一部の生徒により授業が落ち着かないケースがあるので授業規律を徹底した
い。
テスト期間以外での家庭学習の習慣づけが大きな課題である。
進路目標が明確になっていない者が多く、特に３年時に迷っている者は進路決定が遅れているので１、２年時の早い段階で進路目
標を決めさせる事が課題である。
ＳＨＲ・ＬＨＲが上手く活用されていないので有効に使う事が大切である。また、クラス独自の時間が少ないので検討したい。
朝学習は効果が大きいので、落ち着いた１日をスタートさせる為に読書、各種検定取得（英検・漢検・数検など）を目的として来年度
は全学年で実施したい。

　文理に改称後、３期目の生徒が卒業することになったが、進路実績としては厳しい状況である。コースとしてどうあるべきかを模索
し、議論することが多い１年となり、次年度、４期生を送り出すために何ができるかを見直しできた１年であった。卒業生の講演機会
を２度企画し、１学期最初の始業式後では、県内大学に進学した卒業生に講演、助言をお願した。９月には県外の大学へ受験した
生徒を中心に体験談を話してもらい、それぞれ生徒にとっては刺激のある講演だったといえる。気がつくことは知り合いや仲の良い
先輩の言葉は響く、ということ。逆に同じ卒業生といえど、接点の無い学生からすると、あまり入ってこないものだったことにも気がつ
いた。これらのことをふまえ、次年度以降に活かす企画を実行していく。

　昨年度も行って効果のあった授業巡視を毎期の始めに行った。各授業において毎時間の始めに漢字・リスニング・各小テストを実
施した。
部活動に加入している生徒に対して、顧問と連携を取り、指導に当たった。
隙間時間（昼休み・放課後）を有効に活用する指導を行った。
日頃から声かけや保護者との連絡を密に取り、状況を把握し対応するように努めた。
クラス・学年関わらずに生徒情報の共有化を図った。
早い段階で附属高入試対策の補講を実施する事が出来た。
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3.3

① 3.7

② 3.2

③ 3.3

④ 3.0

⑤ 2.4

⑥ 3.3

⑦ 3.1

⑧ 3.5

２ 授業内容の充実を図り、学力を定着させる。

教
務

授業規律を確立させる。特に始業のチャイムで始まり、終業のチャイムで終わることを徹底させる。

授業担当者は各科・コースと連携をとり、２０２２年度実施の次期学習指導要領を意識しつつ、計画
的・系統的な教科指導を行う。

発見学習、体験学習、問題解決学習、調べ学習等の手法を取り入れた授業（できればプレゼンも含
む）を実践する。

自ら学ぶ姿勢をつくることと家庭学習の定着を、各教科の工夫で求めていく。

各教科は、司書と協力して選書や生徒の図書室利用を促す指導をする。

本校独自の授業研修を実施し、教員の資質向上・授業力向上を図る。（※常葉大学との連携あり）

教科会議を授業力向上のための意見交換の場、③の検証と共有の場とする。

定期テスト、課題テスト、全国学力・学習状況調査については、教務課主導で結果分析と事後指導を
して、担任と教科担当との連携を基本とする、より効果的な指導体制をつくる。

【実践報告】
　授業規律は年度当初からの呼びかけにより、概ね実現できている。一部の生徒に落ち着きがないことがある。また、教員側も授業
規律に対してより意識的になり、せめて２分前の行動をもっと意識すべきである。
　科・コースに応じた授業、発見学習・体験学習・問題解決学習などの手法を取り入れた授業を取り入れている教員は増えている。
一方で、そのスキルを共有する場をもっと欲しい。教科会議や研修会の場を有効に利用したい。
　各授業担当や担任・学年などの指導の工夫があり、かなりの生徒の努力は見られるが、本校生徒の家庭学習時間は全体的に見
て少ない。学習の積み重ねやその成果を可視化できるものにするとか、進路的な目標を具体的に持たせるとか、が必要。
　図書館の利用は授業、科・コース、クラスにおいて進められているが、年間でのノルマとかは特に定めていない。さらなる利用が求
められる。
　６・11月の授業力向上月間、年２回の授業研修会、分掌主催の研修会、若手教員の研究授業、外部に出張しての研修会などを通
じて授業について学び、そのスキルを取り入れている教員がいる。積極的にやってみようという姿勢が大切であり、それを通じて科・
コースの特色を出すことができれば、と期待している。
　教科会議は事務伝達の場として有効利用されている一方で、授業スキルなどの意見交換の場としての時間数が足りない、との意
見が多い。伝達を効率よく行い、時間を有効に使うことが求められる。
　定期テスト、課題テスト、ベネッセ模擬試験などについては、各クラスの平均点・分布などのデータが提示され、非常勤講師も含め
て分析作業を進める体制ができてきた。今後はさらにその分析の体制を維持し、以後の生徒への学習指導に活かされることが期待
される。

【今後の課題】
　本校の授業を主とした学習指導体制が、入試の結果に結びついているとは言い切れない。一つ一つの取り組みを強化し、入試結
果に結びつくように意識することが大切である。進路面を意識した長期的な目標を掲げさせ、それを達成すべく学習における段階的
な中期目標、短期目標を掲げながらそれを達成すべく日々の学習に取り組ませたい。
　授業規律については年度当初に生徒課や担任・学年部、各授業担当が呼びかけ、それを維持していきたい。個々の生徒への対
応も丁寧に根気よくしていきたい。
　授業内容は、レベルや内容において科・コースの特色をもっと表明したい。「授業力向上月間（６・11月）、若手教員を対象とした研
究授業、６・11月の研究授業など、授業のスキルを学ぶ場もいくつかあるが、これらを通じて各教員がスキルをさらに高めて、実際
の授業に取り入れていく姿勢が必要であり、発見学習、体験学習、問題解決学習、調べ学習などを盛り込んだメリハリのある授業を
さらに展開していく必要があると考えている。非常勤講師も交えてそうした授業方法を検討する場を設けたい。本校の授業時間数
は、月・火の７限や隔週の土曜日授業のため多くの教科は授業時間数に恵まれているので、だからこそ教科書の内容理解を効率よ
く行い先述の学習手法をできるだけ展開させ、それを家庭学習の質・量に結び付けていく必要がある。
　読書指導も、学年・教科等の連携で進める必要がある。文化祭の収益などを利用してタイムリーな図書の購入を進める一方で、Ｌ
ＨＲのクラス独自の時間を利用することも考えたい。読書指導を語彙読解力の向上と結びつけていきたい。
　生徒の学習成果を見る場として各テストの分析は欠かせない。その体制は整いつつあるので、分析した内容が以後の生徒への学
習指導に活かせるようにし、生徒にもテスト結果を踏まえさせて「夢手帳」を最大限に活用させていく。。授業アンケートを引き続き行
い、生徒のニーズを授業に反映させるようにしていく。
　情報伝達の場としてだけでなく、テスト分析や授業研究における意見交換の場として教科会議や各種研修会を有効利用していき
たい。
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3.8

① 3.7

② 3.6

③ 3.6

④ 3.5

⑤ 3.6

⑥ 3.5

⑦ 3.6

⑧ 4.0

⑨ 4.6

公共の場でのマナー（特に電車での通学マナー）を遵守させる。（地域社会との連携あり）

カウンセラーによる学校教育相談を充実させ、対象を生徒に限らず保護者・教員にまで広げて精神的
ケアをしていく。

本校の「いじめ防止基本方針」に則った指導をする。

全ての教育活動において体罰は用いない。

【実践報告】
　４月に『インターネット活用講座』を実施し、事例を挙げながら自他を守るためのＳＮＳのマナーやルールを伝えた。６月の『薬学講
座』では静岡県少年鑑別所　法務教官　三島様に講演をいただき、薬物乱用の危険性だけでなく、法を犯すとどのような罰をうける
のか、また自身だけでなく家族や関係者にどういう影響を与えるのか理解を深めた。７月には交通安全教室としてミニ命のメッセー
ジ展を開催した。江角様に講演していただき、関係者の深い悲しみや憤りを顔を見て聞くことで自分のこととして聞くことができた。さ
らに交通事故により亡くなった方のパネルや遺品、当時の状況等を掲示し全校生徒が目にすることができた。交通事故は被害者だ
けでなく加害者にもなり得る可能性がある事を学び、残された遺族や関係者の思いなどを知ることで自身の安全だけでなく加害者
にならない安全意識も感じることができた。
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部活動顧問が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「生徒実態アンケート」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することで現在体罰はなく、イジメもなくなっている。
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で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、保護者会時に話題の一つとなるよう心掛けてい
る。

【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。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・指導は急務である。
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になる。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。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。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。

３ 生活指導を重視し、事故やいじめや非行等を未然に防ぐ指導を重視する。

生
徒

全ての教職員が、服装・身なりについての指導を集会・ＳＨＲ・授業・校内校外補導等、あらゆる場
面、機会を捉えて行う。（※地域社会との連携あり）

挨拶をしっかりさせる。教師から率先し、生徒にも定着させる。（※地域社会との連携あり）

ＳＮＳの扱いについて研修し、試験時に使用することやいじめや性非行につながることが無いよう、規
則を守らせる指導をする。

指導過程を統一し、共通認識のもと、ぶれない指導をする。

交通安全の意識を高め、交通ルールを遵守させ、事故を未然に防ぐ指導をする。（※地域社会との連
携あり）
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3.5

① 3.7

② 3.4

③ 3.5

④ 3.6

⑤ 3.5

⑥ 3.3

⑦ 3.7

⑧ 3.8

４
進路指導を充実させ、進路実績を向上させる。
（※常葉大学・地域社会との連携強化）

進
路

第一志望の進路目標を達成させるため、授業の他、特別授業・補講・講座等の体系化と質の向上を
図り、それらを最大限に活用して学力を養成する。（※常葉大学との連携強化）（※地域社会との連携
強化）

精神力、体力が伴った粘り強い意思を確立させ、安易な進路に妥協させない。

各種模擬試験、学力コンクール、附属校入試、センター試験については、進路課主導で結果分析と
事後指導をして、担任と教科担当との連携を基本とする、より効果的な指導体制をつくる。

英検・漢検・数検等に積極的にチャレンジさせる。

担任、教科担当、進路課が連携して進路指導をする。

国公立・難関私大のＡＯ・推薦入試対策を、広く協力を求め、指導体制を明確にして実施する。

進路面接を必ず実施し、生徒・保護者に対して適切な助言指導を行う。

放課後の図書館を利用した自主学習の充実をはかる。全教員が最低１回は図書館当番をする。

【実践報告】
①高1・2は夏・冬・春の三期(春は実施できず)でオープン補講、高2は3学期に附属高校学力試験対策、高3は1学期～夏に附属高校
学力試験対策・センター対策補講、2学期はセンター対策補講を実施した。また中学・一貫・美デ科は、独自補講を実施した。教員の
共通認識が高まり、運営方法が安定してきている。特に高3は、附属高校学力試験を受験する生徒を「必参加」とし、更にセンター補
講も学年部の進路課教員が早めの準備・告知に努めたため、参加状況は非常に良かった。
　講座として「みらい学講座」の運営に進路課が関与・協力する方針を示し、企画に加わるとともに、一部に進路課教員が運営に関
与した。
②モチベーションの向上を企図し、様々なガイダンス等進路関係行事を年間通じて実施した。
 高1：進路適性検査、進路講演会、教養講座(高大連携)、小論文ガイダンス、進路ガイダンス等
 高2：進路講演会(高大連携など)、進路講話、小論文ガイダンス、進路ガイダンス等
 高3：小論文ガイダンス、進路講演会、進路講話等
③進路課研修では、「進路指導引継会」を科コース単位で実施し、受験指導に関する情報共有・意見交換を行い、好評を得た。模
試・スタディーサポート・附属高校入試等については、進路課発信にて結果データの提供を行った。高3の重点クラスでは、「出願検
討会」を実施し、受験校に関する情報共有・意見交換を図った。
④進路講話などを通じ、推薦等で生かせることを周知し、受験促進を図ってきた。また英検の2次試験指導では英語科教員に指導
体制の強化をお願いした。
⑤⑥⑦高3では、面接指導は学年が主体となり、小論文指導などは国語科教員が中心となり指導に当たった。特に小論文ガイダン
スは、志望理由書を中心としたグループと、小論文が入試で課されるグループに分け、より実態に合った形式とした。国公立大学等
は早めに推薦者決定し、進路課長面談を7月末に実施するなど、夏期休業中に準備を進められる状況を作った。
　高2では、学年部企画で「パラダイムシフトゼミ」を実施し、生徒の受験に向けた意識の向上を図った。
⑧　当番を日直のように事前に分かる状況にした。試験前を中心に生徒は自習を行っている。

【今後の課題】
①補講について、上記の通り、実施目的や実施方法などが多くの教員の共通認識となっている。ただし、今年は、①生徒の参加状
況、②教員確保が課題として挙げられる。
①について、生徒を募集しても、1桁しか参加しない補講も多くあり、また申し込んでも辞退する生徒が目立った。ただし高3は一部生
徒を必参加としたため、参加状況も良かった。教員は、補講の目的・意図について生徒としっかりと共有するなど仕掛けをし、積極
的な参加を促す必要がある。
②学年をまたいで担当するなど、一部担当教員への負担が大きい。講座や部活動等課外活動との調整が求められ、抜本的な問題
解決は難しいが、計画を早めることで円滑な調整を進めたい。
通じて、「場を提供する」補講からの脱却と、生徒の向学心の醸成を並行していかなくてはならない。
②多種多様な人材を集めることを目的に、多面的評価を行う推薦制度が各大学で拡充されている現状から、推薦・AO自体は“安易
さ”の象徴とは言えない。しかし現役合格を念頭に、志望を下げるケースは珍しくない。進路課企画として学年など“全体”としての指
導に留まらず、“コース”の独自性を生かした取り組みを通し、「目標に向かって最後までやり抜く」生徒の意識を醸成していきたい。
特に先輩の取り組みは後輩生徒に響くので、初志貫徹で一般受験での合格を勝ち取った普通コース生徒の話などを共有していき
たい。
③昨年度同様、模試等のデータに関しては、分析・共有後の指導そのものが十分ではない。そもそも数値的な目標があいまいで、
結果を評価すること自体が難しい。指導内容に関する、教科会議内の動向も不明である。次年度以降は、教科会議が数値的な目
標設定を提示し、指導計画・実践(授業)を行い、検証可能な環境を作りたい。進路課としては、検証に関する計画を立て、取り組み
の共有を可能とする環境を整備したい。
④英検は受験人数も増加し、挑戦する生徒が増えている。しかし漠然と受験を勧めるのではなく、受験人数・合格率などにおいて目
標を設け、受験を推進する体制を各教科会議と築く必要がある。また対策補講を実施することで、生徒の合格率を上げるだけでな
く、生徒の意識付けにもつなげたい。更には、合格した生徒の顕彰など、もっと積極的な発信をする。
⑤⑥⑦より充実した環境を整備すべく、教員が一人でなく、“組織”として生徒を向かい合う仕組み作りが求められる。多感な生徒の
気持ちを慮り、カウンセリングマインドをもって学習や進路指導にあたるために、教員間の情報共有を綿密にし、多角的な視点で生
徒を見ることができるようにしなければならない。
　また年々重要度を増す小論文指導については、1・2年生のうちに読解力や語彙力を醸成する仕組みを作り、受験時に望ましい文
章が書けるように支援すべきである。
⑧放課後の自習人数を見ると、試験前に偏り、日常的な利用は頭打ちである。教員がいる状況を十分に活用できるよう、方法を検
討したい。
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3.6

① 3.6

② 3.2

③ 3.6

④ 3.6

3.1

① 3.0

② 3.3

③ 2.8

５ 環境美化・公共物を大切にする指導を重視する。

総
務

教室美化及び私物管理をしっかりさせ、落ち着いた教室環境を確立する。

ゴミの減量と分別指導を徹底する。

「公共物の破損」がなくなるよう「大切にする心」の育成をする。

環境美化のボランティア活動（生徒会・ＬＨＲ・部活）を実施し、環境美化の意識の向上を図る。（※地
域社会との連携あり）

【実践報告】
　１２月には希望生徒による救命救急、AEDの研修会を行った。毎年実施することで少しずつ緊急の際の対応が浸透している。また
４月には、全校生徒で避難訓練を行った。本校生は広範囲から通学しているために地区別避難訓練を実施して、災害時に帰宅を共
にするメンバーを生徒達に確認させた。12月には地域の避難訓練への参加を呼び掛け、多くの生徒が参加した。防災用品を再確認
し補充を行っていく。
近年、台風の接近による暴風雨や集中豪雨による交通機関の遅延など、休校等の措置をとる場面が増えてきた。本校生は、広い
地域から通学しており、それぞれの地域で気象条件が異なり判断が難しい場面もある。自宅に居るとき、あるいは通学途上で災害
が発生したときの判断基準を設けてあるが、同時に「絆ネット」のメール配信で学校の指示を速やかに保護者・本人へ知らせること
ができるよう配慮している。

【今後の課題】
　2011年の東日本大震災、本年度の熊本地震、洪水、台風被害と自然の驚異にさらされることが増え、学校としていかに生徒の安
全を確保するかが大きな課題である。「地震防災応急計画」「消防計画」に基づいたシミュレーションはするものの、緊急時に職員全
員が顔を合わせることができるかも不明である。その場の状況は千差万別であることが予想され、柔軟な対応が求められる。沿岸
部や山間部、川沿いの地区、住宅密集地など、様々な場所に生徒達の居住地があり、画一的な指示では逆に危険性が増す場合も
考えられる。想定外の混乱した状況内でもふさわしい対応ができ、言葉による指示が無くても生徒が速やかに安全な場所に避難で
きるようにする工夫が必要である。また指示を仰ぐ生徒は自己判断で命を守る術も身につけさせなければならない。また生徒だけで
はなく地域の方々の緊急避難所にもなっていて、より広範囲な対応が必要とされている。そのためには地域との連携を深め、一層
踏み込んだ具体的な研修が必要とされている。常葉大学の社会環境学部との連携をとっていきたい。

【実践報告】
　毎日全校で清掃活動を行っている。職員も担当場所に赴き、生徒と共に清掃に取り組む。朝は運動部員達が交替で通学路に立
ち、清掃活動を続けている。毎朝その姿に接することで生徒は美化への意識を自然と高めている。
教室には複数のゴミ箱、古紙回収箱を設置して分別し、教室の美化管理を生徒の手で行っている。ゴミの分別については、清掃時
間にゴミ集積所に生徒自ら立ち、持ち込まれたゴミの分別指導を徹底している。生徒による指導は効果的でゴミの分別を習慣化さ
せている。またペットボトルのキャップを生徒会で回収して、環境への意識を高めている。
各学期、専門委員の呼びかけで教室内の机・椅子の整頓、ロッカー内の私物の管理などを意識づけている。さらには、生徒会の呼
びかけで毎月「クリーン作戦」というボランティア活動を実施して校内や通学路の清掃を続けている。これらの環境美化への生徒自
身の活動は美化、公共物への配慮を浸透させる有効な体験となっている。建て替え前であるが、伝統ある校舎を大切に使用してい
る。

【今後の課題】
　現在続いている生徒による清掃活動・ボランティア活動は本校の誇らしい伝統として今後も大切にしていくべきだと考える。教室内
も個人ロッカーで私物を管理していて乱雑になることがなく、整理され落ち着いたクラスが多い。まれに汚れたトイレ、乱雑な教室等
が目につくことがあり、その際には職員で情報を共有し、原因を探り指導に活かしている。生徒の心の状態を映し出している生活環
境の改善によって心の荒れを防ぐことができると考え、今後も環境の美化に努めていく。今後はさらに一歩進めて、環境の美化に向
けた指導を地球環境保護に向けた環境教育の一環として位置づけ、持続可能な社会の実現を探求する心に繋げていきたい。

６ 防災や危機管理に関する指導を重視する。（※地域社会との連携強化）

総
務

防災訓練のあり方について研修する。

東南海地震を意識して、本校で実施する防災訓練はもちろん、生徒の居住地での防災訓練にも積極
的に参加させる。（※地域社会との連携強化）

恒常的に危機管理について研修する。（※常葉大学との連携あり）
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3.7

① 3.8

② 3.5

③ 3.5

3.2

① 3.5

② 3.5

③ 2.3

７ 学校行事・生徒会活動の活性化を図る。

そ
の
他

学校行事に積極的に参加させることにより、達成感を持たせ、学校の活性化を図る。

生徒会の一員という意識を持たせ、生徒会主催行事に積極的に参加させ、協力させる。

様々な活動を通してリーダーの育成を図る。

【実践報告】
　中等部では豊かな感受性と自己表現の能力を育てるため、SHRの中で「朝読書」「読み聞かせ」（保護者）などを実施している。ま
た、一貫高校生による「読み聞かせ」の実施回数を増やし、中高の連携事業として有意義な企画を成功させた。
　またキャリア教育の一環としての「未来授業」や「職業調べ」、地域貢献を目指した「菊川茶のＰＲ活動」や「棚田事業への参加」な
ど、地域の協力を得て実施している企画、地域に根付いた活動を実施した。
　情操教育の柱の一つとして位置付けている「全校合唱」は、文化祭での発表、学校説明会での発表、卒業式での式歌として、多く
の方々に披露できる場を設け実施した。
学習環境の提供を目的とした「試験前放課後学習室」を各定期試験前に実施した。常葉大学の「試験前お助け隊」という学生ボラン
ティア派遣企画も取り入れ、大学との連携事業実践が実現した。

　今年度の高校1年生は、入学当初から落ち着きに欠けることが多く、問題行動等が散見された。
問題行動では、人として大切なことが欠けていることが多かった。
生徒課を中心に一つ一つ解決をしていったが、まだ課題が多い。
またLHRなどで、ガイダンス等実施したが聞く側の態度の向上が不可欠であると感じた。
不登校の生徒は、保護者、カウンセラーとの連携をこまめに取りながら、家庭訪問をするなど改善に努めが
たが、一部は転学することとなった。

　この学年（高校２年）は素直な生徒も多いが、教員が日頃から真摯に生徒に向き合っているおかげ
で大きなトラブルもなく、学年最大のイベントである修学旅行を無事終えることができた。教員の
地道な指導の賜物だと思う。
昨年に引き続き、コミュニケーション力を身に着けるため、異業種からの講師を招くなど、スキル
アップのための見識を広げる工夫をした。
大学受験に向けての高い意識を身につけることや種々の経験をつむことで、知識の引き出しを多く
することを目的とする、パラダイムシフトゼミ（講座）を希望者のみで月２回程度実施した。

　（高校３年）朝のＳＨＲはコースごとに小テスト等行い学習へ気持ちを向けさせる取り組みを行った。
定期テスト前は夢手帳の記入回収等の時間に当てた。

【今後の課題】
　中学、SHRが単なる連絡事項の伝達とならないよう、生徒と担任の貴重なコミュニケーションの場として位置づけたい。今後は総合
学習で行っている職業調べプレゼンや、国語探究の授業等とリンクさせて「プレゼンテーション」の機会を設けるなど、自分で物事を
説明する力や考える力、表現力を磨くための活動を積極的に取り入れていく。
　またLHRでは、現在実施している活動を柱としてこれまで以上に地域に根付いた活動を積極的に行っていきたい。体験的な学習
活動を通じて、学年の枠を超えた人間関係を構築し、互いに影響を与え合うことで教育成果の向上を目指す。
　学力向上を目標とした取り組みに対し、生徒が主体的に参加する仕組み作りを構築したい。特に「試験前学習室」については、
個々の生徒の実情に合わせた学習環境を提供できるよう、実施形態を工夫していく。

　来年度からは多くの課題を抱えているものの、生徒の個々の成長にきたいしつつこまめな指導を実践していく。

【実践報告】
文化祭、新入生ゼミ、合唱コンクール、体育祭などの学校行事は、クラス内の人間関係作りや学校生活・社会生活への適応能力を
育む重要な役割を担っている。リーダーの育成やメンバーシップ、チームとしての問題解決能力など社会や地域で貢献できる人材
に必要な根幹を養っている。文化祭や合唱コンクールは年々成長を見せている。保護者の皆様や地域の皆様の応援を力に変える
ことで自分たちの力を一層高めている。修学旅行では海外に行くことで日本の良さを再認識し、海外に目を向けるきっかけになっ
た。生徒たちの満足度が高かったのは日々の人間関係が築けていることを指している。

８ ＬＨＲ・ＳＨＲの効果的活用を図る。

そ
の
他

ＳＨＲ・ＬＨＲをより計画的、効果的に活用する。（※地域社会や常葉大学との連携あり）

ＳＨＲ（朝・帰り）を通して、伝達事項だけでなく学校方針や担任方針を伝え社会の一員であることを伝
える。

ＬＨＲ時に図書室を利用する時間を設定するなど、図書室に足を運ぶ環境（図書の充実・図書室の整
備・工夫）をつくる。

　この学年は、大学入試が大きく変わる初年度の年に当たるため、そのように対処すべきか模索すると共にベースとなる基礎学力
の定着を図る工夫を次年度の課題としたい。

　ＬＨＲが科、コース、学年行事主体に組まれており、クラス運営で必要な時間が取れない、もしくはズレが生じている。計画段階でク
ラスの意向が反映できるようにしていきたい。
帰りのＳＨＲもＬＨＲのようにある程度の計画性をもった運営も必要だと考える。
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3.7

① 3.9

② 3.6

③ 3.4

④ 3.6

⑤ 3.6

⑥ 3.3

⑦ 3.6

3.3

3.4全平均

文化部の活動の強化とサポートの充実を図る。（※地域社会との連携あり）

顧問は全部員が下校するまでの安全管理に留意し、部室等の施錠管理を行う。

【実践報告】
　本校は運動部・文化部共に活動が盛んであり、ほとんどの生徒が部活動に所属し自分たちの可能性を信じ、能力や感性を磨いて
いる。部活動は教育活動の一環であり、地域や社会で貢献できる人間形成のために授業やHR活動とは違ったアプローチを試みる
活動である。最高の問題解決能力を育む場という位置付けをしている。本年度運動部では陸上部・バドミントン部・空手道部・ソフト
ボール部が全国大会に出場した。運動部だけでなく美術部、書道部、演劇部などの文化部も活躍している。多分野において生徒が
個性を追求・探求している。校内の活動にとどまらず、地域のニーズに応じてそれぞれの特色を活かしながら地域貢献を行う場が
増えてきた。学校における教育活動の成果を広く地域の方々に知らせる場でもあり、生徒自身が地域に発信することにより自分た
ちの新たな問題への気づきを得て、本校中高生の学びがより豊かなものになっている。

10 「自己評価」や「学校関係者評価」を活用し、生徒・保護者・同窓生・地域の人々か
ら信頼される学校づくりをする。（※地域社会との連携あり）

【今後の課題】
　現在、地域の活動やイベントに積極的に部活動やボランティアを募って参加している。また、地域とフレンドシップ協定を締結して、
多くの生徒が市の活性化を考え成長させてもらっている。
信頼される学校づくりは、生徒・保護者・卒業生の方々に対して教育機関として提供すべきことが提供できていたか、また、地域社会
からの信頼は、地域社会に対してどれだけ貢献できたか、によって、信頼され支えていただける学校を築くことができる。在学する中
高生も社会の一員であり、社会を支える大人へ成長するためには、地域社会との関わりや他人に対する感謝の心を育てることが重
要だと考える。今後も、人を育てる教育機関としての自覚を持ち、自己研鑽を重ね、生徒・保護者、地域の方々の声に真摯に耳を傾
け、信頼される学校づくりに精進しなければならない。

９ 部活動の充実を図る。

そ
の
他

部活動を人間教育の場として捉え、その上でより高い目標に向かわせる。

部活動においても、ボランティア活動や地域の行事への参加を通して学校や地域に貢献させる。
（※地域社会との連携あり）

部室・活動場所の管理・美化を徹底する。

顧問は部員の学習状況・生活状況を把握し、適切な指導を行う。

奨学生を持つ部活は、奨学生としての自覚と模範的な学校生活を送らせる指導を行う。
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関係者評価平均

3.6

２ 授業内容の充実を図り、学力を定着させる。 3.6

３ 生活指導を重視し、事故やいじめや非行等を未然に防ぐ指導を重視する。 3.9

４ 3.7

【関係者の御意見・御要望等】
・期待をこめて厳しい評価をしました。
・期待していた７Ｊがいかされていないのがとても残念でなりません。しかし、他は先生との関わりも良好で安心し
ています。

【今後に向けての学校の考え】
美デ科…みらい学アート講座を通して生徒が菊川市の問題点を発見・解決していくワークショップを実施し、地域
貢献を推進したい。これらの美デ科の取り組みや行事などにおいては、ホームページ、SNSを通して発信してい
く。進路指導においては、低学年から国公立・難関私大合格を企図した補講、週末課題等を実施したい。また、
美術・デザイン科独自で美術検定（レタリング、色彩等）、英検、漢検を今後も積極的に受験を推奨し、生徒の可
能性を広げていきたい。
一貫…今後さらに中高会議を充実させ、６年一貫教育のメリットがさらに生かされるよう、諸問題の解決を図って
いきます。
文理…文理コースでは一貫Ｓコースの６カ年での縦割り教育を見習い、進路意識や学習姿勢を卒業生から学べ
る環境作りを目指して、縦割りでの活動を増やして「繋がり」を感じるコースを目指します。大学入試をコース一丸
で戦う姿勢を持ち、今年度から形式が変容していく入試に立ち向かえる力を養っていきます。また、生徒の幅広
い興味関心を引き出すため教員自身も知識の開拓を行ない、新たな挑戦ができる力を身につけていきます。
普通…・進路希望を早い時期に明確にできるように情報を提示し、面接の中で決定した進路希望に沿った受験
対策を行います。就職・進学（専門学校・短期大学・大学・附属校）の各試験に応じた内容の補講や面接指導の
充実を図り全員合格を目指します。保育・看護希望者には、実技補講開催、インターンシップ、各実習などへ積極
的参加を行い知識を高める指導を行います。

【関係者の御意見・御要望等】
・宿題をもっとたくさん出してほしいです。

【今後に向けての学校の考え】
　まず、生徒に主体的に学ぶ姿勢を持たせるために、教員が研修を重ねることが重要と考えています。年に数回
実施される授業研修会、校内外の研究授業などを通じて教員が学び、その情報を教員同士で共有していきま
す。
　研修を通じて学んだことを含め、授業において生徒の気持ちを揺り動かす授業、学習意欲を高めさせる授業を
展開し、生徒の家庭学習に繋げていきます。家庭学習の量・質を高めるようにしていきます。
　生徒が学習面で成長するためには、教員同士・教員と生徒・生徒同士の積極的なコミュニケーションが欠かせ
ません。生徒が前向きに意見・考えを発信できるよう、その点でも教員はスキルを高める努力をしていきます。
　菊川中高の授業力・学習指導の推進力を、多くの生徒や保護者が期待している。その声に応えられるよう、教
員一丸となって取り組みたい。

【関係者の御意見・御要望等】
・公共機関でのマナーに疑問を感じる場面を目にした。学校だけでなく家庭での指導が必要と考える。

【今後に向けての学校の考え】
マナー教育やモラル教育は本校の教育理念の根幹にもあたる部分です。一人の生徒を育てていくためには学校
という側面だけでなく保護者・地域と協力し、連絡を密にしながら多面的に育んでいく必要があると考えていま
す。学校生活の中で教えるだけでなく自分たちで考えさせ行動させながら社会の一員として社会に貢献できる生
徒を輩出できるよう今後も尽力していきます。

【関係者の御意見・御要望等】
・一貫生徒なのに一般の子たちと一緒の授業をするのも良いが一貫の意味がない。進みが違うので一貫は３年
の一年間は受験を主にカリキュラムを進めてほしい。

【今後に向けての学校の考え】
クラス編成の関係で、一貫単独では実施できない科目があるのが現状です。その点に関しては、継続的に教務
課と協議を重ねていきたいと思います。一方で合同クラスでの実施は、一貫生にとって「多様性」という刺激を与
え、思考を深化させるなど取り組みに相乗効果を生むこともあります。そういった有意性を教員側も意識し、今後
も生徒の学力向上・進路実現のため、尽力してまいります。

進路指導を充実させ、進路実績を向上させる。

　令和元年度　学校関係者評価　結果
常葉大学附属菊川中学校・高等学校

分野 達成項目・評価の観点

１ 科・コースの特徴を生かし、効果的な指導を実践する。
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５ 環境美化・公共物を大切にする指導を重視する。 3.6

６ 防災や危機管理に関する指導を重視する。（※地域社会との連携強化） 3.2

７ 学校行事・生徒会活動の活性化を図る。 3.8

８ ＬＨＲ・ＳＨＲの効果的活用を図る。 3.6

９ 部活動の充実を図る。 3.9

10 3.6

【関係者の御意見・御要望等】
（御意見ございませんでした。）

【今後に向けての学校の考え】
昨年度も運動部・文化部ともに活発に活動し、多方面で活躍してくれました。これも保護者の方々や関係者の
方々のご協力のおかげだと感謝しております。学校の一部活としてではなく地域の皆様に愛され応援されるよう
な部活をめざし、ボランティア活動や地域の力になれるような活動を増やしていきたいと思います。

【関係者の御意見・御要望等】
・私学こそ地元との連携をもっと取るべきだと思います。
・地域の方々の声とはどのように収集するのか、学校として地域の方との交流があるのか。

【今後に向けての学校の考え】
　菊川市とは2016年3月にフレンドシップ協定を結び、連携教育を4年間継続しております。生徒が、菊川市の魅
力づくりや魅力の発信に参加させていただくことで、教科書で学ぶことができない貴重な体験をさせていただいて
います。また、部活単位や有志が市のボランティア活動に参加して貴重な体験をさせていただいております。生
徒や教職員が地域活動に参加させていただくことで、地域貢献や地域の方々の声を聴くことができるチャンスと
考え、今後も積極的に参加したいと考えております。保護者や地域の人々からの意見を謙虚に聞き、信頼される
学校を目指せるよう努力いたします。

「自己評価」や「学校関係者評価」を活用し、生徒・保護者・同窓生・地域の

【関係者の御意見・御要望等】
・現在の通学路では災害時の避難に対応できるとは考えにくい。救命ＡＥＤの講習は希望者ではなく、行った方が
良いと考える。

【今後に向けての学校の考え】
今後も校内美化の徹底と、クリーン作戦に見られる地域の清掃活動への積極的参加に取り組んでいきます。校
内の美化が生徒の学校生活を落ち着いたものにしているため、不特定多数の使う場所への清掃指導を含め、美
化への意識を高める指導を継続していきたいと思います。校舎の建て替え工事が始まり、来年１１月に新校舎の
完成、引越の予定です。この中でもできるだけきれいな状態に保てるように清掃にも力を入れていきます。AED講
習は人数制限もあるので、なるべく多くの生徒に受講してもらうように呼びかけます。

【関係者の御意見・御要望等】
（御意見ございませんでした。）

【今後に向けての学校の考え】
地域での防災意識を高めることも大切なことであり、中高生が地域で中心になって活動できるように、地域防災
訓練への参加呼び掛けを強化し、積極的な参加が増えるよう工夫していきたいと考えています。社会的活動を通
して、社会の一員であることを自覚させると共に災害時に危険を察知して臨機応変に動けるようにしていきたいと
思います。災害への準備は授業中を想定したものだけでなく、様々な場面で起こる可能性があることを想定する
必要があります。そのためにも、生徒一人一人が自分で自分の命を守るという意識を育てたいと考えます。台風
など気象状況の変化が激しいので、情報をしっかり把握し、余裕をもった対応をしていきたいと思います。

【関係者の御意見・御要望等】
（御意見ございませんでした。）

【今後に向けての学校の考え】
生徒が学校行事や生徒会活動に積極的に参加できる状況を整えることは、学校が生徒主体となるうえで不可欠
なことであり、その点で学校行事・生徒会活動の位置づけを今後も大切にしていきます。ＰＤＣＡサイクルを重視
し、１つ１つの取り組みが今までより進歩したものになるよう、生徒の声を聞きながら進めていきたいと考えます。
今期は生徒会役員が例年よりもたくさん希望してくれました。さらに生徒会の活動を活性化し、生徒が主体的に
活動していく場を増やしていきます。

【関係者の御意見・御要望等】
（御意見ございませんでした。）

【今後に向けての学校の考え】
中学…SHRが単なる連絡事項の伝達とならないよう、生徒と担任の貴重なコミュニケーションの場として位置づけ
たい。今後は総合学習で行っている職業調べプレゼンや、国語探究の授業等とリンクさせて「プレゼンテーショ
ン」の機会を設けるなど、自分で物事を説明する力や考える力、表現力を磨くための活動を積極的に取り入れて
いく。
　またLHRでは、現在実施している活動を柱としてこれまで以上に地域に根付いた活動を積極的に行っていきた
い。体験的な学習活動を通じて、学年の枠を超えた人間関係を構築し、互いに影響を与え合うことで教育成果の
向上を目指す。
　学力向上を目標とした取り組みに対し、生徒が主体的に参加する仕組み作りを構築したい。特に「試験前学習
室」については、個々の生徒の実情に合わせた学習環境を提供できるよう、実施形態を工夫していく。
高１…LHRでは講演会を利用して職業観の形成や進路意識の高揚を図る。SHRは、朝学習を通し今後の受験に
備える。
高２…LHRを活用して、コミュニケーションスキルの向上の一助として、異種の職業の話を聞くことにより、知識の
引き出しを広げ、これからの入試に対応でrきる力を身に着けさせる。
高３…HRは教員が自身の価値観、考え方を生徒に語る場と捉え、発信していく。
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