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平 成 ２９年 度
目指す学校像

学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 県立越谷東高等学校

）

志を高くチャレンジ精神に満ちた生徒を育て、きめ細かく面倒見のよい指導を実践し、地域から信頼
される学校

※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。

Ａ ほぼ達成(８割以上)
１生徒の学習力を高める
２規律ある生活態度を身につけさせる
重 点 目 標 ３目先に左右されない進路決定を実現する
４部活動を活性化する
５地域との連携を深める
※ 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。
学
年
番号

1

現状と課題
・昨年度より、さらに学校全体
が落ち着いて、生徒は前向きに
授業に取り組んでいる。
今後は、生徒の家庭学習の定
着、授業内容の工夫により、生
徒の多様な進路希望を実現でき
るように、学力をさらに向上さ
せることが課題である。

度

評価項目
①生徒の学力向上を
目指した授業改善
を行う。

②生徒の家庭学習習
慣を確立する。

2

・ほとんどの生徒は高校生とし
ての自覚を持ち、学校生活を
送ってる。
今年度も、指導体制の維持を
し、さらに社会人としてのマ
ナーを身につけさせることが課
題である。

①基本的生活習慣の
確立を目的とした
指導を継続する。

②社会性を身につけ
させるために、挨
拶や言葉遣い等の
指導を行う

3

4

5
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達
成
度

Ｂ 概ね達成(６割以上)
Ｃ 変化の兆し(４割以上)

評

価

学
年 度 評 価（ ２月１日 現在 ）

方策の評価指標

①授業改善に向けた授業研修会を実施す ①生徒アンケート、授業アンケー
る。
トにて、授業満足度が昨年度の
①生徒への授業アンケートの結果を各教員 数値より増加したか。
にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸし活用して、指導方法の改善
をはかる。
①補習、小テストなどを通じて基礎学力を
向上させる。
①公開授業、授業研修や授業時間の確保、
教材や課題作成の工夫等を実施して、学習
環境の整備等を行う。
②授業アンケートにて、予習・復
②各教科と学年で連携し、家庭学習を前提 習をしている生徒が昨年の数値
とした授業を展開し、学習習慣を身につけ より増加したか。
させる。
②生徒の卒業後のイメージを持たせ、学習
意欲の向上を図る。

学校関係者
生徒
事務局(教職員)

６名
２名
１０名

Ｄ 不十分(４割未満)

評価項目の達成状況
生徒の学力向上のため、6月に授業公開週間と
高校教育指導課訪問・教職員研修会（アクティブ
ラーニング、新学習指導要領についての研修）を
実施した。10月には家庭学習への取り組みについ
て先進校訪問（県立学校3校、都立高校1校、県内
私立学校1校）を実施して、本校で実現できうる
ものを検討した。
また、授業カウント等を行い、学校行事に関連
する日程に応じて授業確保し、学力の向上に努め
た。
生徒アンケートでは、授業満足度は85.5％の生
徒がプラスの評価で昨年より微増であった。授業
の予習、復習をしている生徒は、約30％の生徒が
毎日ではないにしろ予習・復習をしており、昨年
度より2.2％の増加であった。

①分掌と学年が連携し、学校全体の統一し ①職員の共通理解が諮られ、実施で
ここ近年本校では落ち着いた学習環境が整備さ
た指導や家庭との連携を深め、基本的生活 きたか。
れている。今年度も学習環境の維持への取り組み
習慣の指導を継続する。
①遅刻率、事故発生件数は昨年度よ がなされた。
①保健室を利用する生徒への健康管理指導 り減少し、皆勤者が増えたか。
身だしなみ指導を年間５回実施した。全職員が
を適切に行う。
①生徒の健康状態を把握し、適切
共通理解の下で指導にあたることが出来た。ま
な指導を行えたか。
た、いじめに関するアンケートを毎学期実施し、
今年度もいじめ件数は０であった。
②時間を守らせること、挨拶や言葉遣い、 ②挨拶、言葉遣い、服装の指導を
遅刻に関しては全校平均で1.3％程度と昨年と
服装の指導をとおし社会性の向上を目指
継続的に実施できたか。
比較しても減少している。
す。

・生徒の進路先は大学、短大、
専門学校、公務員、一般企業と
それぞれ希望者がおり、多岐に
わたっている。
すべての生徒の進路先に対して
計画的・組織的な指導体制を確
立し、生徒一人一人の進路希望
に対応できるようきめ細かな進
路指導の充実と指導体制の確立
が課題である。

・継続的組織的な進
路指導を遂行し、
進路意識を高めた
自己理解に基づく
生徒一人一人の適
切な進路実現する。

・総学・LHRの時間を有効活用して、３年
間を見通した計画的・組織的な進路指導を
展開する。
・学期ごとに開講講座を開講するなど、補
習を計画的に推進する。
・各学年と連携し、進路先や希望校を早期
に自己決定できるようにする。
・各種説明会に参加し、最新の進路情報を
把握する。また、企業訪問を積極的に行
い、企業との連携を深める。

・大学短大の現役進学者は昨年度
より増加したか。
・民間企業への就職希望者の正規
採用数は増加したか。
・企業訪問を実施したか。
・補習講座の充実と参加生徒は増
加したか。

分掌会議及び学年間の協議・連絡が奏功し、円
滑に実施され、生徒の進路意識が向上した。
『進路のしおり』は面談などにおいて有効に活用
された。
『進路だより』は初めて分掌統一版を発行した。
『進路研究室』の利用状況は前年度並み。進路資
料は適宜掲示・配布し、有効に活用された
希望進路への合格はほぼ果たすことができた。正
規採用就職者も増加した。

・各部活動の活動内容が徐々に
向上してきている。部活動の加
入率を高め、より一層の活性化
をする必要がある。

・部活動の参加率を上
げ、活動内容をとお
し生徒に達成感や充
実感を与える。

・大会への参加や文化祭や体育祭などで活 ・部活動の加入率が増加したか。
躍できる場面を増やし、部員のやる気を引 ・生徒アンケートにて部活動に積
き出す。
極的に参加している生徒の割合
・中学校や他校との積極的な交流により、 が昨年度より増加したか。
生徒への積極的な活動を促進する。

平成29年度も例年のとおりに、大会への参加や
学校行事を活発に行うことができた。部活動加入
率は87.1%であり、近年高い水準を保っている。
生徒アンケートにおいても、概ね昨年度と同様に
約80%の生徒が、部活動、学校行事に積極的に参
加したと回答している。

・保護者や地域に学
校情報を発信し、
本校の教育活動の
理解を得る。

・ホームページの更新をタイムリーに行 ・ホームページの更新回数やアク
い、常に新しい情報を発信することによ
セス数は昨年度より増加したか。
り、本校への関心を喚起する。
・ＰＴＡ理事会、PTA行事の参加人
・PTA・後援会活動をさらに活発化し、保
数は昨年度より増加したか。
護者との絆を深める。中学校訪問や上級学 ・中学校訪問や上級学校訪問の受
校訪問の受け入れを、広い地域を対象に実 け入れた学校数は昨年度より増
施し、本校のPRを行う。
加したか。
・委員会を中心に、学校説明会を充実させ
る。

学校内外への情報発信を積極的に行った。
ホームページのアクセス数は22万件と非常に多
くなった。特に、校長日記や各部活動の記事が充
実していた。PTA・後援会活動については、総会
や理事会の参加人数は昨年度とほぼ同様であっ
た。
4回の学校説明会では、延べ812組(昨年759組)
の参加があり、各部活動にも多くの中学生に参
加・見学してもらった。
上級学校訪問は、昨年度より3校増加した。

・本校の教育活動に対する理解
を図るため、学校内外に情報発
信をして、地域や保護者との連
携を継続する必要がある。
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次年度への課題と改善策
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２月２３日

学校関係者からの意見・要望・評価等

授業公開日を増やし、各教員
が授業研究に取り組めるよう環
境を整備していきたい。
また、入学後の学習意欲の低
下に対する対策が必要である。
今年度から引き続き、家庭学習
の定着の方策の検討、実施が課
題である。
さらに、新学習指導要領に対
応するように、教育課程の検討
を始める。

・生徒の学習に対するモチベーションをい
かに上げるかが課題だと思う。越谷東高校
の生徒は近年良い方向に変わってきた。
・取り組み内容を聞き、学力向上のための
教員の思いが伝わってくる、ぜひ継続して
ほしい。。
・授業研究は継続することが大切である。
中学校では、小中の異校種研修を実施して
いる。中高の異校種研修を行ったこともあ
るので、是非とも実施してほしい。

生徒の変化を細心の注意を払
い、観察共通理解と職員間の協
力体制を維持推進することが重
要である。
活動の活発化に伴い事故の確
率も上昇する、重大事故防止の
ため、担任･学年・全校で事故防
止に取り組むことが課題であ
る。
学校の指導方針を理解しても
らい、家庭との信頼関係・協力
体制をさらに充実する。

・入試の倍率が倍率が上がったのは、基本
的生活習慣を身に着けさせる指導をしてい
るからだと思う。生徒への基本的生活習慣
を身に着けさせる指導は継続することが大
切と思うので、継続してほしい。
・生徒は制服の着こなしもちゃんとしてき
た、気になるのは自転車の並列走行、学校
から離れたところで多く見られる。周囲の
判断で高校を決める中学生が多いのでます
ます努力してほしい。

生徒に進路の目標を高く設定さ
せるような指導や早期の進路決
定により、進路実現をより確か
なものにすることが課題であ
る。

・保護者としては、進路実績が一番興味が
ある。生徒が納得して、自立して、自主的
に進路決定をしていくことが理想であると
思う。そのためには、統計的な結果に頼り
すぎずに指導してほしい。
・進路は早いうちに方向性を出し、早めに
目標へのスタートさせてほしい。

部活動に積極的に参加している
生徒がいる一方、そうでない生
徒は20%いる。日々の学校生活で
充実できるような支援が課題で
ある。

・「部活動の制約の指導はあるのか」の問
いに対し、本県でも顧問として週休日のど
ちらかを休息日とし、平常時２時間以内の
練習とすることとしている。本校において
も、時間等の調整を踏まえ、概ね原則に
従って活動している
・校長日誌をはじめ、HPの更新が活発に
なっているようである。学校での生活内容
が知ることができる。今後とも継続してほ
しい。
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校

ホームページの部活動の記事
は更新回数をさらに多くしてい
ける余地があるので、さらに充
実することが課題である。
学校説明会の効果は着実に現
れている。今後も内容を精選し
実施していく。

