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↓ABCDEの5段階

教
務
部

学
習
指
導

・授業改善推進委員会が主体となり、アク
ティブラーニングを手だてとした授業改善
を計画的かつ組織的に実施することができ
た。
・情報研修部との協力により、今年度入学
生から生徒指導要録の電子化をこなうこと
ができた。

・アクティブラーニングを手だてとした
「授業改善」による「確かな学力」の育成
をめざした。
・生活実態調査で生徒が「授業への集中」
ポイントが増加している。授業改善の成果
ととらえることができる。
・生徒指導要録の電子化によって、担任業
務の負担軽減・効率化を図った。現行成績
処理システムとの互換性がないため、今後
の検討課題である。

Ｂ Ｂ

・さらなる家庭学習の定着
を目指し、学年や教科によ
る連携を強化する。特に、
１年生の未提出をなくすた
めの事前・事後の指導を徹
底、２年生の学習時間の増
加をめざす。
・授業改善推進委員会が依
頼するアクティブラーニン
グを取り入れた授業実践と
事後の研究協議の充実を各
教科に依頼する。

・第２回生活実態調
査の結果より、学習
時間、授業への集中
度が増加傾向にあ
る。
・情報研修部と協力
し、各教科の授業研
修報告を作成した。

総
務
部

式
典
・
防
災
等

・防災委員が活動できる場を設定し、積極的に
防災活動に関わるよう指導した。
・防災意識の高揚のため、知多半島ハザード－
マップを各教室に掲示したり、職員用ワーク
シート（家具転倒防止・食料備蓄）を配付する
など工夫をした。
・前年度の創立４０周年事業準備委員会を基
に、高校、同窓会、ＰＴＡから構成させる実行
委員会を組織した。
・創立４０周年事業実行委員会を複数回開催
し、上記３者の理解、協力を得ながら計画を具
体化した。
・創立４０周年式典において、在校生が活躍で
きる場をできるだけ取り入れた。

・防災委員会をもっと頻繁に開き、防
災活動を行わせたかった。
・４０周年式典については、外部から
好評を得た。
・４０周年記念誌は訂正箇所が多かっ
た。

Ｂ Ｂ

・防災意識の高揚にむけ、
今後も定期的に掲示物を工
夫し、掲示する。
・11月15日の創立４０周年
式典に向けて、具体的に計
画を進める。

・職員用ワーク
シートを作成し、
配付した。
・式典を詳細に計
画し、実施した。

生
徒
指
導
部

生
徒
指
導
・
生
徒
会

・今年度も「いじめや嫌がらせ・体
罰に関する調査」は、一部の項目で
集計をお願いし、担任から学年主
任・分掌へと報告してもらい対応す
ることができた。
・学校行事については、昨年度の反
省に基づき、議会に提案する前に教
員へ諮ることができた。

・全職員の協力のおかげで、生
徒は良好で安全な学校生活を送
ることができた。次年度も生徒
指導、学校行事で指針等をマン
ネリ化することなく的確に示
し、より良い学校となるように
努力していきたい。

Ａ Ｂ

・遅刻数を減らす方策を考
え、実行していきたい。
・人権週間に向けて、いじ
めに関する2回目の調査結果
は生徒にも還元し、いじめ
等を撲滅していきたい。

・遅刻対策は新た
な策を行うことが
できなかった。次
年度以降引き続き
考えていきたい。
・「いじめ等」に
ついては指導部講
話で触れるにとど
まった。

進
路
指
導
部

進
路
指
導

・各種情報誌を精選し、学年と連携して効
果的な配布を試みた。
・３年生向けに進路指導だよりを発行し、
進路実現に役立つように情報発信した。
・２学期の補習の申し込み総数が、１学期
よりもさらに減る結果となった。
・スタディーサポート実施後は、報告会を
実施することができた。報告会では、１年
生の英語の基礎力が弱いと言われていた
が、先生方の指導のおかげで11月の模試で
英語が躍進した。今後の模試にも注目して
いきたい。

・進路目標の早期育成のために、進路
講演会の内容を見直すなどの取り組み
ができた。
・スタディーサポートの活用は、教員
向けの報告会を行い、基礎基本の定着
状況の共有をはかることができた。今
後はデータを蓄積し進路実績とリンク
させながら、後輩へのデータとして活
用できるように準備していきたい。
・補習の申込み状況を見ると、昨年比
でかなり減少しているが、各学年が３
年間を見通して生徒に呼びかけをして
いるので特に心配はないと考えられ
る。今後も生徒の学力アップに向け
て、魅力的な講座を開講し積極的な受
講を呼びかけていきたい。
・新入試制度への対応は、引き続き検
討していく必要がある。

Ｂ Ｂ

・スタディーサポート実施
後の報告会を、来年度の年
間行事予定に組み込めるよ
う業者との調整を進める。
・すでにスタートしている
２学期の補習の申し込み状
況を分析し、３学期補習募
集に生かす。

・業者と調整を行いス
タディーサポート実施
後の報告会を、来年度
の年間行事予定に組み
込むことができた。
・３学期補習の募集に
対して、特に有効な手
を打つことができな
かった。

保
健
部

保
健
・
安
全
・
環
境
美
化

・スクールカウンセリングについて、カウ
ンセリングの必要な生徒にタイムリーに対
応した。
・楠祭のゴミ処理を、昨年同様、コンテナ
方式にした。コンテナ１台準備したが、ゴ
ミが多く来年度は２台必要。
・全校集会で、生徒へ清掃の徹底を促し
た。
・清掃道具の点検を実施し、清掃道具の確
保に努めた。

・保健室利用状況は、昨年度より増加し
た。心の悩みを持つ生徒が増加している。
・「いじめ・不登校対策委員会」を有効に
活用し、スクールカウンセラーの助言等を
いただきながら個々のケースに対して適切
に対応した。
・清掃状況については、まだ十分とはいえ
ない。生徒。教員ともに清掃に対する意識
を高める必要がある。

B Ｂ

修正点なし。 修正点なし。

情
報
研
修
部

情
報
管
理
・
図
書
管
理
・
研
修

・メソフィアの帳簿作成機能の運用
にあたり、指導要録(様式１、様式
２)作成のためのシステムの準備お
よび入力に関する手引きを作成し
た。
・蔵書データの入力の継続。

・メソフィアの専任担当者と委
員会との連携により、メソフィ
アを使った指導要録の作成とい
う重点目標を達成することがで
きた。
・蔵書データの電子化について
は効率よく進めることができな
かった。

Ｂ Ｂ

・学籍の記録に関するデー
タの入力を９月中に完了す
る。

予定通りに完了し
た。

・メソフィアによる成績処
理や調査書作成などの運用
についても準備を進める。

・進路情報や提供する資料を
精選し、進路目標の早期設定
に向けて意識の高揚を図る。
・学年や教科と連携して補習
や学習会の計画的な実施を図
り、生徒の主体的な取組を促
す。
・スタディーサポートの結果
をもとに、生徒の弱点分野補
強や学習習慣改善を促す。

・生徒配布の進路情報誌は、学年と連携しな
がら、行事とリンクさせるなど効果的な配布
のタイミングを考える。
・スタディーサポートの実施後は、生徒向け
＆教員向け報告会を計画し、結果の効果的な
活用につなげる。
・情報の共有化を進め、進路・学年・教科が
三位一体となって、生徒の進路実現ができる
ように努める。

・進路目標の早期育成
・粘り強く努力させる
ための環境整備
・スタディーサポート
の活用

良き社会人としての基礎を固めることを目指す。基本的生活習慣・学習習慣の確立を基礎と
して、望ましい集団活動を通して、マナー・ルールの大切さを理解・遵守させるとともに、
自ら目標を持って主体的に高校生活を送る意欲や態度を養う。

・清掃の徹底
・傷病発生の防止
・教育相談体制の充実
・健康観察の徹底

・全校集会などを通して、生
徒に清掃の徹底を促す。
・各清掃担当教員の清掃指導
の充実を図る。
・ほけんだよりの発行
・学年会、教科会、校務委員
会などを通して、生徒情報を
密にする。
・HR担任に、健康観察の徹底
を呼びかける。

・清掃道具のチェックなど、清掃道具の十分
な確保に努める。
・各清掃場所の清掃方法の伝達を図る。
・ほけんだよりは、保健委員を参加させる。
・教育相談においては、生徒情報を密にし
て、タイムリーな対応ができるようにする。

・定期的にクラス掲示物を作
成し、防災意識の高揚を図
る。
・緊急時に現実的に行動でき
るよう、簡易マニュアル（ア
クションカード）を作成し、
掲示する。
・創立４０周年事業に、実行
委員会を中心として、高校、
同窓会、ＰＴＡが協働し取り
組む。

・校務支援システム
（メソフィア）による
帳簿作成機能の運用準
備
・蔵書データの電子化

・メソフィアによる指導要録
作成に向けての準備およびガ
イドラインの作成。
・蔵書データについて、Ｎｏ
ａｈに直接入力するよう変更
する。

・指導要録作成に関連し、成績処理システ
ム、調査書作成の運用についても今後の方針
を確認する。
・エクセルデータの貼り付けについての不具
合を解消する。

・社会性の育成
・交通安全
・生徒会行事の自主的
企画・運営

・清掃状況は、まだ十分とはいえない。今
後、さらにしっかり取り組みさせたい。
・保健室利用状況は、昨年度より若干増加
している。不登校生徒の増加により、欠席
生徒数が増加している。
・心の悩みを抱えている生徒が増加してお
り、きめ細やかな対応が必要である。
・健康観察については、もう少ししっかり
取り組む必要がある。
・スクールカウンセラーの来校日を担任を
通じて生徒に連絡するとともに、保護者に
対しても必要に応じてメールで連絡してい
る。
・「教育相談・特別支援教育委員会」を有
効に活用し、個々のケースに対して適切に
対応している。

・４０回生より、メソフィアによる
指導要録作成が開始できるよう順次
データ入力を進めている。
・新規購入の図書からＮｏａｈに直
接入力するように変更したが、エク
セルデータの取り込みについては改
善できていない。

・各種情報誌を精選し、学年と連携
して効果的な配布を試みた。進路指
導室前の掲示物も、生徒へ最新の情
報が効果的に伝えられるように心が
けた。
・１学期の補習や土曜学習会の申し
込み総数は、２年生が16％減、３年
生が23%減となった。
・スタディーサポート実施後は、報
告会を実施することができた。ま
た、模試(７月実施)の結果を比較し
た表を作成し、１・２年生の担任に
配布し生徒への声かけに利用した。

・健康観察のさらなる周知
徹底。
・清掃時間及び方法の徹底
を図る。
・教育相談の充実（スクー
ルカウンセラーは生徒や保
護者にとってよい効果が感
じられるので、今後も派遣
を希望していきたい)。

・身だしなみを整える、あいさつ
の励行、時間厳守の３点に加え、
場に応じた立ち居振る舞いができ
るように指導を行う。
・校門であいさつ、交通安全、身
だしなみ等の指導を行い、８時３
０分までに校門を通過できるよう
に指導をする。
・遅刻を繰り返す生徒の指導を徹
底する。
・いじめや嫌がらせを撲滅し、他
を思いやる心を育み、自主的に行
動できるようにする。
・交通安全を呼びかけ、交通法規
の説明・掲示を増やす。
・生徒会の運営を支援し、自主自
律した生徒の育成に努める。
・行事後の教員・生徒へのアン
ケート結果を活用し、行事の改善
を図る。

・「いじめや嫌がらせ・体罰に関する調査」
については、調査結果について担任・学年主
任と情報を共有するなど連絡を密にし、保護
者とも連携をとりながら生徒が安心して学校
生活を送ることができるように配慮する。
・身だしなみ等、生徒を指導したことに関し
ては、担任・学年主任に報告をする。

・引き続き、「社会性の育成」
に取り組んでいきたい。
・時間を守る大切さと余裕を
持って行動する大切さを指導し
ていきたい。そのためにも副担
任の先生方による行事等での教
室からの追い出しを次年度はあ
らためてお願いしたい。
・次年度も全職員に校門指導を
当番制で依頼していきたい。
・遅刻の総数を減らす。
・生徒会行事の自主的企画・運
営を引き続き支援・指導してい
く。

・防災委員会・防災委員が積極的に活動でき
るよう指導する。
・創立４０周年事業において、生徒が活躍で
きる場をできるだけ多く取り入れる。

・予習・復習、課題の意義・重要さを生徒が
意識し、主体的に実践できるよう働きかけ
る。
・「主体的・協働的な学び」としての授業が
工夫できるよう、教職員が意見・経験を持ち
合い、「学び合う」教科会をめざす。

中間
達成度

・防災訓練・防災教育
の充実
・創立４０周年事業の
企画・実行

具体的方策 留意事項 達成度 中間評価（取組状況）

確かな学力を育成する
ため、授業改善と学習
習慣の確立する。

分
野

重点目標

本年度の
重点目標

分
掌

次年度への課題総合評価取組実績

・各学年・教科と連携し、予
習・復習、課題提出の徹底を
めざし、家庭学習を定着させ
る。
・教職員が「主体的・協働的
な学び」をめざした授業改善
の意識をもつ（アクティブ・
ラーニングの導入）。

愛知県立東海南高等学校

・各教室に防災マップ、シェイクア
ウトの方法を掲示した。
・創立４０周年事業に向けて、９月
までに高校、同窓会、ＰＴＡを含
め、３回の実行委員会を開き、事業
内容､活動計画の確認を行ってき
た。

平成２８年度　学校自己評価一覧シート

修正点の達成状況修正点

進路目標の早期育成とその
実現に向けた指導環境の整
備

・家庭学習の定着を目指し、週末課題の提出な
どの指導をはじめ、学年や教科による指導が積
極的に行っている。
・第１回生活学習実態調査の結果から、過年度
と比較して、授業に対する集中度などは全学年
で向上している。学習時間については、1・３年
生は増加しているが、2年生は減少している。
・授業改善推進委員会を中心に、アクティブ
ラーニングを取り入れた授業の実践を目ざし、
年間計画を作成した。１学期は校内研修会（外
部講師による講演、グループ・ワーク）を実施
しするとともに、「（東海南高校の）めざす生
徒像」をとりまとめた。

・「いじめや嫌がらせ・体罰に関す
る調査」については、調査結果に基
づき、学年主任とも連絡を取り、担
任に生徒との面談をお願いした。
・夏季休業中の終わりから２学期始
めにかけて、同一人物によると思わ
れる不審者被害があった。警察とも
連携をとり、事後策をとった。
・１学期の遅刻数が202であり、こ
こ5年間で最も多い。対策が急務で
ある。
・楠祭は今年度も生徒がよく頑張っ
た。よき伝統を築いていきたい。

・学力向上のため、授業改
善の継続。
・生徒指導要録だけでな
く、成績処理システムを含
めた総合的な電子化を検
討。

防災訓練・防災教育の充実


