令和 元 年度

学校評価
（最終まとめ）

千葉県立東葛飾高等学校

全日制の課程

令和元年度 「学校評価結果最終まとめ」 千葉県立東葛飾高等学校 全日制の課程
領
域

重点目標
１ 地域、保護者等との連
携の充実
①ＰＴＡ、開かれた学校づ
くり委員会の開催状況
②ＨＰの更新状況（学校行
事や外部連携の際にＨ
Ｐが更新されたかどう
か）
③学校評価アンケートの
回収状況及びアンケー
ト結果
２ 安全・安心な教育環境

学
校
経

づくり
④安全点検の実施状況及
び防災訓練等の実施状
況

営
３ 有機的かつ効率的な職
員集団の形成
⑤超過勤務時間の確認を
通し数値的に改善が見
られるか
４ 不祥事を生まない職場
環境の醸成
⑥不祥事根絶に関する教
職員の意識

自己評価の結果
（達成状況，結果の分析）
①開かれた学校づくり委員会開催は例
年並み。定時制の参観も実施。ミニ
集会では校内委員含め 35 名の参加
と意見交換があった。
②ＨＰ（東葛日誌）の更新回数は昨年
度2月現在で40回のところ本年度は
1 月現在で 60 回を数えた。教職員の
回答では肯定率 81%（昨年比 10％増）
ただし、生徒や保護者の評価は十分
な数値といえない。
③教職員の回収率 100%、生徒 98.8%、
保護者が例年 73%台だったが 81%（目
標 75%）に伸ばせた。学校、家庭、
地域の連携には教職員 81%の肯定
率。保護者でも 6%上昇（67%）した。
④従来の「安全点検」のみの設問から
「学習環境の整備と美化」を重ねた
設問に変えたため、肯定率が下がっ
た。防災・危機管理に関する生徒の
肯定率が 7％上昇（60％）した。
⑤業務改善に関して設問を新設。業務
の効率化・精選に教職員の肯定率は
36%。保護者では 56%だった。学校行
事のバランス感は教職員 51%に対し
生徒 71%、保護者 76%である。
⑥不祥事防止に関する教職員の自己評
価は、肯定率 94％で昨年度比 2％の
向上。

改善方策
（自己評価の結果を踏まえた課題・改善の方向）

①ミニ集会では近隣小・中学校にもっ
と参加を促すため、より積極的に声
かけを行う。
②ＨＰの生徒・保護者の肯定率を上げ
るためには部活動など、個人に直結
する記事の更新が必要と思われる。
日常的更新に加え、興味ある内容の
発信に努める。学校、家庭、地域の
連携は現状を維持するに止まらぬよ
う、持続可能な範囲で組織的にふれ
あう環境を醸成していく。
③保護者の回収率が数年来の目標をク
リアできたことを継続するため、次
年度も 80%以上の回収を目指す。
④設問を継続し、経年変化を見る。学
習環境は年々整備・美化の意識が高
まっているので、取り組みを継続し
より実効性を高める。防災・危機管
理の肯定率をより高める工夫。
⑤行事の催行と職員の業務過多へのバ
ランスが課題。生徒においても自主
性や協調性等を育む一方で、学業と
の両立、時間の制約など課題が見ら
れる。精選への検討が望まれる。
⑥不祥事の根絶に関しては、学校の根
幹に関わることとして、更に高水準
を維持する。
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学校関係者評価
（開かれた学校づくり委員会からの意見）

学校評価のまとめ

○アンケート回収率の高さから安定し
た学校生活がうかがえる。中学から
の内部進学が始まり、三本柱を高め
ようと全体が切磋琢磨している様子
が数字から伝わる。
○学校の教育理念「学力・人間力・教
養」の３本柱に教員・保護者・生徒
の三者が共通して高い評価を与えて
いることは、経営の基本といえるの
で、更に深化すればよいと思う。
入学して良かったという肯定感に勝
るものはない。
○働き方改革の質問は必要あるだろう
か。また一方で、業務内容効率化を
進めることは大切だろう。
○内部進学生も注目の中、冷静に日々
を過ごしている。

①常に目的や指標、学校運営における
位置づけを明らかにし、様々な教育
活動を展開する上で、学校評価や日
常的なアンケートなどで、教育目標
の達成を追跡する。
②③特に保護者の回収率向上のため
に、回収期間のＰＲ等を意識的に行
う。①にあるように目的意識を明確
化することで、より「東葛」らしい
一体感の醸成に努める。
④年間３回の安全点検と安全教室を着
実に行い、必要箇所の改修や修繕に
可能な限り敏速を期する。
⑤本校の魅力の一端である学校行事や
教養的な諸学習活動の運営を継続す
る中で、教職員の業務内容の効率化
と精選を意識するとともに、生徒の
主体性を鑑みながら、学校の将来像
検討に向けた第一歩を進める。
⑥職員における不祥事防止・根絶の研
修は外部人材を活用し、絶対に不祥
事を生まない職場風土の確立を期
す。また今日的な課題も積極的に含
める。

（課題と次年度に向けた改善方策）

学
習
指
導

１ 中高一貫教育重点校と
して系統的な人間力の育
成
①客観的な表現活動を通
して成果と課題を意識化
共有化し指導の工夫に活
かせたか
２ 教員相互の錬磨によ
る授業力の向上
②生徒・保護者による授業
評価アンケートの結果
で学力を高めている割
合 65%以上
③授業公開実施状況及び
職員研修会の実施状況
３ 幅広い教養教育の充実
と深く高度な学力の育
成
④「大学受験に臨める環
境」として、生徒の肯定
感向上
１ キャリア教育の充実
及び進路実現への対応
①インターンシップ事業
の実施状況。進路のしお

キ
ャ
リ
ア
教
育

り、進路だよりの発行状
況。説明会の実施回数と
状況
２ 幅広い教養の形成
②職員研修の実施回数
とその状況
③大学訪問、講演会の実施
状況

①「学力、人間力、教養」の育成が本
校の柱である。肯定率は「学力」が
教職員 95%(+3%)、生徒 79%(+9%)、保
護 者 75%(+2%) 。「 人 間 力 」 は
78%(+8%）
、86%(+7%)、87%。
「教養」
は 97%(+10%)、90%(+3%)、83%(+3%)。
②授業実践に関する評価は、生徒の肯
定率 72%(前年比+2%)で３年間継続
して増加。学習評価の適切さについ
ての肯定率は生徒、保護者ともに
89%。
③教職員では「互見授業」及び「学力
向上研修」を 6 月と 11 月に実施。互
見授業を通した授業力向上の教職員
評価は、肯定率 71%(-10%)だった。
授業公開は 5 月と 11 月に実施。9 月
に授業力向上研修を行った。11 月、
若手教員研修チームにより最新の
「学びの在り方」を学んだ。
④定期テストのほかに、4 月 10 月 11
月に業者模試を学年毎実施。年間を
通して希望者への模試を 6 回実施。
①④インターンシップ（2 年）
、進路の
日（各学年）の実施。進路指導への
肯定率は教員 94％に対して生徒
74％であり、進路情報に対する満足
度は生徒・保護者ともに 77%である。
②キャリア教育に関わる教職員研修
を、学力向上委員会により実施。予
備校等の情報分析をもとに全職員で
研修した。
③進路の日やリベラルアーツ、大学で
の発表等を通して、大学に直接触れ
る機会を得ることに努めた。

①３本柱の理念が三者によって共有さ ○学校の教育理念「学力・人間力・教 ①授業・教養教育・学校行事のバラン
れていることを評価し、今後も維持
養」の３本柱に教員・保護者・生徒
スのとれた充実推進を、機会あるご
していく。その中で、併設中学校の
の三者が共通して高い評価を与えて
とに三者で確認していく。
学習形態・生活環境から、高校の学
いることは、経営の基本といえるの ②学校評価等から客観的な資料を読み
習形態・生活環境への移行をスムー
で、更に深化すればよいと思う。
取り、授業の一層の充実に資する。
ズにするための工夫を十分に行う。 ○授業にも生徒の自主自律の姿勢が感
特徴的な中学校での教育スタイルを
②授業実践の生徒評価が 80％を、学習
じられた。伸び盛りの時期なので、
持続するとともに、教職員間の交流
評価の適切さへの生徒・保護者の評
それぞれの個性・能力を引き出す環
（研修等）を増やし、中高の授業の
価が 90％超えるよう努める。
境作りが大事。
垣根を低くしていく。
③学力向上委員会主催の「互見授業」 ○教養の高まりを実感できていると思 ③高校が求められる学力や学習の在り
活性化が課題。若手教員研修チーム
う。
方等を鑑み、組織的な研修を行う。
の活動が単発になりがちという反省
互見授業を形骸化させないよう、学
を踏まえる。
力向上委員会中心に策を練る。教職
④模擬試験の設定時期を進路指導部が
員の過剰負担とならない工夫をしつ
検討しており、生徒のニーズと実態
つ必要な情報を得る窓口として研修
により即した実践にするとともに、
を活用する。若手教員のチームリー
担当職員の過剰勤務とならない工夫
ダー育成と組織的な研修を行う。
を施す。
④模擬試験や補習について、行事検討
の中で、生徒のニーズと学校教育活
動の実態とに即した実践にするとと
もに、担当職員の過剰勤務とならな
い工夫を施す。
①④インターンシップや進路の日など ○入試制度改革の内容的な変更等もあ ①④正確な進路情報の収集に努めると
の活動は有効であり、本校生徒にと
ったが、基本理念に貫かれるところ
ともに、感覚的かつ拙速な情報発信
って意義深い。進路全般の生徒と保
は見失わず、しっかり情報収集と伝
をしないよう、大学入学試験対策に
護者の肯定率を更に高めるための工
達をしていくことが肝要。
は組織的に対応する。
夫を行う。
○様々な取り組みをしているので積極 ②進路指導部を窓口として、予備校や
②キャリア教育に関しては①にもある
的にアピールしていくとよい。
受験関連業者等の豊富な情報資源を
よう、様々なシステムを構築してい ○自主自律、何でも自分で、進路も自
活用し、組織的・体系的な研修を意
る。組織としての体系的な整理を行
分でというイメージがあったが、き
識する。
い、教員はもとより、生徒や保護者
ちんと進路指導してくださることが ③生徒、教員とも過重な負担とならな
に十分な理解を与える。
とても嬉しい。
い配慮のもと、積極的な交流を持続
③授業のみならず、本講特有の幅広い
する。
教育実践の中で、積極的に上級学校
との交流を持続する。

④学校評価アンケートを
通した充足度の確認
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１ グローバル社会に対応
する幅広い教養教育の
充実
①学校評価アンケートを
通した充足度の確認
②東葛リベラルアーツ講

特
色
あ
る
教
育
活
動

座の実施状況及び参加
状況
③自由研究の実施状況
２ 医歯薬コース並びに併
設中学校の円滑な運営
④医歯薬コースへの生徒
の参加状況と進学実績
⑤中学生の高校行事及び
リベラルアーツ講座等
への参加状況

①グローバル社会で活躍できる人材の
育成に関し生徒・保護者とも 1～2%
肯定率が微増。
②リベラルアーツ講座 98％、医歯薬講
座 97％と、教職員の肯定率は高水準
を維持している一方で、生徒の積極
的参加は 45％と例年並みに低い。
③自由研究については教員 79％の肯
定率に対し、生徒 80％、保護者 90％
と均衡がとれている。
④医歯薬研究発表大会を例年通り開催
した。他校からの招待発表など新し
い取り組みも行った。
⑤中学校との連携に関する設問につい
て、教員・生徒・保護者の肯定率が
例年と変わらず半数程度と低い。接
続から連携へと発展すべき模索は続
く。

①当該項目の肯定率が毎年あまり向上 ○医歯薬講座の研究発表は完成度が高 ①「グローバル社会で活躍する人材」
しないことを踏まえ、現在の本校の
い。教養教育の充実があり、人材育
の定義を共有することが肝要。その
教養教育と、英語授業のみを意味し
成に大きな役割を果たしている。
上で評価数値向上の方策を検討す
ない「グローバル性」との整合を、 ○中学生からの主体的取り組みは創造
る。
積極的に広報していく。
性を養う素地になる。教員の工夫さ ②リベラルアーツ講座に参加した生徒
②教職員が入れ替わっても、講座が主
れた授業を通してプレゼン能力の向
の肯定感は高く、可能な限り参加を
体的に維持、運営されるよう繋いで
上があり、社会に大いに期待される
促す工夫が肝要。
いくことが必要。教職員の総労働時
ものである。高校でも継続して培わ ③自由研究は本校の学びの伝統（核心）
間との兼ね合いも工夫が必要。
れていくことが期待される。
でもあり、継続していく。
③１学年生徒に比べ、上級生の肯定率 ○中高連携では中学生、保護者の期待 ④医学部に続き、薬学部における高大
が低下するのが毎年の傾向であり、
と高校側とに意識差が感じられる。
連携の締結を行う。医歯薬コースの
課題となる。
中学生にとって目前に目標が見える
継続可能な展望を再確認する。
④医歯薬コースの運営内容は軌道に乗
のは良いこと。一方で、中高の関り ⑤中高連携を深化させるための仕掛け
っている。今後起きる教職員の異動
はカリキュラムを見ると難しい面も
をより組織的に捉え、実務レベルで
も視野に入れ、持続可能な中長期的
ある。
の中高の連絡会等も考える。教育活
な展望を検討していく。
動が適切に保護者の理解につながる
⑤中学校からの内部進学生初年度であ
よう、広報活動も不可欠。
る。今後逐次その数を増やすことを
考えれば、
授業を通した交流や、
様々
な情報の疎通が、より重要になる。
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