令和２年度の全日制学校評価（結果）
ア

自己評価結果等
重点目標

項目（担当）
学習指導
（教務部）
（各教科会）
（各学年会）

ア 教育活動全体を通じて、他者と関わる力を身につけさせ、生徒の主体性、自尊感
情、他者と結び合う心を育てる。
イ 教務部主管の授業見学や授業アンケートの充実に加え、教科会による主体的な授
業改善の取組など、「授業 研究」の文化を醸成する。
ウ 教育課程の変更にともなう諸問題を予見し、、校内組織の調整など移行のための準
備を進める。
エ 「高校生のための学びの基礎診断」を、生徒の学習意欲の喚起に活用するととも
に、学習指導の改善に役立てる。」
オ 教育活動の見直しや業務の精選に加え、スケジュールや書類の管理スキルなどの
「個の力」を高め合い、教職員の多忙化の解消に努める。
重点的目標

具体的方策

授業に臨む態度の育成 ・授業準備の定着を図
(学校評価アンケー
る。
トにおける｢先生方
・チャイム後、すぐに授
は、家庭で学習する
業を開始できるように
ように十分指導して
する。
いると思うか｣ の回
・授業ガイダンスを通し
答が、｢思う｣｢少し
て、学習の目的、授業
思う｣合わせて70％を
の受け方、予習・復習
越える。)
の仕方について、しっ
かり説明する。
学習意欲の向上

・習熟度別授業などの生
徒の学力に応じた授業
展開を工夫し、授業内
容の理解度を高める。

基礎学力の定着

・計画的な確認テストを
実施し、生徒の理解度
を把握する。
・計画的な課題学習を通
して、家庭学習の習慣
化を図り、基礎学力を
定着させる。

授業力の向上
(学校評価アンケー
トに おける｢先生方
はわかりやすい授業
を心掛け、工夫をし
ていると思うか｣の回
答が、｢思う｣ ｢少し
思う｣合わせて70％を
越える。)

・授業参観週間の活用、
教科会における授業研
究を通して、教師の授
業力向上を図る。
・牧高パワーアップアン
ケートの結果を分析
し、授業改善に役立て
る。

生徒指導
基本的生活習慣の確立 ・遅刻・欠席の減少を目
（生徒指導部）
指す。安易な欠席、遅
（各学年会）
刻をさせない。
・遅刻確認票の運用と指
導の徹底。
・遅刻防止週間の設定実
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評価結果と課題
・重点目標の「授業臨む態度の育
成」及び「授業力向上」のアンケ
ート結果は、いずれも目標の70%を
超えることができた。今後も気を
抜かずに取り組んでいきたい。
・始業のチャイム前に活動場所に到
着する教員が増え、それに比例し
て生徒は始業のチャイム前に授業
準備を済ませ、着席できるように
なった。しかし、一部、始業のチ
ャイムに遅れる生徒がいたり、授
業中に教材を取りに廊下のロッカ
ーへ行く場面がみられるので、改
善しなければならない。授業ガイ
ダンスは、概ねよく活用され、生
徒は、目的意識を持ち、予習・復
習をしっかり行いながら授業を受
けている様子である。しかし、学
習に対して目標を持てない生徒や
予習・復習が手につかない生徒も
いるので、個別の支援が必要では
ないかと考えている。
・習熟度別授業の実施は、生徒の学
力に応じた授業が展開できるの
で、学習内容の理解度は高まった
と考えている。今後もできる限り
実施していきたい。
・基礎学力定着のための確認テスト
や課題学習はしっかりと取り組ま
せることができた。今後は、より
多くの教科での確認テストの実施
や、適切な課題の内容・分量を模
索していきたい。
・授業参観週間は、しっかりと活用
され非常に有意義であったと考え
ている。今後も継続し、さらなる
研鑽に努めたい。
・今年度より牧高パワーアップアン
ケートを実施した。授業の実態が
可視化され、非常に有意義なアン
ケートとなった。今後は、アンケ
ート内容や答えさせ方を改善し、
さらに意義あるものとしたい。
・遅刻及び欠席数は、昨年度より減
少した。
・遅刻確認票の運用について、今年
度より変更したが、円滑な運用が
なされ、適切な遅刻指導につなが
った。

施。（学年との連携）
・授業規律の確保や怠学
の防止。（適応指導）

・遅刻防止週間は6月、10月、1月に
実施し、効果があった。来年度は
定例化していく
・授業開始前の着席と教員の入室を
更に定着したい。

・携帯、スマートフォン
の校内における使用規
(学校評価アンケートに
定を遵守させる。

・校内の使用規定において、周知さ
れており、使用マナーについても
適切に指導ができている。BYODに
ついても現規定において対応でき
ている。
・ガイドラインの内容は適切であ
る。ほとんどの保護者の方はガイ
ドラインを認識されている。生徒
の意識向上が課題である。

情報モラルを高める
指導の充実

おける｢先生方は生徒の
インターネット上のル
ールやマナーについて ・情報モラルに関する講
指導をしていると思う
話やスマホＰＣ使用ガ
か」の回答が、｢思う｣
イドライン７（啓発資
｢少し思う｣合わせて70
料）を活用した指導を
％を越える。）
行う。

交通事故防止と交通
・登校時の自転車による
(社会的)マナーの指導
事故防止教育
・迷惑行為等のマナー教
育
・ ｢学警連携 ｣地域、警察
との連携

進路指導
3年間を見通した進
・生徒の進路希望状況・
（進路指導部） 路指導のさらなる推
推移を十分に把握し、
（各教科会）
進
行事等の企画・運営に
（各学年会）
(学校評価アンケートに
生かす。
おける｢先生方は必要な ・教科・学年との情報を
進路情報を提供してい
共有し、継続性のある
ると思うか」の回答が、
指導を展開する。今年
｢思う｣｢少し思う｣合わ
度から導入した ｢学び
せて70％を越える。）
の基礎診断 ｣を有効活
用する。
・高大接続改革，新たな
入試制度に注意を払い
情報収集・企画等を行
う。また今年度から始
まる ｢大学入学共通テ
スト ｣に向けて十分な準
備をする。

・交通事故件数は減少傾向。交通安
全講話は、各学年事の独自作成資
料で講話。効果があったといえる
・交通マナーや事故防止の啓発資料
も適宜発信した。
・外部連携活動はコロナ対応として
中止した。
・生徒の進路希望状況を各学期当初
に把握し諸施策に生かした。
・変化する高大接続改革、新制度入
試に向けての情報を収集し、適切
に対処した。
・「進路のしおり」や、各種ガイダ
ンスによって、適時に的確な情
報を生徒，保護者に提示してき
た。
・コロナの影響を大きく受けたが 、
全体としては予定通り指導を行う
ことができた。
・次年度以降も、状況に応じて適切
な指導を継続していきたい。

生徒の進路希望実現
にに向けてのさらな
るサポートの実施

・教科・学年に成績等の ・模擬試験や入学試験の各種データ
データ・情報を提示し、
を教員、生徒、保護者に分かりや
進路指導・学習指導を
すく提供した。
サポートする。担任が ・進路検討委員会、推薦委員会、担
個々の状況を把握する
任会等も活用して、進学・就職指
手段として、 ｢ハイス
導の情報共有や方針の確認を行っ
クールオンライン ｣、
てきた。
｢バンザイシステム ｣の
・コロナの影響を受けたが、補習や
適時の活用を促す。
模擬試験を適切に運営してきた。
・学年・教科との連携をさらに深め
・入学試験や就職活動・
て、より適切な進路指導を進めて
試験に向けたきめの細
いきたい。
かい指導を行う。面接
や小論文についてもさ
らに効果的な指導がで
きるシステムを整える。

学校安全・保健 健康や安全に対する
（生徒指導部） 意識の高揚と体力の
（保健厚生部） 向上を図る
（総務部）
（各教科）
生活習慣改善のため
の啓発活動を行う

・あらゆる機会を利用し ・重点目標の「健康や安全に対する
て、健康や安全につい
意識の高揚と体力の向上を図る」
て考えさせ、生命の大
については、感染症予防のための
切さや安全のための実
手洗いやマスクの着用などをあら
践的な能力を育成す
ゆる機会を利用して啓発した。
る｡
・学校評価アンケートにおける生徒
・保健だよりなどを通し
の健康状態の把握や相談活動の項
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て健康に関する知識の
向上を図る。

目は、生徒・保護者ともに「思
う」「少し思う」が合わせて80％
を越えた。
・安心して学校生活を送れるような
環境整備が課題である。

・学校の教育方針に対す
る地域や保護者の理解
(学校評価アンケートに
と協力を求める。

・保護者に対して、きずなネットを
通じて情報発信に努めたが、保護
者からの評価はやや厳しいもので
あった。令和２年度学校評価アン
ケート、質問12、「学校はＰＴＡ
行事に積極的に保護者に参加して
もらえるように内容を工夫してい
ると思いますか。」に対する肯定
的な回答が66％に止まった。令和
３年度は肯定的回答が令和２年度
より改善できるように方策を高じ
る。

(学校評価アンケートに
おける｢先生方は生徒の
健康状態を把握すると
ともに、十分な相談活
動を行っていると思う
か」の回答が、｢思う｣
｢少し思う｣合わせて70
％を越える。）

保護者連携
地域連携
（総務部）

家庭や地域社会との
連携を図る

おける｢先生方はＰＴＡ
行事に積極的に保護者
に参加してもらえるよ ・学校のＨＰの更新を随
うに内容を工夫してい
時行い、情報発信に努
ると思うか｣の回答が、
める。
｢思う｣｢少し思う｣合わ
せて70％を越える。）

学校行事
（生徒会）

学校祭の充実を図る

・各種委員会等を活用し
て、生徒の要望・意見
を吸い上げることに努
める。

・本年度より熱中症対策から体育祭
をパークアリーナ小牧で実施する
こととし、またコロナ禍から文化
祭は２日に分けての分散開催とし
た。どちらも手探りの状態であっ
たが重点的目標に掲げた数値は上
回ることができた。来年度は本年
度の反省からさらに生徒の満足度
を向上させたい。

図書館利用
（図書部）

図書館利用の充実を
図る

・図書館行事や新着図書
一覧の作成などＰＲ活
(学校評価アンケートに
動のより一層の充実を
おける｢先生方は魅力あ
図る。

・「読書週間」や「読書会」などの
例年の行事に加えて、「本のプレ
ゼンテーション」を新たに実施し
た。新着図書 一覧の作成などＰ
Ｒ活動のより一層の充実を図るだ
けでなく、ＨＰ上でも紹介してい
く予定である。

(学校評価アンケートに
おける｢先生方は生徒が
牧高祭に意欲的に取り
組めるよう努力してい
ると思うか｣の回答が、
｢思う｣｢少し思う｣合わ
せて70％を越える。)

る図書室作りに努める
とともに、十分な広報
活動を行っていると思
うか｣の回答が、｢思う｣
｢少し思う｣合わせて70
％を越える。）

いじめ・不登
校対策委員会

教職員の健康管
理

いじめの未然防止に
係わる取り組みの充
実

・朝礼や学年集会、ホー
ムルーム活動におい
て、いじめ防止をテー
マとした活動を取り組
み、生徒がいじめ問題
を主体的に考える機会
を設ける。

いじめの早期発見、
適切な事案対処

・「学校生活に関するア
ンケート」（年２回実
施）の実施方法や、そ
の後の対処の在り方に
ついて検証し、いじめ
の早期発見、迅速な対
応に繋げる。

勤務時間の適正管理
及び長時間労働によ
る健康障害防止

・毎月の在校時間状況記
録の結果の活用
・ストレスチェックの結
果の有効的な活用
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・風紀委員会の活動として、いじめ
未然防止をテーマにポスターづく
りを実施。各学年廊下に掲示する
とともに発信した。
・人権週間において、有志生徒（風
紀委員・部活動・生徒会）あいさ
つ運動を行い、いじめ未然防止を
図った。
・アンケート調査から迅速かつ、き
め細やかな対応により、状況把握
と対応ができている。
・不登校の未然防止について、教員
のその意識は年々向上している。
２，３年生に進級後の新たな不登
校生徒はほとんどない。
・入学年時において学校不適応生徒
は、年々増加しているが、対応に
より改善する生徒も多い。更なる
体制が課題。（教員研修）
・１月時点で80時間超えの職員は、
のべ20名（昨年度同時期31名）であ
った。コロナの影響もあり、模試等
の校内実施による影響が出た。

総合評価

イ

学校全体としては、落ち着いた学習環境が充実してきていると考えられる。しかし、
学校に対する不適応やさまざまな問題を抱える生徒については、減少傾向は見られな
い。遅刻・欠席の増加や、相談委員会での報告などの情報を基に先生方の早期対応によ
り改善する生徒も多い。更なる教育相談体制の見直しや、地道な生徒面談を行うことを
継続し、早期発見・早期対応のできる体制づくりが必要がある。
授業態度、課題の提出状況は向上しているが、基礎学力の定着がまだ不十分であり、
今後も日常的な粘り強い指導を継続するとともに、「牧高パワーアップアンケート」の
結果を活用し、興味・関心が湧く授業改善や主体的・対話的な深い学びができるような
授業改善に各教科取り組んでいく。また、平成4年度から始まる学習指導要領の実施に
向けて、各教科の指導力を、個の力としてだけでなく、学校の教科力として高められる
よう、教科内での研修の充実を図っていく。更に、学校の様々な教育活動が、進路意識
を高め、生涯学習をし続ける意欲を喚起し、生徒の成長を促す方策を更に研究しなが
ら、実践をすすめていく。

学校関係者評価結果等

学校関係者評価を実施した
主な評価項目

・「授業研究」の文化の醸成（授業改善）
・新学習指導要領への対応(教育課程の変更に伴う諸問題の洗い出し)
・高大接続への対応(「高校生のための学びの基礎診断」の有効活用)
・教職員の健康管理

自己評価結果について

・本年度は、新型コロナの影響があり、6月からの学校再開であった。様
々な場面で、今まで行ってこなかった新たな様式での取り組みが必要と
なったが、学校長をはじめ各分掌・学年と連携を取り教育活動が行われ
たと考える。
・学校再開が６月になったことで、基本的生活習慣の確立が心配された
が、生徒指導部・学年を中心に適切に実施された。他の分掌や学年との
連携もよくなっており、さらにきめ細かな指導を進めていきたい。遅刻
防止の取り組みとして実施した風紀員会、生徒会での「あいさつ遅刻防
止運動」は一定の効果があった。
・「牧高パワーアップアンケート」を2回実施し、職員会議等で分析等を
行い、各自・各教科の授業を見つめ直す機会を持った。
・29年度よりPTA役員の方に対して、学校評価アンケートを実施し、様々
な意見・要望を聞くことができて良かった。

今後の改善方策について

・新たなシステムを構築し、向上を目指し、高校生としての自覚を促し、
規則を厳守する姿勢を養う指導を続けてて行う。
・牧高パワーアップアンケートの結果を今後の指導改善や授業改善に向け
て生かすよう、より一層の分析と実践の意識を高めていく。
・今後も公開授業の実施や授業参観週間の設置を継続し、授業力の向上を
図り、生徒のより高い進路目標の実現に向けて、意識改革や学力の向上
に1年時より計画的に進めていく。
・学校評価アンケートを、全PTA対して実施をし、改善点の確認をしてい
く。

その他
（学校関係者評価委員から
出された主な意見、要望）
学校関係者評価委員会の構成
及び評価時期

・コロナ禍での、体育祭の実施により、保護者の観戦を遠慮していただい
たことによる、情報提供が少なかったことへの対策要望があった。

・構成･･･学校評議員４名、全日制３年ＰＴＡ役員４名、校長、全定教
頭、事務長
・評価時期･･･令和３年３月１日

令和２年度の定時制学校評価（結果）
ア

自己評価結果等
(ｱ)

重点目標

教育活動全体を通じて、他者と関わる力を身につけさせ、生徒の主体性、自尊感情、他者と
結び合う心を育てる。
(ｲ) すぐれた指導事例を学び合うなど「授業研究」の文化を醸成し、授業改善を推進する。
(ｳ) 新教育課程の変更にともなう諸問題を予見し、校内組織の調整など移行のための準備を進め
る
(ｴ) 生徒を取り巻く社会の変化に対応した、就労支援・進学支援のための４年間の進路指導計画
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(ｵ)
項目（担当）

を作成する。
教育活動の見直しや業務の精選に加え、スケジュールや書類の管理スキルなどの「個の力」
を高め合い教職員の多忙化の解消に努める。

具体的目標

具体的方策

評価結果と課題

多様な生徒へ
の対応と授業
の充実

・不登校の生徒へ
の対応の充実
・外国人生徒対応
の一層の充実
・基礎学力が不足
した生徒への対
応の充実

・学校カウンセラーや外部機関との情報交換の機会が増加
した。
・生徒の日本語の力がさまざまで、複数言語支援員の入り
込みの授業をおこなった。
〇基礎学力の育成を新教育課程への対応を見据えて主体的
・対話的な授業の中で身に付ける工夫を全教科で研究する
必要がある。

特別活動等に
よる「在り方
生き方教育」
の展開

・総合的な探究
（学 習） への対
応な ど、具体的
な指 導の充実

・全校集会や学校行事など、機会をとらえてタイムリーな
話題を扱うことができた。
〇メモから感想を記述させたが、そこから生徒の理解につ
なげる工夫が課題である。

基本的生活習
慣の確立

・遅刻者・早退者
への指導の充実
・欠席過多者への
指導の充実

・家庭との連絡を密にして遅刻は減った。
・アルバイトや家事手伝いなどの理由で、欠席が増加する
傾向がみられた。
〇家庭にも早期から高等学校の出席の重要性について十分
理解してもらう必要がある。

生徒情報の精選
と共有化

・定期的情報交換
会の開催

〇情報を学校全体で共有して解決の知恵を集め、必要なタ
イミングで行うことができた。

交通安全指導
の充実

・交通安全講話の
実施
・下校指導の実施

・毎日の登下校指導で自転車の点灯やマナーの声掛けが効
果をあげた。
〇外部講師の講話の導入など工夫が必要。

進路指導
(進路指導
部)

進路意識の向
上及び進路学
習の充実

・進路講演会
・進路情報の提供
・面接指導

・保護者会で、最上級生だけでなく、２年３年生徒に進学
情報を提供し進路選択の幅を広げた。
〇奨学金も含めた、学費の意識づけが必要急務。

保健指導
(保健厚生
部)

健康の増進と
食中毒の予防
及び相談活動
の充実

・健康診断の円滑
な実施と治療勧告
・学校カウンセラ
ーの効率的な活用

・コロナ感染症対応について、家庭・職場との連絡を密に
し生徒の健康への関心が高まった。
〇校医、カウンセラーなど外部講師による生徒向け講話、
教員向けの情報提供機会を検討したい。

環境教育の充
実

・節電、省エネを
通じた環境意識の
高揚

・「地球といのちの環境教育」等を通じて、関心が高まっ
た。
〇「保健」などの授業との連携を模索したい。

いじめ・不登
校対策委員会

いじめに対す
る措置

・いじめ防止講話
の実施

・県方針に基づく組織的な対応を行う。
〇身近なメールなどの事例も組込みたい。

教職員の健
康管理

健康障害防止
の取組

・勤務時間の適正
な管理

・長時間労働の実態を把握し対策検討する。
〇定時制では著しい過多者はおらず、引き続き業務役割分
担の適性化を試みたい。

学習指導
（教務部）
（各教科）

生徒指導
(生徒指導
部)

イ

学校関係者評価結果等

学校関係者評価を実施した主な評価項目

多様な生徒への対応について。

自己評価結果について

一人一人の生徒への個別対応に評価を得た。

今後の改善方策について

保護者、地域に向けた情報発信の機会を増やすなど
の取組を考える。

その他（学校関係者評価委員から出された主な意見要望）

現今の社会情勢をにらんだ就職指導の充実。

学校関係者評価委員会の構成及び評価時期

・構成･･･学校評議員４名、全日制３年ＰＴＡ役員４名、校
長、全定教頭、事務長
・評価時期･･･令和３年３月１日
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