
様式１ 令和３年度　　山梨県立富士北稜高等学校評価報告書（自己評価・学校関係者評価） 　

Ａ 4

Ｂ 3

Ｃ 2 あまりできていない。

Ｄ 1

番号 評価項目 具体的方策 方策の評価指標 達成度 成果と次年度への課題・改善策 意見・要望等

・公開授業・公開行事の促進 学校評価ｱﾝｹｰﾄ

・複数顧問の配置や地域人材を活用し業務の改善を図る 目標達成度（活動成果）

学校目標・経営方針 個性及び能力の伸長に努め生徒一人一人の進路実現を図ると共に地域の発展に貢献できる人材を育成する。 山梨県立富士北稜高等学校校長　塩入　由里

本年度の重点目標

１　基礎学力の定着と思考力・判断力・表現力育成のための授業改善に努めるともに、
家庭学習習慣を確立させることを目指す。

達
成
度

ほぼ達成できた。（８割以上）

評価

良くできている。

２　地域への情報発信に努め、生徒が地域と関わる取り組みを積極的に進める。 概ね達成できた。（６割以上） できている。

３　将来を展望したキャリア教育と進路相談を充実させる。 不十分である。(４割以上)

４　特別活動を充実させることで、豊かな人間性を育てる。 達成できなかった。（４割以下） できていない。

4

５　全ての教育活動を通して、ルールを守り、人間として正しく生きようとする規範意識を
育てる。

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価 学校関係者評価

本年度の重点目標 年度末評価（２月１日現在） 実施日　（令和４年２月１９日）

・新型コロナウイルス感染症対策への対応
で、外部との連携計画の変更があったが、
当初の目的をほぼ達成することができた。
今後は、ICTの活用を推進し、学校内外と
の連携を円滑に実施できるように取り組
む。
・学校の行事だけでなく、日常の教育活動
の様子をHP等を利用し、情報発信のさらな
る充実を図る。
・公開授業は、新型コロナウイルス感染症
等の影響を考慮し、リモート等を活用した取
り組みを行う。

自己評価結果 評価

1

生徒の基礎学力の定着及び思考
力・判断力・表現力育成のための授
業力向上

・思考力・判断力・表現力などを育成する授業の実施
・基礎学力定着に向けた授業の実施
・相互授業参観

公開授業
研究授業
授業評価アンケート

・基礎学力の定着、思考力、判断力、表現
力育成に向けた授業改善が教員各自の工
夫によって行われた。
・相互授業参観を通じて、指導法や授業形
態を研究し、わかりやすい授業と生徒が自
主的に学習する習慣形成に向けた工夫や
指導が行われた。
・学びの基礎診断の結果を系列ごとに分析
し、職員研修で周知し有効活用した。
・スモールテストは、基礎学力向上につなが
り、生徒もよく取り組んでいるが、家庭学習
が定着するまでいかなかった。
・生徒は授業に意欲的に取り組んでいる
が、家庭学習が身についていない生徒が
多い。
・朝読書によって、読書習慣や落ち着いた
生活習慣が定着した。生徒も朝読書を有意
義な時間としていた。

B

・ICTの活用を継続的に研究し、組織な取り
組みを工夫することで、生徒にとって主体
的・対話的で深い学びとなる授業改善を行
う。
・相互授業参観は、更に参観率の向上と参
観内容の共有を図り授業力向上を行う。
・スモールテストを社会人として、必要な一
般常識が身につくよう検討する。
・学びの基礎診断の分析結果を活用し、予
習、復習や学びの大切さを理解させる。ま
た、課題の在り方等を検討し家庭学習の定
着を図る。
・朝読書は継続し、図書室からの情報発信
や図書室を活用した授業との連携により、
読書習慣の定着を図る。

B

・ICT機器やオンライン動画の活用等新しいものに取り
組まれている姿勢は評価できる。一方で、取り組みに
よる成果も評価が必要だと感じた。
・数値的に、教員と生徒の評価に少しズレがあるように
も受け取れる。ICT教育の推進は必要だが、何のため
の推進かという目的を共有しながら進めることが大切
だと考察された。
・学校として積極的な取り組みが見られるが、学習習
慣の確立は家庭の協力なくしては成しえない。新しい
生活様式を踏まえた状態で、主体的な学びについて
の理解を家庭と学校で共有する機会が必要ではない
か。
・授業を見せていただき科目ごとに工夫している様子
でした。今後も生徒にとって分かりやすく、興味をもつ
よう工夫をしていってください。
・家庭学習があまりよくないようですが生徒一人ひとり
の興味のあるもの、好きなことなど関心のあることを探
求する事で学習意欲のきっかけにしたらと思います。

・学びの基礎診断の実施と結果の活用
・スモールテストの実施（国・数・英）
・記述問題を導入した定期試験
・家庭学習習慣の確立
・朝読書の実施

学びの基礎診断結果分析
スモールテスト成績分析
学校評価アンケート
朝読書アンケート

2

地域や保護者への情報発信と生徒
と地域との交流活動の促進

・「総合的な探究の時間」や総合ビジネス系列における実
践と連動した連携活動の促進
・在宅訪問や地域ボランティア活動の推進
・学校間交流活動の推進

学校評価ｱﾝｹｰﾄ ・「総合的な探究の時間」は生徒・教職員の
一定の評価を得ている。教育目標実現のた
めに、外部団体との連携授業を取り入れた
地域探究・自己啓発などを実施した。さら
に、キャリア教育としても効果的であった。
・新型コロナウイルス感染症対策で制限の
ある中、学校間交流等に可能な限り、リ
モートを利用して取り組んだ。
・新型コロナウイルス感染症対策のために
公開授業は実施できなかったが、HPや学
校刊行物等により、本校の情報が効果的に
発信された。

B

4

4

・コロナ禍においても、高い水準で進路選択ができて
いる印象を受ける。見えない部分で手厚く指導してい
る成果だと推察する。
・外部との交流も工夫しつつ行っており将来を考える
上で必要な情報が得られる環境整備ができている。一
方で生徒自身が活かしきれていない印象を受ける。受
け身ではなく主体的に活動できるようなアプローチも求
められているのではないか。
・コロナの影響で出来なかった活動もあると思います
が、可能な限り地域と関わって生徒に多くの経験をさ
せてください。
・地域の色々な有識者の話を聞く機会を多くしていく。

・学校ホームページの充実
・学校便り・年次便りの発行

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ状況
学校評価ｱﾝｹｰﾄ

3

キャリア教育と進路指導の充実 ・「産業社会と人間」及び「総合的な探究の時間」の充実 学校評価ｱﾝｹｰﾄ ・生徒・教員から高評価を得ている「産業社
会と人間」は、課題点の点検と改善を行っ
ている。また、系列選択及びキャリア教育と
しても効果的に行われていた。
・コロナ禍の影響で、これまで行ってきた進
路行事の計画変更があったが、生徒の進
路に応じた対応については、工夫をしなが
ら一定の成果があった。また、生徒自身も
自己を考える場となり精神的な成長が見ら
れた。

目標達成度（活動成果）

3

5

・「産業社会と人間」は、体験学習を前期で
終了した結果、系列選択がよりスムーズに
行えるようになった。後期以降の系列授業
にも十分な時間が取れるようになり、次年
度以降もこの形を継承し、生徒にとって系
列選択のミスマッチがないようにする。
・進路行事は、今年度の反省を活かし実施
方法など検討していく必要がある。また、保
健相談部、担任・年次主任と連携して、外
部の関連機関などと引き続き連携してより
効果的に進路指導に取り組むようにする。

4

・学校評価で進路指導の項目について、生徒の評価
が「そう思う」が多いの対して、教職員の評価は「どちら
かというとそう思う」が多い。この数値から、教職員自
己評価が低いのは、まだやれることがあるが十分にで
きていないということが推察できる。進学から就職まで
の多様な進路を提供する高校だからこそ、引き続き模
索し続けることが求められる。その際、提供者である教
職員の負担も考慮したことを前提とした計画が必要だ
と考える。
・インターンシップや校外講師などの取り組みは非常
に良いと思います。
・地元企業の多くの会社を見る事により見聞が広がる
と思います。

・インターンシップの充実
・企業・大学との連携
・資格取得の増進

学校評価ｱﾝｹｰﾄ
資格取得結果

・進路相談部と各系列・年次との連携の強化
・個別の進路指導の強化
・進路指導と連動した課題研究への取り組み

進路検討会
進路実績
学校評価ｱﾝｹｰﾄ

基本的生活習慣と規範意識の確立 ・挨拶、服装、言葉遣い、清掃等の指導の徹底 挨拶運動
服装点検
清掃点検
学校評価ｱﾝｹｰﾄ

・多くの生徒が、挨拶や服装指導等通じて、
規範意識向上のための指導が行われたと
理解した。
・規範意識を涵養したり、多様性を認めたり
する講演会を開催し、生徒の生命や人権、
社会的規範を尊重する態度を育成した。

B

特別活動の活性化 ・全員入部制（１年次生）の継続と２・３年次生への部活動
継続の働きかけ

部活動調査（入部率等） ・1年次に全員入部制度を行っているが、２
年次、３年次と加入率が下がっている。
・委員会の活動がまだまだ少ない状況であ
る。
・新型コロナウイルス感染症対策の影響
で、部活動の活動自体に制限があり、十分
な地域交流等ができなかった。また、部活
動自粛期間に自主トレーニングの指導をリ
モートで行う部活動もあり、生徒に達成感を
もたせることができた。
・顧問の複数配置や顧問同士での連携によ
り、多忙化改善に結びついた。

B

・すべての教育活動を通じて、生徒の規範
意識を育成できるよう、各年次が連携した
組織づくりに取り組む。
・生徒が学校の内外に関わらず、意識や考
え方、社会規範の大切さを自覚した、行動
がとれれるよう指導していく。
・SNSの利用等について規範意識やマナー
の向上を図り、安全・安心な学校づくりを徹
底する。

・高校訪問時、すれ違う生徒はみんな挨拶ができてい
て素晴らしいと感じた。
・今後、GIGAスクール構想等の学校の在り方やコロナ
禍、SNSの普及等の新しい生活様式に伴う多くの変化
が起こってくる。その際に、想定される部分と揺らがな
い部分（挨拶等）を整理し指導を行っていくことが求め
られる。規範作りについては、生徒自身に参加してもら
い検討する機会があっても面白いと感じた。
社会にでてマナーはとても大切です。ぜひ今後も指導
をお願いします。
・社会人として社会とどの様にして協調や調和をして
いったらいいのか色々な面で検討してほしい。

・生命や人権、社会的規範を尊重する態度の育成
規範意識を涵養する講演会等の開催

生徒の諸活動状況
生徒感想文等
学校評価ｱﾝｹｰﾄ

3

・部活動で生徒が、３年間継続して活動で
きるように生徒会を中心に各顧問と連携
し、生徒が主体的に活動し達成感が得られ
るよう工夫していく。
・生徒数減少、教員の定数減の中で、部活
動の活性化を維持していくための検討が必
要である。
・生徒が自分で考え、企画し実行できる力
を学校行事や委員会活動を通して育成して
いく。
・今後も地域等のボランティア活動や発表
会に積極的に参加していく。

・全員入部制で強制的に入部する段階で、どの程度の
生徒が義務感を感じているのかが気になった。その割
合によって、1年次生へのケアの仕方によって、その後
の部活動所属率が変化すると考えられる。
・複数顧問の配置については、役割分担だけでなく、
他の業務との兼ね合いを考慮した負担軽減等の対応
とセットで進めていけると教職員のモチベーションも維
持できるのではないか。
・特別活動によって健全な心身の育成や豊かな魅力あ
る人材の育成につながると思います。
・部活動や各委員会を活性化するためには、外部指導
者や専門家などに指導をお願いし、楽しさや喜びを求
められる様にしたらと思います。

・生徒が主体となった部及び委員会の企画運営と具体的
目標・活動計画の設定

目標達成度（活動成果）

・文化部の活性化


