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平成３０年度 学校経営報告書（自己評価）【中等部】

学校番号 71 学 校 名 県立浜松西高等学校中等部 校 長 名 松下 和弘

本年度の取組（重点目標はゴシック体で記載）

取組目標 成果目標 達成状況 評価 成果と課題

ア

主体的な

学習姿勢

の確立を

図り、確

かな学力

を育成す

る（「学習

指導プロ

グラム」）

授業リサーチで「チャイム

からチャイムまで」の生徒

評価平均 3.5 以上

チャイムが鳴ると同時

に授業が始まる生徒評

価 3.6

Ａ

授業が時間通り始まり終わ

ることで、学校生活のリズム

を今後も作りたい。

生徒アンケートで「授業の

内容がよくわかる」生徒ア

ンケートで「授業は学力を

伸ばすことに役立ってい

る」と答える生徒 90％以上

「授業がよくわかる」

と答えた生徒 89.3％

(昨年度 87.0％)

「授業は学力を伸ばす

ことに役立っている」

と答える生徒 90.7％

(昨年度 87.3％)

Ａ

授業のねらいを明確にし、指

導技術を磨くよう、校内研修

体制を確立する。アダプティ

ブラーニング（個別最適化学

習）を推進する。

中等部アンケートで平日

120 分以上の家庭学習を行

う生徒 70％以上 60 分未満

０％

120 分以上が 73.5％

(昨年度 72.5％)

60 分未満が 4.1％

(昨年度 2.5％)

Ａ

テスト前後を活用し、個別面

談等を利用して、継続的な学

習習慣を構築したい。

シラバスに基づく授業計画

の達成度 100％

ほぼ 100％。一部でやや

遅れているが問題ない

程度である。

Ｂ
シラバスの有効活用を生徒

に浸透させていきたい。

中等部アンケートで年間 10

冊以上の読書量の生徒 90％

以上

年間10冊以上の読書量

の生徒 84.9％

(昨年度 80.5％)

Ｂ

西高百選をさらに活用し、良

書に親しむ習慣を身に付け

させたい。

イ

系統的・

組織的な

指導によ

り一人一

人の進路

目標の実

現を図る

（「 進 路

指導プロ

グラム」）

生徒アンケートで「総学が

問題解決能力を高める、進

路探究に役立つ」と答える

生徒 70％以上

生徒アンケートの結果

50％(昨年度 48％)（1

年4%、2年69%、3年77%）

※1年「わからない89%」

Ｂ

総合的な学習の時間のカリ

キュラムを再構築・再構成す

ることも視野に入れる。１年

の内容や計画を見直す。

チャレンジリストを活用

し、海外研修・サイエンス

キャンプ等、外部教育機関

による様々な体験学習の情

報等を提供して参加を促す

とともに、「西山台チャレン

ジサポート事業」の活用を

推奨する。

今までのチャレンジリ

ストの取組の他に、ボ

ランティア参加が 300

人以上、西山台チャレ

ンジサポート事業活用

が昨年度と同様に３０

人を超えた。

Ａ

マンネリ化を防ぎながら、継

続的で地道な活動に力を入

れる一方、より主体的に取り

組めるカリキュラム・講座を

来年度に向けて開発を視野

に入れていく。生徒のレポー

トを進路便りの形で、情報提

供し、意識向上の一助とす

る。
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イ

生徒アンケートで「進路に

関する情報や指導を十分受

けている」と答える生徒

70％以上（全学年平均）

生徒アンケートの結果

59.3％(昨年度 64.3％)

（1年-56%、2 年-55%、

3 年-67%）

Ｂ

数値は昨年度より下がって

いる。進路が生き方であるこ

とをより意識させたい。ま

た、学力推移調査と総合学力

調査についての講演会を設

定し、外部教育機関と連携し

て自己の力を認識させ、未来

につなげさせたい。

講演会等年間２回以上の実

施

進路講演会、地域保護

者と語る会等、とても

充実していた。

Ａ

来年度以降もいろいろな形

で子供たちの夢や希望、そし

て自分の未来をデザインで

きる姿勢を育んでいく。

県学力診断調査で８割以上

の得点が取れる生徒 80％以

上

8 割以上

3 年①56％ ②52％

2 年 58％、1年 46％

昨年度

3 年 58％ ２年 53％

１年 51％

Ｂ

今年度より中３は学調の２

回目を実施。年によって難易

度の差はあるが、今後も更な

る上位者を育て、中下位者全

体の底上げを図っていく。中

１の指導強化をはかりたい。

ウ

規律ある

生活の中

で自主・

自律の精

神を育成

する（「生

徒指導プ

ロ グ ラ

ム」）

学校行事の満足度 100％

生徒アンケートで学校

行事に積極的に取り組

んでいる生徒 92.7％。

(昨年度 91.6％)

Ｂ

昨年より数値が向上した。事

情はあるだろうが、全員が何

かの形で満足できる学校行

事を目指したい。

「自分から進んで行動でき

る」と答える生徒 80％以上

生徒アンケートの結果

は 76.7％。

(昨年度 72.0％)

Ｂ

昨年より数値が向上した。失

敗が許され、再挑戦したくな

るようなシステムや風土を

培っていく。

服装等、昇降口での指導を

年間 35 回以上実施

定期的に服装指導を中

高合同で行った。
Ａ

中高合同で行うことで、組織

的な対応ができている。

生徒指導に関する職員研修

を年間２回以上実施。

人権・いじめ・人間関

係に関する研修を２回

行った。

Ａ

来年度もスクールカウンセ

ラーによる研修などを行い

たい。

エ

安全教育

と心の教

育の充実

に努める

（「 心 の

教育推進

プログラ

ム」）

バスマナーに関する苦情０

件、交通事故０件

苦情は減少し４・１２

月に１回程度の苦情が

あった。交通事故０件。

Ｂ

今後も「～しない」ではなく

「～しよう」という指導を継

続的に行っていく。

職員研修（大規模災害時の

体制）の実施

年度当初に危機管理マ

ニュアルの内容を確認

した。

Ａ

マニュアル上の体制が、大規

模災害時に現実として機能

できるよう、常に見直しを行

いたい。
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防災マニュアルポケット版

の携帯率 100％

月 1 回の携行調査では

99％を超えるようにな

った

Ａ

携行調査の成果が出ている。

内容を考え、主体的に携行さ

せたい。

「相手の立場や意見を尊重

している」と答える生徒

90％以上

生徒のアンケート結果

は 92.7％。

(昨年度 89.0％)

Ａ

向上している。道徳や日々の

語りかけを大切にし、他をき

ちんと尊重できる生徒を育

てたい。

計画的・意図的なＡＳＥ，

ＳＧＥ、道徳、思春期セミ

ナー、薬学講座等の実施

様々な活動を計画的・

意図的に実施できた
Ａ

心豊かで自立した子どもを

育てていくためにも、今後も

計画的・意図的に様々な活動

を実施していきたい。

生徒アンケートで「地球環

境に配慮した生活してい

る」と答える生徒 80％以上

「省エネ・ゴミ減量・

ゴミ分別等、環境を守

る行動をしている」と

答える生徒 86.7％

Ａ

環境に配慮する姿勢が自然

と行えるよう、よりレベルの

高い姿勢を育みたい。

生徒アンケートで「清掃に

真剣に取り組んでいる」と

答える生徒 90％以上

「校内の美化（清掃等）

に前向きに取り組んで

いる」と答える生徒

88.3％

(昨年度 88.0％)

Ａ

まじめに掃除する生徒が大

変多い。過ごしやすく、気持

ちの良い環境を自ら創造し

ていこうと、すっとゴミを拾

うなど、主体的に活動する姿

勢をさらに育てたい。

オ

教科指導

力・生徒

指導力の

向上を図

る（「プロ

の教師集

団育成プ

ロ グ ラ

ム」）

公開授業と年２回の授業見

学実施 100％

公開授業・授業見学率

は 100％
Ａ

2 回以上参観する教師をさら

に増やし、互いに磨き合う風

土を育みたい。

授業リサーチ実施 積極的に取り組んだ。 Ａ 来年度も 100％を達成する。

年間１回の全体研修及び外

部の研修会に10人以上参加

年間複数回の全体研修

の実施、主体的な研修

会への参加が増えた。

Ａ

ＩＣＴ教育など時代が求め

る研修を含め、更なる自己研

鑽の機会を増やしたい。

生徒アンケートで「学校に

信頼できる教師がいる」と

答える生徒 70％以上

生徒アンケートの結果

78.0％

(昨年度 78.3％)

Ａ

昨年度より向上した。100％

を目指して、さらに生徒と教

師の人間関係・信頼関係の構

築を図る。

カ

中高一貫

教育の充

実（「中等

部から高

校へのス

ムーズな

接続プロ

グラム」）

教科指導、進路指導、「総合

的な学習の時間」の６年一

貫のシラバスや実践の見直

しに基づく指導の充実に努

める。

シラバスの見直しを 10

月～1 月にかけて行っ

た。

Ａ

本年度、シラバスのフォーム

を全面的に改定した。これら

が、今後のより良き教育活動

に生かしていきたい。

中高教員の乗り入れ10人以

上

授業の乗り入れは11人

中等部の高校籍 6人。
Ａ

生徒理解の面でとても効果

がある。今後も、乗り入れを

行っていく。
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キ

生徒・保

護者・地

域の人々

から信頼

される学

校をつく

る（「開か

れた学校

づくりプ

ロ グ ラ

ム」）

意見聴取の結果をホームペ

ージで公開

年 2 回予定通り実施予

定
Ａ

公表するためにやっている

のではないことを自覚して、

形式的にならないような工

夫を模索していく。

ホームページのアクセス

50,000 件以上

1 月の時点で 76,000 件

をすでに超えている。

「お知らせブログ」を

研修旅行や職場体験で

活用した11月のアクセ

ス数はホームページと

は別に 51,800 あった。

(昨年度 11 月のブログ

45,000)

Ａ

「お知らせブログ」との併用

が功を奏し、アクセス数がと

ても向上している。

学校説明会の参加者 1,100

人以上、オープンスクール

への来場者 1,000 人以上

学校説明会が約1300人

(昨年度は約 800 人)、

オープンスクールの参

加が約980人であった。

(昨年度は約 960 人)

Ａ

学校説明会及び、オープンス

クールへの参加者が増加し

た。小６だけでなく、小５と

小４を対象にし、より内容を

わかりやすいもの(卒業生か

らのメッセージ・総適解説)

にしたことが効果的であっ

たと思われる。

ク

教育目標

を達成す

る た め

に、各プ

ログラム

遂行に係

る適切な

財務執行

を 図 る

（「戦略

的財務執

行プログ

ラム」）

○学校経営の視点に基づ

いた計画的・効率的な業

務、予算執行の実現

・管理的運営経費の５％縮

減

記録的猛暑対策及び

台風 24 号被害対応に

係る予算執行が増加

したため、管理運営経

費の縮減は不可能で

あった。

Ｂ

猛暑対策のため、節電が不

可能であり、光熱水費の

５％削減はできなかった

が、他の経費の削減に取り

組むことにより、施設設備

の維持管理に対応した。


