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平成 29年度 学校経営報告書（自己評価） 
 

学 校 名 三 島 長 陵 高 等 学 校 

 

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 

自主的・

自律的な

学ぶ姿勢

の 育 成

と、確か

な学力の

定着 

・少人数授業、習熟

度別授業、ＴＴ等に

よ る 授 業 実 施

（100％） 

１講座平均の生徒数は 15.5

人である。「標準」や「基礎」

の習熟度別講座編成や体育

等でのＴＴを実施できた。 

Ｂ 

定員に対する充足率 100％の

講座が 25あり、講座の分割

やＴＴ等によるきめ細かい

指導が可能な環境をさらに

整える必要がある。 

・補習・学習相談等の
実施（希望者満足度
 100％） 

進学支援室を中心に、自主
的に取り組む生徒への対応
をした。いつでも相談でき
る雰囲気づくりに努めた。 

今後も生徒の自主性を尊重
し、相談を受け入れる体制づ
くりを継続していきたい。 

・丁寧な学習指導・

修得を目指した履修

指導 

（満足度 100％） 

各年次の評価結果(ｸﾗｽ数) 

１年次････A 3､ B 5､ C 1 

中間年次･･A 4､ B 8､ C 1 

卒年次････B 7 

各教科(9教科)の評価結果 

A 3､ B 4､ C 2 

Ａ評価の数を増やせるよう

継続して取り組んで行く。 

・授業のユニバーサ
ルデザイン化による
授業改善 
（ICT機器の使用率
 前年比10％増） 

ICT機器の稼働率は前年比
65％増となり、昨年度より
大幅に増加した。 

Ａ 

ICT機器の使用方法の徹底を

図る。また、利用方法や効果

を検証し教員間での共有を

図る。 

・授業相互参観 
（100％） 

各教科(9教科)の評価結果 

A 6､ B 2､ C 1 

Ｂ、Ｃ評価の要因を改善して

Ａ評価数を増やしたい。 

・授業評価で授業が

わかりやすいと答え

る生徒の割合（70％） 

学校自己評価アンケートの
結果「授業がわかりやすい
」と答えた生徒の割合82.1
％であった。 

生徒情報や具体的配慮方法

について、組織として共有す

る体制を構築する。 

・進学支援室の取組

み（参加者の満足度 

80％） 

月に一度の面談を実施し、

定期的に進路について意識

させるよう努めた。 

進路資料室を活用する生徒

が増え、誰でも活用できると

いう認知が広がった。 

・履修、単位取得、

学習集団編成等の内

規整備（通年） 

欠課の多い生徒への指導方

法（警告文書の発送や四者

面談の実施）が定着してき

た。 

Ａ 

学習集団編成（各科目の部別

講座数や定員）についてはさ

らに検討したい。 

・生徒による授業評

価と授業改善への利

用（１回） 

各教科(9教科)の評価結果 

A 5､ B 3､ C 1 

Ａ 

Ｂ、Ｃ評価の要因を改善して

Ａ評価数を増やしたい。 

・ユニバーサルデザ
イン校内研修の実施
   (３回） 

「授業の UD化」研修を年間

３回計画通りに実施するこ

とができた。 

研修テーマや時期・回数など

実情に合わせた研修を目指

していく。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

・家庭連絡や定期的
な出欠情報の提供 
（毎月） 

各年次の評価結果(ｸﾗｽ数) 

１年次････A 2､ B 5､ C 2 

中間年次･･A 4､ B 8､ C 1 

卒年次････A 5､ B 2 

Ｂ 

特にＣ評価については原因

の把握と改善への方策を考

えていきたい。 
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イ 

 
 
 
 
基本的な
生活習慣
の確立と
、自立心
と社会性
の涵養 

・３、５、７限の校

内巡視による時間厳

守の呼びかけ（全教

員、通年） 

４月授業開始より現時点ま
で休むことなく、決められ
た時間帯に校内巡視を行う
ことができた。 
班分けされたグループによ
り、授業開始前に授業への
参加を呼びかけることによ
り、授業時間の不認定を減
少させることができた。 

Ｂ 

授業時間を大幅に遅れてく

る生徒や欠席をして履修不

認定になる生徒があとを立

たない。授業に対する意識が

足りない。巡視でトイレなど

の公共物への使い方が問題

になるなど、改善が必要。 

・遅刻、欠席の減少

（昨年度比 -20％） 

各年次の評価結果(ｸﾗｽ数) 

１年次････B 4､ C 5 

中間年次･･A 2､ B 5､ C 6 

卒年次････A 1､ B 5､ D 1 

Ｃ評価が多めであること、ま

た、Ｄ評価があることを深刻

に考え、次年度への改善のた

めの方策を考えていきたい。 

・毎朝の登校指導、

挨拶の励行、公共マ

ナーに関する働きか

け（通年） 

意識して声かけをするよう
に心がけた。教室だけでな
く、廊下で挨拶を返してく
れる生徒が増えた。 

公共マナーを知らない生徒

に教えることは必要。声かけ

しても挨拶が帰ってこない

生徒へ働きかけを強めたい。 
・日常清掃や草花の
育成等、環境美化活
動の実施 

（きれいだし感じる

生徒の割合 70%） 

美化活動や大掃除、保健委

員によるトイレ清掃や草花

の育成により、概ね達成で

きた。 

日常清掃の充実のために清

掃用具の整備をしていきた

い。 

ウ 

キャリア

教育を通

して、一

人ひとり

の生き方

の育成 

・進路講演会、キャ

リアガイダンス等の

実施（６回） 

計画通り、１年次８回、中

間年次４回、卒年次７回実

施した。 

Ａ 

今後も進路シラバスに沿い、
体系的・系統的に実施する。 

・インターンシップ
参加 
（昨年度の２倍） 

今年度の参加者も１名であ

った。 

企画のあり方を委員会で見

直し、現行の体制での実施は

取りやめる。 

・「進路だより」の発

行（６回） 
年間８回の発行ができた。 

今後も情報発信の役割を果

たす。 

・進路目標に応じた

個別指導、補習等の

実施 

 (満足度 100％） 

各年次の評価結果(ｸﾗｽ数) 

１年次････A 2､ B 6､ C 2 

中間年次･･A 4､ B 8､ C 1 

卒年次････A 5､ B 2 

この結果をもとに進学支援

委員会、就職支援委員会を中

心に方策を検討して行き、次

年度の評価向上に繋げた。 

・進路指導が役に立

つと答える生徒の割

合（50％以上） 

年々「役に立つ」と答える

割合が上昇している。 

自己探求、進学支援室、就職
支援室等の体系的・多面的な
アプローチが効果的である。 

・進学希望に合わせ
た履修指導 

（希望者満度 100％）  

定期的に委員会を開き、支

援が必要な生徒からの声を

聞き取る体制ができた。 

Ａ 

進学支援委員（チューター）

とＨＲ担任の役割分担が曖

昧で、情報の共有が不十分で

あった。 

・就職支援室の取組

み 

（参加者満足度 80％） 

①返事・挨拶等を習慣化さ

せる取り組みを行った。②

資格や免許取得を勧めた。

③ハローワークとの連携を

確実に行った。 

ハローワークの協力もあり、

職場体験に全員が参加し、２

名が内定を得た。 

・連絡会議、研修会

等の実施（100％） 
計画通り実施できた。 

卒年次、新着任者を中心に、

三島長陵高校での進路指導

のポイントを適切に伝える。 

・関係機関や上級学

校等との連携による

進路情報収集（通年） 

積極的に情報収集に努め、

連携が図れた。 

三島長陵高校の現状や特徴

を丁寧に伝えることで、外部

機関の理解が深まった。 
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 ・リベラ・ヒューマ
ン・サポート等のＮ
ＰＯ法人との連携 
（通年） 

卒業後の社会的孤立を防止
するため、効果的に連携を
図った。 

Ａ 

就職支援委員会を中心に、生
徒一人ひとりに合わせた連
携を図る 

・外部講師によるＳ

ＳＴの実施 

（年 20 回） 

参加生徒 13名に対し、計画

通り実施できた。 

困り感を自覚していない生

徒へのアプローチが課題で

ある。 

エ 

心身とも

に 健 康

で、他を

思いやる

心豊かな

感性の涵

養 

・スクールカウンセ

ラーを活用した個に

応じた細やかなカウ

ンセリングの実施

（通年） 

相談室利用人数が昨年度の

同時期と比較して２倍以上

の状況から、期待されてい

る相談室を実感できた。 

SC/SSW との情報交換も積極

的に行なうことができた。 
Ａ 

次年度も利用が増えること

が予想されるので相談室へ

の期待を維持できるように

したい。 

・「相談室だより」の

発行（９回） 

遅れることなく発行でき

た。内容に関しても興味関

心を持っていただけた。 

今年度と同様な結果となる

ようにしたい。 

・「保健だより」の発

行（９回） 

生徒の身近な事や時期に応

じた内容により健康を意識

させることが出来た。 

内容の充実を図り、健康・安

全の大切さを伝えていきた

い。 

・「図書館便り」の発

行（３回） 

毎月１回の発行を続け、新

刊案内を適時にした。 

Ａ 

生徒や教員からの図書紹介

文を取り入れる。 

・図書室利用者数の
増加 
（昨年度比 +10％） 

一日に 20～30人の利用があ

り、概ね昨年並みだった。 

授業での利用を積極的に行

う。 

・PTA花いっぱい運動
による花壇や中庭等
美化（３回） 

各回 14名程度の参加を得て

実施することができた。 

さらに出席率を高めていく

ことが今後の課題である。 

・PTA、後援会等の文
化祭や学校行事への 

支援（３回） 

文化祭、三島サンバ、高Ｐ

連全国大会や情報交換会へ

の支援ができた。 

さらに効率よく行事を行え

るように改善点を探りたい。 

・部活動指導（生徒

の満足度 100％） 

運動部(6部活)の評価結果 

A 1､ B 4､ C 1 

文化部(8部活)の評価結果 

A 2､ B 4､ D 2 

Ａ 

運動部のＣ評価、文化部のＤ

評価の改善を目指したい。 

・文化祭の生徒評価

（満足度 70％） 

生徒会や実行委員による生

徒自らの文化祭によって生

徒の中の達成度はあっと感

じている。生徒へのアンケ

ートでも良かったと答える

回答が多かった。 

クラス単位で計画したり、作

ったものを教室の中におい

て置けないなど、展示に一定

の制約がかかる。文化部は少

ない人数の中で良くやって

いた。しかし、教員主体にな

りやすい。 

オ 

東部の生

涯学習拠

点として、

開かれた

学校づく

りを推進

する。 

・学習講座の充実、

広報 

受講者人数は定員に達する

ことができなかった。 
Ｂ 

受講人数は少なかったが、講

座内容は充実していた。広報

の充実を図る。 

・放送大学、静岡中

央高校通信制課程と

の連絡会議（毎月） 

８月と３月を除き、毎月１

回三者会議を開催し、施設

の利用調整や情報交換など

を行った。 

Ａ 

外部団体の利用希望が多い
が、３ヶ月先の予定を調整す
ることで、円滑な施設運用が
できている。校舎修繕等3校
での共通認識がスムーズに
実施することができた。 
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・マスメディアへの情

報提供やＨＰの充

実、活用 

（月１回以上） 

必要とされる情報について

は提供できた。ＨＰは進路

課・図書課を中心に月１回

更新した。 

Ａ 

学校行事・部活動等を顧問を

中心に更新する。 

・学校案内や学校紹
介の改善（毎年） 

学校案内は大幅に紙面を変

え、より見やすいものに改

善できた。 

毎年紙面の見直し、更新をす

る。 

・学校見学、個別説

明を希望する保護者

や生徒への説明 

（満足度 100％） 

詳しい説明と授業見学を実

施し、「学校のことが良くわ

かった」等の満足した声を

ほとんどの希望者からいた

だいた。 

年年、相談者が増えていると
思われるので、今年度同様な
評価をもらえるようにした
い。 

カ 

予算の適
正な執行
管理、学校
事務の円
滑な執行
及び教育
環境の整
備 

・監査での文書指摘

事項ゼロ 
文書指摘事項なし 

Ａ 

文書指摘事項は無かったが、

ヒヤリ、ハットが多かったた

め、より一層条例規則に基い

た正確な事務処理に努める。 

・窓口及び電話対応

クレームゼロ 

事務作業に集中し窓口への

注意が薄れる場面もあった

が、概ね対応ができた。 

常に相手の気持ちを優先し

「思いやり、感謝、共感、協

力」の姿勢を大事にしていき

たい。 

・施設、設備の安全

点検（毎月） 

先生方の協力をいただき、

毎月の点検が実施できた。

修繕を要する場合には、迅

速に対応ができた。 

今の流れを継続していく。修

繕費には、予算の上限がある

ため突発的な対応に苦慮す

る場面もあった。 

・図書室の開室 
概ね計画どおり開室でき

た。 

担当者は輪番であるので専
任を配置できるかどうか。午
前中の開室は、事務室の人員
配置によっては、厳しいこと
も多いので今後開室時間帯
の検討も必要となる。 

 

 


