
評価
関係者
評価

意　　　見

Ａ Ａ

・いじめの根絶等は社会活動と直結する。日本ではそ
ういう活動を認定評価する体系ができていないが、是
非続けていって欲しい。

Ｂ Ａ

・安心安全な学校がほぼ維持できている。教職員と生
徒が、安定した学校生活を目指し協力できている結果
である。

Ｂ Ａ

・コロナウィルスの影響で思うような避難訓練ができ
なかったようだが、「新しい生活様式」への対策、自
転車事故の減少等、安心安全な学校づくりに向け、改
善されている。

Ａ Ａ

・校舎内の美化活動等は社会活動と直結する。日本で
はそういう活動を認定評価する体系ができていない
が、是非続けていって欲しい。

Ａ Ａ

・熱中症、コロナともに大事に至るものがなく、予防
対策が確実、徹底されていたと感じる。コロナに大き
く影響を受けた１年であったが、生徒が安全に学校生
活を送れたことは高く評価できる。
・「感染症の予防」に関しては「罹らない」ことは事
実上不可能な目標であるので、この目標は見直しをお
願いしたい。

Ｂ Ａ

・コロナウィルスのため、出欠席の状況を前期と比較
できない事象が起きてしまったが、学校生活・クラブ
活動に対する生徒へのアンケート結果は良好だと思
う。

Ａ Ａ

・グループエンカウンターが効果的に活用されている
と感じた。今後も継続していただきたい。
・生徒への個人面談等の取組により、学校生活に満足
している生徒が８割、学校が楽しいと答えた生徒が９
割いることは素晴らしい。

Ｂ Ａ

・部活動の成果目標に「全国大会・県大会」の数値を
取り入れているが、見直してはいかがか。成果の指標
として大会のない競技や文化活動への評価が偏るこ
と、成果主義となりがちなことが心配である。
・コロナウィルスのため、部活動で十分な活動ができ
ない事象が起きてしまったが、学校生活・クラブ活動
に対する生徒へのアンケート結果は良好だと思う。

Ｂ Ａ

・特に１年生の学習に向かう姿勢づくりは重要だと思
う。入学できたことへの満足から１日も早く脱却し、
学習へ向かう姿勢が確立できるよう指導をお願いした
い。
・コロナ禍の下、目標設置時に想定できない環境での
指導となったことを考慮すれば数値目標を超えた成果
であると評価したい。特に1年生への指導、進学指導
は先生方のご努力がよく反映していると感じた。

・部活動終了時間厳守
・完全下校19時30分の徹底
・全国大会５部活、県大会10部
活以上

ウ

学習に向かう姿勢
を作る(特に1年
生)

・年度始めの教科ガイダンス実
施率：90％
・「平日必ず家庭学習の時間を
持つ」と答える生徒の割合：
90％

イ

欠席、遅刻、早退
の減少（入院等に
よる長期欠席者を
除く）

・毎月の出欠統計実施
・欠席、遅刻、早退者の減少

メンタル問題によ
る不登校、転退学
の減少

・個人面談：年３回以上
・「学校生活に満足している」
と答える生徒の割合：80％

部活動の充実、成
績の向上

様式第５号

令和２年度　学校関係者評価実施報告書（まとめ用）

取　組　目　標 成果目標

ア

いじめの根絶 ・年間計画及びいじめへの対処
の確実な実施
・いじめアンケート：年２回実
施
・ネットに関係するトラブル：
０件
・「相手の気持ちを大切にして
接している」と答える生徒の割
合：90％

授業中、部活動
中、登下校中の事
故防止

・緊急時に、教職員・生徒共に
動ける体制づくり
・保護者等と連携した登校指導
の実施：年２回
・登下校時の自転車事故件数の
半減

防災対策の充実 ・一斉メールの加入率：100％
・現実的な避難訓練の実施

学校施設の安全確
保

・校舎内を美しく保つ意識の醸
成
・「ごみの分別・削減、環境を
守る行動をしている」と答える
生徒の割合：80％
・美化委員会による清掃点検を
月３回以上実施

感染症の予防 ・感染症に罹らない
・「健康観察表」による確認を
毎日実施
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評価
関係者
評価

意　　　見取　組　目　標 成果目標

Ａ Ｂ

・「授業の内容がよく分かる」を実感している生徒が
８割弱、「指導のレベルに満足している」のそれは９
割強、これはこれ以上授業の質を上げればついてこら
れない生徒がいることを示す。読書が好きと答えた生
徒が６割未満なので、リテラシー向上にはここに手を
入れる必要があると思う。

Ｂ Ｂ

・「読解力の伸び」を数値目標とするのであれば、教
員の感覚的な答えだけだなく、何か客観的なデータ等
を利用できないか。

Ｂ Ｂ

・中学生に目指す将来の自分の姿を質問しても「ま
だ、はっきりと決まっていません」と答える生徒が最
近多くなったような気がしていた。清高生の「自分の
将来に対するはっきりした夢や希望を持っている」と
答える生徒の割合：60.6%にも繋がるような気がす
る。生徒達の身近にいる大人（家族や教職員等）が、
自分の言葉でもっと「夢」を語ってあげなければ・・
と思う。
・この状況下において先生方のご努力に感謝したい。
来年度はコロナ２年目になり授業・テスト・課題・研
修等において、今年の工夫をより一層いかしていただ
ければ嬉しい。

Ｂ Ａ

・学校の授業への取り組み方で自ら進んで授業に取り
組んでいると答えた生徒が４割強しかいない。アク
ティブラーニングを向上させるためにもこの数字を上
げたい。
・学校だからこそできる「学び」を教員が追求するこ
とに加え、生徒が「どのように学ぶのか」も身に着
け、「主体的、対話的で深い学び」に繋げていっても
らいたいと思います。
・アクティブラーニングは指導も評価も大変難しいも
のだと思う。特に受動的な態度の生徒のやる気を引き
出す苦労を思うと頭が下がる。
・アクディブラーニングへの生徒・先生方の意識も高
いものと見受けられる。

Ａ Ａ

・グーグルクラスルームを学年、部活動、教科指導な
どで活用し、遠隔対応、指導が進んだことは大いに評
価できる。
・新しい機器も積極的に取り入れられ、教え方の工夫
が進んでいるのも見て取れる。
グーグルクラスルームの導入、ICT機器を活用した授
業等、積極的で対応も迅速だと思う。

Ｂ Ａ

・あいさつは人との関係づくりの基本であると思うの
で、自分からあいさつを行うことが習慣となるよう今
後も指導の継続をお願いしたい。
・あいさつと時間を守ることは将来社会人になって最
低限必要なことで、９割弱の生徒がそれをできるとい
うのは良しとすべきであると思う。
・清水区における清高生へのイメージは、地域のリー
ダーとなることができる人材であり、将来（できれば
県外に進学しても地元に戻って）の活躍が期待され
る。そのような人材を高校年代で育成する具体的な手
立てを引き続きお願いしたい。

Ｂ Ａ

・対外的評価のレベルはわからないが、各種受賞を受
けており、また理数科・普通科の指導体制も進んでい
ると思う。
・全国高総文祭、科学オリンピックにおいて素晴らし
い成績を収めています。コロナを考えれば何よりであ
る。

SSH活動の充実、
発展

・普通科課題研究の指導体制の
充実、関連の全国大会へ出場、
課題研究を英語で表現
・各種発表会、コンクールへの
参加
・不思議実験講座：年３回実施
・課題研究発表会への理数科生
全員参加
・国立遺伝学研究所への理数科
1年生全員訪問
・「自然科学やものづくりに関
心がある」と答える生徒の割
合：70％

オ

あいさつの励行 ・全校生徒が日常的に気持ちよ
くあいさつをする
・各学期1回あいさつ運動を実
施
・「近所の人や知り合いの人に
あいさつしている」と答える生
徒の割合：90％

エ

主体的、対話的で
深い学び、アク
ティブラーニング
の推進

・「積極的にグループ学習に取
組めた」と答える生徒の割合：
70％
・授業においてアクティブラー
ニングに取組んだ教員の割合：
100％

ICTを活用した授
業の実施

・特別教室のスクリーン設置
・授業においてICT機器を活用
し効果を実感する教員の割合：
85％

基礎学力の定着
（校内学力試験の
活用）

・｢授業が分かりやすい｣と答え
る生徒の割合：85％
・｢指導のレベルに満足してい
る｣と答える生徒の割合：70％

読解力をつける

ウ

・「生徒の読解力が伸びた」と
答える教員の割合：70％

個に合った適切な
進路指導、進路面
談の充実

・個人面談：年間３回以上
・『進路ノート』の全面改訂
・『進路資料』の全面改訂と生
徒評価の実施
・「自分の将来に対するはっき
りした夢や希望を持っている」
と答える生徒の割合：70％



評価
関係者
評価

意　　　見取　組　目　標 成果目標

Ｂ Ａ

まんぷくコンサート、学校祭代替の人文字空撮とでき
る限りの活動をされたと思う。

Ａ Ａ

・コロナ禍でイベントが中止・縮小や差替えが続いて
対応の苦労が続いたことと頭が下がる。研究旅行を実
現されたこと、生徒達にも大変良い思い出となったこ
とと高く評価できる。
・研究旅行実施はとても勇気のある御判断であり、嬉
しく思う。

カ Ｃ Ｂ

・時間外勤務が減少した教職員の割合が昨年度より増
加し、改善傾向にあることは評価できる。改善が継続
することをお願いしたい。
・先生方の熱意は重々実感している。一方、教職全般
の労働環境が問題となっている昨今、「労働者」であ
ることも意識いただき、休暇取得や時間外減少を是非
推進していただきたい。
・目標値を再検討してはどうか。
・先生方の残業・休日出勤が依然としてあるのは、コ
ロナ禍・共通テストへの対応等あり、やむを得ないの
ではないか。むしろ、ＩＴ機器の活用が進んだことを
評価したい。
・先生方の犠牲でコロナを乗り越えてくださった故の
自己評価だと思う。

Ａ Ａ

・コロナ対応において清高２０２０委員会が効果的に
機能されていたと思う。今後も委員会の事業を展開、
発展させていってもらいたい。

Ｂ Ｂ

・学校運営の組織化は、教職員の働き方改革にも繋が
り大賛成である。次年度も継承してほしい。
・目標の数値化が難しい項目かと思うが、管理職の考
え方の整理や法令との齟齬の是正は是非進めていただ
きたい。分業・主管を整理した効率的な指導体制を強
化いただきたいと思う。
・グローバル化が一層進み、留学規定を利用する生徒
が増えていくことを願う。

ク Ａ Ａ

・マニュアルに沿ったチェックが確実になされている
ことは大いに評価できる。
・教員にとって近くて遠い存在が事務部だと思いま
す。しかし、学校運営を支えている重要な役割を担っ
ているのも事務部であり、その動きを理解できている
教員を一人でも増やしていくことが必要である。
・マニュアル化、見える化は進めていただく一方、確
認手順の冗長化や監査項目の見直しなどもお願いした
い。
・私達の目の触れないところでの対応をきちんとして
いただいているからこその学校運営だと思う。ご努力
に感謝したい。

各分掌の内規の見
直し、整理

・法令や現状との齟齬の是正
・内規内容の周知

事務室運営の効率
化

・監査・検査における指示・注
意０件

キ

学年主体から分掌
主体の学校運営へ
の転換

・業務の主管、実務担当が明確
となる

勤務時間管理の徹
底(勤務時間管理
システムの運用の
徹底)

・昨年度より時間外勤務が減少
した教職員の割合：65％

生徒会活動、ボラ
ンティア活動の充
実

・まんぷくコンサートの充実
・ボランティア活動：各部活動
1回

研究旅行の充実

オ

・有意義な研究旅行の実施


