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令和３年度 学校関係者評価実施報告書（まとめ用） 
 

学校番号 23 学 校 名  静岡県立吉原高等学校 記 載 者 平井 剛 

 

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 

自己

評価 

関係者 

評 価 
意見 

ア 

生徒を認

め、褒め、

励ますこ

とにより

自己肯定

力を育て

る。 

・「自分は価値ある人間である」

と答える生徒の割合 70％以上 

・「先生はよく褒め、認め、励

ましてくれる」と答える生徒

（保護者）85％以上 

・「生徒をよく褒め、励ますよ

うに心がけている」教員 100％ 

・「失敗しても努力し続けるこ

とができる」と答える生徒（保

護者）の割合 80％以上 

・RSB Strategyを意識して生活

している生徒の割合 70％以上 

・RSB Strategyを意識して指導

している教員の割合 100％以上 

Ｂ Ｂ 

・自己肯定力を育てる質の高い取り組みを行っ

ており、高く評価できる。 

・RSB Strategy を意識して指導している教員の

割合 100％以上に対し、70％と大幅に下回る結果

のほか、生徒を誉め、励ましていると認識して

いる生徒が 87％以外は目標未達となっているた

め自己評価の B は甘いと判断した。 

・RSB Strategy を意識して指導している教員の

割合が 68.8％をもう少し改善していくことが必

要と思う。指導方法や生徒への接し方が今更変

えられないと考えている教員は必ずいる訳だ

が、教員達の熱意がより高まっていくことで、

上がると思う。特に、年齢が高い教員に変化が

あるといいですね。 

・昨年度に比べ割合も上がっているのは先生方

の努力あってこその結果だと思う。校訓を、前

面に打ち出し、全生徒、全職員が常に意識する

ことで同じ方向を目指すことが出来ていると思

う。 

・コロナ禍の中、マスク生活でなかなかコミュ

ニケーションのとりづらい中、大変な御苦労も

あったかと思いますが、先生方が一生懸命指導

してくださり、数字にもよく表れているのでは

ないかと思う。（マスクで表情が見えない中） 

イ 

基礎・基本

的知識の

習得を徹

底し、達成

感を積み

重ねるこ

とにより

分析力・自

己肯定力

を養う。 

・授業で、「理解確認をしてい

る」と答える教員 100％ 

・「授業がわかる」と答える生

徒（保護者）80％以上 

・公開授業 年間２回以上 

・各教科による適切な課題・Web

テスト等の配信、模試の振り返

りシートの活用指導  

・「学びの基礎診断」を学習指

導に役立てている教員 80％ 

・平日家庭学習時間最低２時間  

達成割合 １・２年 60%以上  

３年生 80％以上 

Ｃ Ｂ 

・基礎・基本的知識の習得を徹底しようとする

熱意と取り組みは高く評価できるが、どのよう

な成果や結果につながっているのか、可視化で

きるようにしていただきたい。 

・ほとんどの項目で数値目標が未達である。特

に家庭での学習時間の目標が大幅に目標未達と

なっており、目標達成のために支障になってい

ることは何か、目標設定は適切か、どうしたら

家庭学習時間を増やせるかを議論しないと目標

達成にはつながらないと思う。 

・家庭学習については、よほどはっきりした目

標や目的意識をもっていないと、今の生徒達に

とっては、取り巻く家庭環境を考えると、雑多

な刺激や情報に溢れて、集中して家庭学習に取

り組むことは難しいと考える。 

したがって、先生方の努力だけでは、限界があ
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ると思う。 

・OKJ、頭文字を使っているが、これは日本語の

方が分かり易い気がする。自分で考えて行動す

ることは今後の社会でとても大切な要素。外部

から講師を招くことで生徒への刺激はもちろ

ん、先生方にとって大変影響のある研修で次年

度も是非継続して欲しい。また、生徒のモチベ

ーションを上げる仕掛けもあり、良い取り組み

だと思う。 

・本当ならば授業をしっかり聞き、予習・復習

をすれば塾で何時間も費やし勉強しなくても成

果も出ると思う。だが生徒一人一人が授業をど

こまで意識してしっかりと理解し、納得できて

いるかわからない。わからない生徒に本当に理

解できるまで質問させたり、工夫が必要だと思

う。 

ウ 

主体的・対

話的で深

い学びや

学校行事

等を通し

て、思考

力、想像・

創造力、共

生力、表

現・実行力

を育成す

る。 

・「授業改善に役立った」と答

える教員 90％以上 

・学校評議員等による授業参観

及び研究協議 年間２回 

・ポートフォリオ作成の推進 

・学期末の集会等における発

表。 

・自分の思いや考えを言語化で

きる生徒 100％ 

・エンカウンターについての講

演会の実施（１・２年生） 

Ｂ Ｂ 

・主体的・対話的で深い学びを実現する取り組

みを行っており、高く評価できる。 

・研修会に参加することで授業改善に効果があ

ったとする教員がほぼ目標通りの結果であり、

他の目標はコロナの感染防止も考慮した中での

活動であり、制約も多かったと思われるため B

とした。 

・今年度は、より授業参観の機会が少なかった

から、当を得ていないと思うが、ほとんどのク

ラスの生徒は教師の発言を聞いているだけの授

業が多いようだった。高校生ですから、発言し

なくても教師の指導は理解していると教師は考

えているかもしれないが、生徒の表情を見ると、

そうと言えそうにない様子も多々あった気がす

る。やはり、課題や問題点を指摘し評価し合う

授業研究が必要かと思う。 

・前項の「イ」と同じく、教職員にとって大切

な力を養う為の施策は大事です。コロナ禍であ

ることは分かっていたので、もう少し、実施可

能な方法を模索し準備すべきだった様に思われ

る。 

・コロナ禍の中、授業参観、体育祭、長距離走

大会等の行事が中止となり、子供の学校の様子

が見られず、なかなか保護者達には学校生活、

学習生活が見えづらく残念に思う。しかし先生

方には精一杯行事等、子供たちを楽しませてく

れたのではないか。 

エ 

「凡事徹

底」を通

し、社会人

に通用す

る表現・実

行力を育

･登校指導 毎日 

･下校指導 学期始め 

･「挨拶ができている」と答え

る生徒 100％、保護者 90％以上 

・清掃参加 100% 

・学習環境点検 月 1回 

Ｂ Ｂ 

・凡事徹底」というスローガンを掲げられて、

校長・教職員一体で取り組みを行っていること

は高く評価できる。「図書館機能の充実」などを

さらに高めて、吉原独自の「学習環境」を創造

できないか。県下のなかでも突出した長所をつ

くり出せれば、生徒募集にもつながるのではな
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てる。 

 

・効果的･効率的な部活動運営 

・東海・全国大会出場４団体 

・「部活動・生徒会活動は活発

に行われている」と答える生徒

（保護者）70%以上 

・学校行事満足度 70% 

・朝読書毎日実施 

・校内ビブリオバトル実施、及

び校外ビブリオバトル大会出

場(希望者) 

・新刊案内各学期に１回 

いか。 

・挨拶目標の生徒 100％は無理があるのでは？教

員への目標値であれば、教員が学校目標や挨拶

の重要性を理解させ達成可能かもしれないが、

色々な考えを持つ生徒や父兄には目標値が高す

ぎると思う。部活動の目標値は生徒、父兄とも

に目標を大幅に上回ってており、学校、顧問の

努力が報われた形となった。コロナ化で素晴ら

しいと思う。 

・新聞記事や部活動の実績などをみせていただ

くと、いきいきとした生徒の活動の様子が読み

取れます。とても、真面目で高校生らしいはつ

らつとしたようにたいへん感心している。 

・団体行動をとりながら学ぶ挨拶や清掃など、

基本的な習慣は、非常に大切。いくら偏差値が

高くても、この基本がなっていないと就職も厳

しい。家庭での教育力が落ちている今、学校の

教育の一環としなければならない状況である。

また、読書も自分の巾を広げるのにとても大切

な習慣。インターネットで調べ学習もできるが、

文章の読解力や自分の言葉で伝える力を支える

基礎的な部分は読書によって得られることが多

い。もっと読書を推進して欲しい。 

・吉原高校の生徒は他校の生徒と比べても学校

の外で見かけたとき男女ともにいつでも大変き

ちんとしている印象がある。良いことだと思っ

ている。集団生活の細切差を先生方がよく指導

してくださり、成果がでている。マスク生活で

不便ではあるが、本校の生徒は挨拶も良くして

くれる。部活動についても顧問の先生方はコロ

ナ禍の中、苦慮しながら一生懸命頑張ってくれ

ている。 

オ 

キャリア

教育を通

して、想

像・創造力

を育てる。 

・「進路指導に関して学校と家

庭が連携できている」と答える

生徒（保護者）75％以上 

・「総合的な探究の時間」が進

路選択に役立った生徒 80％以

上 

・地域人材の招聘年間 10 回以

上 

・ボランティア実践習得 20 人

以上,大学主催の講座等への参

加 20人以上  

・出張授業等年間 10回以上 

Ｂ Ｂ 

・「総合的な探究の時間」を活用した探究活動(課

題研究)について、大変面白い取り組みだと思

う。レポート作成など、大学に進学した際にも

必要なスキルなので、熱心な指導をよろしくお

願いします。 

・コロナ感染防止によりボランティア、出張授

業、地域人材の招聘には制限があり、目標未達

は致し方なし。 

・「総合的な探究の時間」を活用した探究活動(課

題研究)の実施については、教師側の指導も難し

くご苦労されているのではと推察する。 

卒業後にどのような大学に進むかとか、専門学

校あるいは就職するのかといった思いは、特別

に準備した進路相談会の時だけでなく、日頃の

会話や面談が大切だと思う。 

・目標に達していない部分は、やり方に創意工

夫が必要なのかと思う。大学との連携も大事だ
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が、進路に関しては多様化しつつライフ設計を

もっとしっかり理解し、個々の支援が必要かと

思われる。 

・オンラインになると保護者が参加しづらいこ

ともあるが、発信して頂けることは大変有難い

と思う。意思の疎通がなかなかうまくいかない

が、発信されたことは一人一人大変役立てられ

ていると思う。 

 

グローカ

ルに社会

に貢献で

き る 表

現・実行力

を持った

人材を育

成する。 

・英語研究授業年間２回以上 

・外国の学校との交流が学習意

欲の向上に繋がった 80％以上 

・ホームページ更新 100回以上 

・地域等へのボランティアへの

参加 

年間延べ 550人以上 

・研修が表現力向上に役立った

生徒 80％以上 

・英語検定等の外部検定で CEFR 

B-1以上取得 20％以上 

・異文化体験発表年間８回以上 

・全国国際科協議会での実践発

表 

Ｂ Ｂ 

・コロナ禍という制限があるなか、教育活動・

運営にご苦労があったことと思われる。引続き

何卒よろしくお願いしたい。 

・英語検定の合格率が非常に低いことに関して

は、国際課という吉原高校特有の学科の特徴が

生かし切れていなくて残念である。資格取得に

より知識の向上はもちろん本人の大学受験に対

する利点となるが、それ以外にも推薦入学への

優位性などで生徒たちに資格取得への意欲を掻

き立てるような政策が必要なのではないか。 

・生徒達に体験させて身に付けさせたい力が、

コロナ禍で身に付けさせられないもどかしさが

あると思うが、学校側がいろいろ工夫されてい

ると思う。当初の計画の変更をせざるを得ない

ことはしかたなく、その努力はＡに値するので

はないか。 

・コロナ禍において実際の交流ガ難しい中、リ

モート活用など工夫が見える。実際リモートで

の」働き方も増加し、益々グローカルという発

想がポイントになってくる。日本のどこにいて

も、或は世界のどこにいても繋がりながら働け

る時代、大きな視野を養えるような教育は不可

欠である。 

・国際科がある学校として個人的にはもっとも

っとアピールできることがあるかと思う。コロ

ナ禍の中、海外研修を始め、各学校や外国人の

交流等はなかなか難しいと思うが、オンライン

や人数制限をしても交流や行事をできるだけ存

続する形でやっていけるといいのではないか。

国際科は他校にはない吉原高のよいところ。テ

レビ番組で「なぜ日本に来たか」という番組が

過去のものを流しているが、ああいう形でも発

信し、興味が持てるようになるとよいのではな

いか。 

カ 

生徒の心

身の健康

の保持・増

進を図る

ことによ

り実行力

の基礎を

・地域防災訓練参加率 100％ 

(生徒・教職員) 

・防災教育推進連絡会議年１回 

・いじめアンケート実施年３回 

・生徒からのいじめ防止の呼び

かけ 

 年１回 

Ａ Ａ 

・毎年、私が注意するところでありますが、「い

じめ等の未然防止、早期発見・早期対応するた

めの組織づくり」「いじめを生まない生徒集団の

育成」については、さらに質の高い取り組みを

よろしくお願いします。いじめで苦しむ生徒を

一人でも出さないように我々も全力でサポート

していく。 
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培い、安全

を考慮し

た学校環

境を整備

する。 

・人間関係プログラム年１回 

・各学年長期欠席生徒の減少 

・教育相談だより発行学期２回 

・情報モラルに関する研修会年

１回以上 

・交通安全意識高揚指導 毎月 1

回 

・外部団体と連携した交通安全

事業の実施各学期１回以上 

・自転車整備店で年 1回は整備

する（TSマークの徹底） 

・交通事故死傷者 年間 10 人

以下 

・自転車指導カード交付枚数 

年間 100枚以下 

・自転車指導カード交付枚数目標は達成したも

のの他の項目での目標をほぼ達成しているわけ

ではない。いじめはないが嫌な思いをしている

生徒の把握が難しいとのことだが、アンケート

は記名式ではないのか。アンケートに記載しづ

らくとも生徒の悩みを引き出せる教師がどれほ

どいるのか。生徒は一人一人性格も違い、同じ

ことをされても気にしない生徒もいれば深く傷

つく生徒もいる。生徒の様子を気にかけ親身に

なって相談できる信頼関係の構築が必要だと思

う。 

・昨今、ＳＮＳに関わるトラブルが後をたたな

い状況において、大きな問題が発生しなかった

のは、先生方のご努力の賜物だと思う。朝、通

勤で MEGA ドンキ辺りを通るのですが、吉原高校

の生徒が交通ルールをしっかり守って通学する

姿をよく見かける。りっぱである。 

・いじめや交通事故に関しては完璧な対策はな

いと思っているので「もっと何か対応を検討し

なくては」と思い続けて欲しい。特にいじめに

関しては、特にコロナ禍でストレスを抱えてい

る生徒や保護者が増えているので、通常より発

生しやすいのではないかと危惧している。学校

の授業や生活の中で「共感」することの大切さ

を教え、「話せる雰囲気作り」と「傾聴」を徹底

して欲しい。 

・コロナ禍の中、ＳＮＳでの発信が増え、それ

に伴い人を傷つけること、いじめに繋がってし

まうことが大変恐ろしいということをこれから

も学校や家庭でも指導していかなければならな

いと思う。吉原高校はいじめに関して、子ども

に聞く限り、本当に皆、仲が良く、いじめの問

題も他校に比べないのではないかと思われる。

いじめはなかなか目にみえない問題ではある

が、周囲ではあまり聞こえてこない。 

キ 

学校全体

で業務改

善に努め、

効率的で

信頼性の

高い学校

運営を推

進する。 

・委員会、部活動の統廃合等 

・電子黒板導入 

・青少年センター等月１回訪問 

・時間外勤務時間前年度比 5％

減 

 

･年次休暇取得前年度比 1日増 

 

 

・監査・検査等による指示指摘

件数０件 

 

Ａ Ａ 

・「時間外勤務時間前年度比 5％減」は高く評価

できる。さらに教職員の時間外勤務の軽減に努

力していただきたい。 

・監査・検査での指摘ゼロは当たり前であり、

時間外勤務時間の削減が 8-12 月の昨年比では

18％減とはいえ、トータルの対比では 8％増と目

標未達。年次有給休暇も変化が無く、十分目標

を達成したとは言えない。 

・今年度の志願者数を見ても、生徒募集に厳し

い状況がうかがえる。したがって、これからも

生徒にはもちろん、地域、保護者に信頼される

学校運営に努力されることを願います。 

・働き方改革が課せられる中、それでも先生方

の業務負荷は高いと思われる。勤務時間管理を
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しっかり行い、業務のシェアができる体制をも

っと整えるべき。また、メンタルに関してチェ

ックできるシステムや人材を確保していくこと

など、対策を「自分ごと」とする風土作りが必

要である。 

・部活が廃部になることは大変残念に思う。し

かし指導してくださる先生方の減少等、仕方の

ないことであると思っている。新聞部の活躍を

長い間みてきたので、非常に残念である。電子

黒板の導入については実際目で見て授業に大変

有効に使っていただけるのではないかと思う。

先生方にはコロナ禍で大変な中、いつも生徒へ

の指導等、感謝している。これからも体調に気

を付け、お願いしたい。 

 


