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令和２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 田渕 江美 

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）

70％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 60％以上 

・ＲＳＢ Strategy を意識して生活

しているという生徒の割合 60％以

上 

・ＲＳＢ Strategy を意識して指導

している教員の割合 100％以上 

Ａ Ａ 

・ＲＳＢストラテジーは非常に良

いと思う。子供たちが自分自身を

分析することで勉強方法、将来の

進路が見えてくると思う。 

・成果目標に対して生徒や保護者

の評価がより高いのは素晴らし

い。 

・「自己肯定力を育てる」の成果目

標が達成できている。 

・ＲＳＢへの取組が目標達成され

ておらず、生徒と先生のギャップ

があるが、前年度と比較して鉄製

度は上昇しており、学校側の努力

は大いに認められる。 

・褒め方、励まし方を工夫してほ

しい。 

・失敗しても励ましていただくこ

とで前向きな気持ちが起きるので

今後も生徒たちを温かく見守って

いただきたい。 

 

 

 

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 90％ 

・「授業がわかる」と答える 生徒

（保護者）80％以上 

・公開授業年間６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

てているという教員 100％ 

・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 

・学習時間コンペの実施 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

・生徒の「授業がわかる」の回答

76.7%について今後の改善に期待

したい。 

・生徒にとって何がつまづきにな

るかを絶えず生徒の目線で考えて

授業構想してほしい。 

・生徒の授業への取組は素晴らし

いが、家庭学習は大きく目標に達

していない。 

・家庭学習時間が短い原因が部活

動にあるのなら部活動時間の短

縮、ゲームなどの時間が多いので

あれば、宿題を出すしかないので

はないか。 

・学習時間コンペは面白い取組だ

が参加者が少ないので何か工夫が

必要。 

・授業改善と生徒の理解度の関連

が明確に見えるとより良い。 

・学びの基礎診断を学習指導に役

立てている教員が目標を大きく下
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回っている原因を追究すべき。 

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

70％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 

・始業式、終業式における発表。 

・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） 

Ａ Ａ 

・他教員の授業を見学するのは自

分への気づきにもなるので大変良

いことである。 

・良い授業を実践している先生が

どのように生徒と向き合っている

か等を他教員にレクチャーしても

らうのも参考になるのではない

か。 

・授業研究ではお互いに課題を指

摘し合うことが大切である。 

・自分の思いを言語化できる生徒

が 99%というのは素晴らしいと思

う。 

エ 

「凡事徹底」

を通し、社会

人に通用する

表現・実行力

を育てる。 

 

･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（保護者）90％以上 

・清掃参加 100% 

・学習環境点検 月 1回 

・部活動効果的･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) 

・新刊案内学期に一回ずつ 

Ｂ 

 

Ａ 

 

・清掃、挨拶など基本的生活での

目標達成はできている。 

・吉高の生徒は素直な子が多く、

他校に比べ大変良く挨拶ができて

いると思う。 

・コロナ禍の中、学校行事満足度

46.2%はしかたがない。 

・学校生活で先生や友達との関わ

りを学ぶことは大きいので今後も

学校行事を大切にしてほしい。 

・部活動もそれぞれ良い結果がで

ており、先生の指導が大変行き届

いていると感謝している。 

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）70％以上 

・「総合的な学習の時間」が進路選

択に役立った 80％以上 

・地域人材の招聘年間５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 

・コロナで家庭との情報交換もオ

ンラインや資料配布に頼る中での

目標達成は素晴らしい。 

・Zoomは今後も活用されると良い。 

・それぞれの生徒の進路が違うの

で、保護者のとらえ方も様々であ

る。一人一人に会う指導を望む保

護者が多いと感じる。 

・総合的な学習の時間が進路選択

に役立った生徒70%を下回ってお

り、目標値を上回るような活動を

期待する。 

・有識者、地域人材との触れ合い

やキャリア教育の重要性を把握

し、今後の総合的な学習の時間に

活かしてほしい。 
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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 640人以上 

・研修が表現力向上に役立った 80％

以上 

・英検２級合格者 35人以上 

他外部検定 CEFR B-1以上取得 10人

以上 

・異文化体験発表年間８回以上 

Ｂ Ｂ 

・コロナのため現地に行くことは

できなかったが、オンラインで交

流、研修を行い、生徒の満足度も

高かった点は良かった。 

・吉高に国際科があることは素晴

らしいこと。これからも英語教育

に力を入れていただきたい。 

・異文化を知り、異文化を受け入

れること、自国をＰＲできる人材

を育成しほしい。国内のインター

ナショナル高校との連携も検討し

てみたらどうか。 

カ 

 

生徒の心身の

健康の保持・

増進を図るこ

とにより実行

力の基礎を培

い、安全を考

慮した学校環

境 を 整 備 す

る。 

 

・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 

・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 

・自転車整備店で最低年 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ Ｂ 

 

 

・長欠生徒が減少していることが

高く評価できる。 

・ＳＮＳなどメリットとリスクを

しっかりと教育できるよう努力し

てほしい。 

・はっきりいじめを受けているか

という設問ではなく関連質問をし

てそれにYesと回答した生徒に対

面で確認をしていじめの存在を確

認すべき。 

・学校としていじめ対応を丁寧に

していると思う。家庭環境や生活

の仕方に問題を感じる。 

・自転車指導カードが目標から大

幅削減となったのは良かった。 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ Ｂ 

・教員の業務量改善のため、業務

の配分やＯＢ活用など管理体制の

構築が必要。 

・吉高で働く教職員の満足度を上

げることができればもっと良い学

校になる。 

・公立小中学校のGIGAスクール構

想実施が来年度からスタートする

ため、今後のデジタル導入も工夫

して対応してほしい。 

・公立という予算枠の中でいろい

ろ工夫されている様子で努力して

いると感じる。 

・コロナ禍の中で、日々心配りを

されていることに感謝する。 


