令和 ３ 年 度
目指す学校 像

重

学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 県立鴻巣女子高等学校 ）

（１）自立した女性の育成
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１ 学習環境の整備と事前学習等の授業改善を通して、生徒一人一人の学力を向上させる。
２ 外部機関と連携しきめ細やかな指導を通して、生徒の主体的な自己実現を支援する。
点 目 標
３ 多彩な学校行事や規律ある高校生活を通して、生徒一人一人を大切にする指導を推進する。
４ 地域との連携事業や情報発信を通して、地域に貢献する学校づくりを推進する。
※ 重点目標は３つ以上の設定も可。重点目標に対応した評価項目（年度達成目標を意味する。）は複数設定可。
※ 番号欄は重点目標の番号と対応させる。評価項目に対応した「具体的方策、方策の評価指標」を設定。

年
現状と課題
（現状）
学習環境づくりの指針、「授業５原則」「ＣＬＥＡ
Ｎ ＴＨＥ ＴＡＢＬＥ」「朝読書」が徹底して、大
半の生徒は落ちついて学習活動を行ってい
る。また、ICT 機器の環境整備も整い、オンラ
イン授業の導入に向けた準備が進行してい
る。
（課題）
教員の ICT 運用能力とそれに伴う授業力向
上が必要である。また、生徒・教員の双方が、
オンライン授業を円滑に実施できる校内体制
の確立、ICT 機器を用いた学習支援体制等、
新しい取組も必要である。
（現状）
自立した女性の育成を目指し、外部機関と
連携しながら、本校の生徒現状に沿った体系
的な進路指導により一定の成果を得ている。
（課題）
多様な進路に対応する進路指導が必要で
ある。特に、四年制大学への進学実績向上に
資する取組が求められている。また、保護者に
対する情報発信と進路行事への参加機会の
充実等、家庭連携の深化も課題である。
（現状）
学校行事等へ、多くの生徒が主体的に参画
する姿勢が伺える。また、基本的生活習慣の
確立や自己管理力の向上させる取組により、
生徒の自己肯定感を高める指導を行ってい
る。
（課題）
主権者としての意識を高める取組が必要で
ある。特に、ネット社会のトラブル防止やマナー
向上は保護者・地域からも期待されている。生
徒の自己肯定感、コミュニケーション力を向上
させるとともに、他者を思いやる「気付く」力を
養う取組を行う。

（現状）
コロナ禍により、地域等の催し物・イベント参
加が難しい状況が続いている。また、外部の
様々な団体でオンラインを活用した取組など、
新しい連携方法も検討されている。
（課題）
コロナ禍のような緊急事態においても外部
連携や情報発信ができる体制の構築が必要で
ある。生徒の社会貢献意識は高いため、外部
との連携を深め、ＷＩＮ・ＷＩＮの関係づくりに学
校全体で取り組むことが課題である。

※学校関係者評価実施日とは、最終回の
学校評価懇話会を開催し、学校自己評
価を踏まえて評価を受けた日とする。
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方策の評価指標

授業における
ICT の 活 用
等を通して、
生徒一人一
人に学科・教
科ごとの具体
的な目標を
持たせ、学習
意欲や学力
を向上させ
る。

①学科毎に年間学習計画を説明する。（学年）
授業毎の年間学習計画を説明し各自の目標を明
確にする。（授業担当）
学期毎に振り返りを行い各自でまとめさせる。（授
業担当）
②授業外の学習（課題・予習・復習）を具体的に指
示して提出させる。（授業担当）
③授業評価アンケートを行い、年度内授業改善に活
かす。（授業担当）
④各種研修会や授業公開週間等で教員間の学び
合いを充実する。（複数回実施）
⑤ICT を活用した授業を実施する。（授業担当）

①③学習意欲と学力向上の意
識高めた生徒の割合（前年度
比１割増）
②家庭学習時間の状況（前年
度比較）
④研修会等の実施状況と成果
⑤実施回数

生徒一人一
人の進路実
現に向けて、
適切な進路
指導計画、キ
ャリア教育を
一層拡充す
る。

①基礎力診断テストの結果を活用して、生徒実態を
把握する。（進路部・学年・授業担当）
②進路の手引きを定期的に使用して、進路行事・キ
ャリア教育の振り返りを行う。（学年・クラス）
③進路希望調査、二者面談、三者面談を実施して
個々の進路希望状況と相談を行う。（担任）
④講演会や相談会など、保護者への進路関連行事
を実施する。（進路部）
⑤進学補習や就職希望者への特別講座の実施（学
年・進路部）

①テスト結果の分析と活用状
況
②③進路意識を高めた生徒の
割合（前年度比１割増）
③進路未決定者の割合（前年
度比較）
④保護者の進路行事参加状
況と成果
⑤実施回数など

生徒の自己
管理力、 コミ
ュニ―ケーシ
ョン力と他者
を思いやる
「気付く」力を
育 成 す ると と
もに、各種の
個別支援体
制を改善す
る。

①生徒手帳の使用方法を説明して自己のスケジュ
ール管理を徹底させる。（クラス担任）
学校生活を中心に自己管理ができているか、生徒
手帳の記入を確認する。（クラス担任）
②各種のマナーの向上や良好な人間関係の構築、
ＳＮＳトラブル等に関する講演会、学習会を実施す
る。（生徒指導部、在り方生き方に係る教育推進委
員会）
③荷物ダイエット等、日常的に整理・整頓できるよう
に粘り強い指導を行う。（学年）
④不安や悩みを持つ生徒への教育相談やカウンセ
リング機能を整えて実施する。（体制の整備・強化）

①②③学校生活アンケート調
査結果による成果と前年度比
較
①自己管理の意識を高めた生
徒の割合（前年度比１割増）
②各種講演会等の事後アンケ
ート項目の肯定的回答（８割以
上）
④個別支援に関するアンケー
ト項目の肯定的回答（前年度
比１割増）

オン ライ ンの
活用などを検
討し、生徒の
活躍の場をさ
らに拡げ、自
己肯定感や
自己有用感
を高める。

①多くの生徒が地域交流や学校行事に参画できる
ように丁寧に粘り強く指導・支援する。（通年：特別活
動部、教科担当）
②各種の体験活動、外部連携事業等の内容を見直
し改善を図る。（担当）
③新規のイベント、ボランティア要請に対応、適切に
参加できるように支援する（担当）
④オンラインを活用した情報発信や外部連携を研究
する（通年：教務部・特活部）

①③地域交流等の実施状況と
成果
①学校行事に積極 的に参加
する生徒の割合
（前年度比１割増）
②③体験活動、ボランティア参
加等に関するアンケート調査
結果による成果（前年度比１割
増）
④実施回数など

ほぼ達成(８割以上)

Ｂ
Ｃ

概ね達成(６割以上)
変化の兆し(４割以上)

Ｄ

不十分(４割未満)
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評価項目の達成状況
2 学期の分散登校時にｵﾝﾗｲﾝ学習を実践し、
各教科において ICT 運用ﾚﾍﾞﾙが向上した。また、
朝の SHR、全校集会、学校行事の際も臨機応変
にｽﾑｰｽﾞにﾘﾓｰﾄ開催を行うなど、学校全体の ICT
運用力の向上が図られた。
①③：学力向上の実感（73%→76%）課題提出の自
己評価（95%→95%）
②：家庭学習時間の状況（1 時間以上：19%→19%）
④県教委による授業研究支援訪問や学びﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ研究員の委嘱、特別支援教育推進や新教育課
程・学習評価関係など教員の指導力向上を目的と
した校内研修会を実施した。

①基礎力診断テストの結果を三者面談で活用し、
卒業後の進路や次年度選択科目の決定の参考と
した。
②進路の手引きを活用し、進路行事（ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ）な
どで系統的な指導を行った（進路行事に積極的に
参加 87%→90%）
③進路未決定者の割合（7.8%→5.2%）
④学年別懇談会において進路状況を説明する。
⑤進学補習及び推薦入試や就職試験の面接・論
文対策の指導を充実した。
感染防止対策を徹底し、文化祭や体育祭、修学
旅行などの学校行事を大きな支障なく実施するこ
とができた。
①学校行事（講演会など）の際に、生徒手帳を活
用したﾒﾓ取りなどを指導し、自己管理能力の向上
を図った。
②非行防止に関する講演会（SNS、薬物乱用防
止、交通安全）を実施し、生徒の積極的な取組や
肯定的な感想など成果が見られた。
③「CLEAN THE TABLE」や「あいさつ」に対する
生徒自己評価はそれぞれ、98%と肯定的な回答が
多い。
④特別支援教育巡回支援員や本校独自のカウン
セラー活用し、教育相談と特別支援教育の体制構
築を行った。（悩みや不安相談する相手・場所が
ある： 92%→91%）
①鴻巣市ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ事業（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）、鴻巣駅東西
連絡通路壁画事業（美術部）による地域連携の実
施。（校外ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加：0 名→30 名 学校行事
に積極的に参加：97%→96%）
②専門学科による出前授業の実施、保育科、家
政科学科による保護者限定の「学習成果発表会」
を実施し、好評を得た。
③学校説明会を部活動発表の場として活用。
④一斉送信ﾒｰﾙの配信、HP の積極的な更新
（100 回）、学校通信の発行などによる情報発信。
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実施日 令和４年 ２月２１日
学校関係者からの意見・要望・評価等

ｺﾛﾅ禍の影響もあり、例年（通常）ど
おり、授業実施が難しく、生徒も教員
も戸惑う部分が大きかった。学校全体
として、ｵﾝﾗｲﾝ授業の実施に向けた
体制整備は進んできたが、評価方法
や実習授業の扱いなど、まだまだ課
題は多い。
普通科の生徒については、資格取
得に向けた取組が行えていないようで
あり、在学中の資格取得を推進できる
ようにしたい。学力向上を実感する生
徒の割合は微増しているが、家庭学
習時間はほぼ変化なし。家庭学習が
充実する取組を検討したい。
ｺﾛﾅ禍の影響で夏季休業中にｵｰﾌﾟ
ﾝｷｬﾝﾊﾟｽなどに行き辛い状況があり進
路先の決定に悩む生徒もいた。
ｵﾝﾗｲﾝによる就職面接や入試出願
などが増加しており、学校として、生徒
のﾆｰｽﾞに応じた新しい進路指導方法
を研究する必要がある。
保護者への情報発信を積極的に行
い、講演会や相談会などへの保護者
の参加機会を充実し、家庭との連携を
深化させる必要がある。
ｺﾛﾅ禍であっても生徒の活躍の場を
確保し、その情報を発信できる体制の
構築が課題である。特に、学校の様
子を保護者へ発信する機会を確保し
たい。そのためにも HP やｵﾝﾗｲﾝなど
ICT を活用した方法の検討が必要で
ある。
一方で、SNS が原因となる生徒間の
ﾄﾗﾌﾞﾙも散見される状況があるので、
ICT 活用については教員側も留意す
る必要もある。
規律に対する生徒の自己評価は高
く、ｺﾛﾅ禍で制限の多かった学校行事
の運営などもﾙｰﾙを守ってしっかりと
取り組んでくれた。

・ｺﾛﾅ禍での学校経営は大変厳しかったと思うが、ｵ
ﾝﾗｲﾝ授業への取組等できることを着実に進めてい
る学校の姿勢は素晴らしいと感じた。一方で、資格
取得に向けた取組がやや弱い。学力向上の実感
が数値的に上昇しているので、資格取得について
学校で更なる啓発を行うと良い。学力向上の実感
の割合が年々増加しているのは、先生方の指導の
成果であると思うが、生徒の取組意識に変化がな
いことに対し、先生方の共通認識の基、目標値を
定め、具体的方策を進めて欲しい。ｵﾝﾗｲﾝ授業
は、先生のやり方によって授業の内容に差がある
「授業の質」を高める工夫が必要である。ｵﾝﾗｲﾝ授
業の実施によって、対面授業の良さがわかった。

ｺﾛﾅ禍で様々な制限がある中、感染
防止を徹底し、地域からの依頼に対し
ては可能な限り対応した。
HP の更なる活用やｵﾝﾗｲﾝｺﾝﾃﾝﾂ
の拡充など情報発信力を更に強化し
ていく必要がある。また、実地だけで
なく、校内で活動できる地域貢献ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱなども研究し、生徒の活躍の場を
設定したい。

・各種行政ｲﾍﾞﾝﾄが中止となっている中、可能な限
り地域からの依頼に対応されたことは素晴らしい。
鴻巣市内に道の駅が建設予定だが、鴻巣女子高
校には地域と連携して新しい鴻巣名物を作ってほ
しい。地域との交流の中で、生徒達のｱｲﾃﾞｱなどが
採用され、若い柔軟な発想から新たな取組が生ま
れてくることを期待したい。ｺﾛﾅ禍で多くのｲﾍﾞﾝﾄ等
が延期又は中止となり、同様に生徒の活動の場も
限られている。鴻巣女子高校の素晴らしさ、生徒の
頑張りを広く PR できないことは残念で、あらゆる機
会を捉え、体験活動、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の場を提供で
きるよう相互に連携を深めることが大切と考える。

・ｺﾛﾅ禍でｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽや企業訪問等が色々と制
限され、生徒達は進路決定に苦慮していると推察
する。進路の手引きを計画的に用いるなど系統的
に指導し、進路行事への積極的参加の数値が伸
びていて評価できる。ｵﾝﾗｲﾝの面接練習など、PTA
や保護者が試験官役になって、ｻﾎﾟｰﾄするのもよい
と思う。資格取得と進路指導を結びつけることで資
格を取得しようという気持ちが高まる。また、それに
より進路実現の可能性も高くなるので、家庭科技術
検定以外にもいろいろな資格取得の機会を設定す
ると良い。
・学校行事等が制限される中、文化祭や修学旅行
等が実施できたことは良かった。あいさつに対する
自己評価が高かったのは素晴らしく、自立した礼儀
正しい生徒の育成がなされている成果と感じてい
る。生徒手帳によるｽｹｼﾞｭｰﾙ管理を行うことで、い
ろいろな事に気付く事や自己肯定感を高めることが
できたのは良かった。SNS によるﾄﾗﾌﾞﾙはいじめ、
不登校につながる要因にもなり注意が必要である
が、その発見は難しい。生徒の悩みについて、日
常の様子の変化やｱﾝｹｰﾄの中で、早期に気付き、
相談などできる体制づくりとともに、他者を思いやる
心の育みを継続してほしい。ｺﾛﾅ禍で規模は小さか
ったが学校行事が実施できて良かった。学校内で
楽しい思い出ができたことは生徒会活動のやり甲
斐を感じた。

