学校評価票

平成２9 年度
本校の目指す教育
本年度の重点目標

東京成徳大学深谷中学･高等学校
国家社会の進展に寄与できる実践力に富んだ有徳な人物の育成を目指して、おおらかな徳操、高い知性、健全なる身体、勤労の精神、実行の勇気を
涵養し鍛錬する。
１
２
３
４
５

基本的な生活習慣を身につけた礼儀正しさ、自主的な生活態度を育てる。
充実した授業を通して、確かな学力の伸長を図る。
生徒の特性を生かす指導に努め、進路実現に意欲的に取り組む態度を育てる。
部活動を奨励し、たくましい心と体を育てる。
教育環境の美化に努め、施設・設備の充実に取り組む。

自己評価
年度当初の状況
番
号

評価
項目

１

現 状・課 題

具体的な方策

○多様化する生徒の進路
希望に対応するため、そ
れぞれのコースの目標に
即した授業の展開が求め
られている。

○授業や家庭学習に対す
る生徒の意識や授業の満
足度を把握するため、授
業アンケートを前年度に
引き続き実施し、さらな
る授業改善に努める。

○来年度、中高一貫コー
スが高校３年生まで揃
い、中高一貫コースが完
成することになる。

授
〇授業改善に取り組み、
生徒向け授業アンケート
では、授業満足度平均が、
５段階で 4.0 を超える教
員が増えている。

業

〇チャイム･トゥ･チャイ
ムの徹底をはじめ、落ち
着いた環境の中で授業が
受けられるように、授業
規律の確立に取り組んで
いる。

学校関係者評価
実施日:平成 30 年 6 月 13 日

年度末の最終評価（３月）
達
成 今後の課題と改善策
評 価 指 標
経過・達成状況等
学校関係者からの評価等
度
○授業や家庭学習に対する ○アンケートを今年度も実 Ｂ ○入試改革を見据え つ 〇すぐ隣にある学校であり、卒業
生徒の意識は向上したか。
また、授業改善がきちんと
行われ、生徒の授業満足度
がさらに向上したか。

施した。授業満足度の平均
が５段階で 4.12、また 70%
近い教員が 4.0 を超えるな
ど教員個々のレベルアップ
は図られた。

○模試などの客観的指標
を活用し、生徒の学力実
態の把握に努め、学力向
上に向けた授業改善に取
り組む。

○模試などの客観的指標を
活用し、生徒の学力実態を
把握し、学力向上に向けた
授業改善に取り組むことが
できたか。

○ベネッセによる分析会を
学年ごとに行い、データの
共有化を図ったが、それを
授業改善につなげる努力が
一層望まれる。

○研究授業や互見授業を
引き続き実施し、緊張感
のある授業の展開を目指
す。

○研究授業や互見授業が計
画どおりに実施できたか。

〇５月には授業互見期間を
設け、月毎に研究授業・研
究協議会を計画し、５教科
が実施した。

〇チャイム･トゥ･チャイ
ムの徹底を全教員で取り
組み、授業規律の確立を
目指す。

○チャイム･トゥ･チャイム
への取組が徹底できたか。

○チャイム･トゥ･チャイム
は全教員が意識しており、
ある程度達成されたと思わ
れる。

つ、各コースの目標を再
設定し、その実現を可能
にする授業作りを探求す
る。

Ｂ

Ｂ

Ａ

○模試や検定などの客観
的指標を活用し、生徒の
学力実態を把握し、学習
指導の更なる改善に取り
組む。
○アクティブ・ラーニン
グ型の授業の良さを研究
するなどよりよい授業づ
くりを進める。
〇授業規律の確立につい
てはさらに調査、研究し
ていく。

２

進

○先進校視察や校外での
研修に積極的に参加し、
アクティブラーニング型
の授業を職員全員が実施
し、教員一人ひとりのス
キル･アップに努める。

○外部の研修会に積極的に
参加することによって、教
員の授業力が向上し、個々
のスキル・アップが図れた
か。

○放課後講習や長期休業
中の強化合宿や講習の充
実を図る。模擬試験の結
果を細かく分析し、その
学習データをもとに徹底
した個別指導を行う。

○放課後講習や長期休業中
の講習の充実が図られ、徹
底した個別指導を行うこと
によって、一般入試での合
格実績が前年度を上回るこ
とができたか。

○長期休業中、校外合宿に
加え、特別講習を２期に分
けて実施した。合格実績に
ついては現役進学・進路決
定率は９８％となった。

○１･２年次の講習の講
座数を増やし、模擬試験
のデータを分析・活用
し、実力アップに努めて
いる。

○模擬試験の結果を細か
く分析し、その学習デー
タをもとに徹底した個別
指導を行う。

○個別指導を行うことによ
って、一般入試に対応でき
る学力を養成することがで
きたか。

○担任を中心に個に応じた
指導を継続的に行ったが、
全ての生徒の学力を大幅に
高めることは困難であっ
た。

○前年度に比べ、一般入
試の受験者の絶対数が減
少し、全体的な大学への
合格者数は減少傾向にあ
る。

○少なくとも、学期に１
回の二者面談、年に１回
（３年は２回）の三者面
談を実施する。

○面談回数の定着が図ら
れ、個に応じた進路指導を
行うことができたか。

〇各コースとも高みをめざ
させるという意味では歩調
を合わせて進路指導ができ
た。

○進路の多様化が進んで
おり、個に応じた進路指
導が求められている。

○生徒一人ひとりの進路
希望を支援することを基
本に、「伸びしろ」を大
切にする視点での進路指
導を進める。

○一人ひとりの生徒の高み
を目指す具体的な目標が立
てられ、進路実現へと結び
つけることができたか。

〇ガイダンスや面談を通じ
て個々の生徒と目標を共有
し、進路実現へとつなげる
ことができた。

○ほとんどの生徒は、き
ちんとした服装や頭髪で
学校生活を送ることがで
きるようになってきた。
校外でも自覚をするよう
指導を重ねていく必要が
ある。

○全校一斉の服装や頭髪
の確認を継続する。ま
た、登校（下校）時には
一人一人に声をかけ、挨
拶を交わしながら、整容
指導を徹底するととも
に、温かい学校の雰囲気
を醸成する。

○校内外において、生徒が
きちんとした制服や頭髪で
生活できたか。

○頭髪については目立った
違反はなくなってきた。制
服の正しい着用についても
校内では概ね良好だった。

○スマホの学校への持ち
込みは許可制で対応し、
その使用法についても指
導している。不用意な書
き込み等で、トラブルが
起きないよう指導を継続
させる必要がある。

○いじめ防止法の制定を
踏まえ、警察や業者など
から外部講師を招き、講
演会や講習会を実施し、
好ましいスマホの使用法
の徹底を図る。

○好ましいスマホの使用法
を習得し、生徒が安心して
気持ちよい毎日を送ること
ができたか。

〇本校の原点である「建
学の精神」に基づき、生
徒の良い行いについて積
極的に評価できるよう努
力する。

〇生徒の善行やよくできて
いる生活態度について取り
上げ、評価することができ
たか。

導

３

生

〇アクティブ・ラーニング
に加え、高大接続やｅ-ポー
トフォリオの研修会等に多
くの教員が参加し、入試改
革への理解を深めた。

導

〇部活動に実績が出て、成徳深谷
が有名になるのは非常にうれし
い。私学は部活動と進学実績が大
事なので、今後もこうしたことに
力をいれてほしい。
〇本校の生徒は本当によく挨拶が
できるが、今日玄関であった生徒
から挨拶がなかった。来校者の印
象は挨拶の有無で大きく変わるの
で、現在ももちろん指導はしてい
るのだろうが、より一層、挨拶をす

○職員研修会を実施し、
学力の３要素を踏まえた
評価の工夫などにより、
教員の授業力アップと生
徒の学習意欲・態度の向
上に努める。

に生徒を指導してほしい。
〇昨年に引き続き、今年度もたく
さんの生徒が入学したというのは
とてもいいニュースであり、喜ば
しい限りである。生徒が集まると
部活動はもちろん、生徒会活動な

Ｃ

○特別講習の目的を共有
すると同時に合格実績に
結びつくような指導の仕
方を研究していく。

どもどんどん活発化していく。そ
れが更に学校の活力となり、ます
ますの発展につながっていくの
で、このいい流れを大事にしてほ
しい。

徒
指

校として共に歩んでいきたい。

前のことを当たり前にできるよう

Ｂ

○模試結果の共有など、
教員間の連携を深め、よ
り組織的に指導できる体
制を作っていく。

○４・９月に中・高共にス
マホ・ケータイの使用方法
について指導した他、集会
やＨＲでも継続的に指導し
ているが、何件かのトラブ
ルは発生した。
スマホ･ケー
タイ安全教室を９月に実施
した。
〇集会等を通して評価でき
た。

〇保護者の気持ちをくみ上げる学
校であってほしい。保護者が満足
すれば、良い評判が口コミとなっ
て広がり、さらに生徒が集まる学

路

指

で、これからも同じ地域にある学

る、靴をそろえるといった当たり

Ｂ
○中学校では生徒の個性
や理解度に応じて、きめ
の細かい授業展開が求め
られている。このような
中で数学・英語の２教科
について、全ての学年で
少人数や習熟度別授業を
実施している。
○長期休業中、校外勉強
合宿に加え、特別講習を
２期に分けて実施してい
る。

生もたくさん通っている学校なの

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

○進学選抜コースも指定
校推薦で大学受験できる
ようになるため、これま
で以上にコース間の連携
を深めていく。

校になると思う。
〇チャイム・トゥ・チャイムを実践
しているとのことなので、今後も

しっかりと継続して取り組んでほ
○週末課題の定着、朝学 しい。
習の一層の充実を図り、
学力・意欲向上に努める。
また、学校全体として、新 ○スクールバスが無料で運行して
テストに備え、先行準備 いるのはとてもよいと思う。秩父
し、態勢を整える。
方面にバスが出せないのは、いろ
○頭髪や服装につい て
は、校外でもきちんとで
きるよう、引き続き全校
での指導を継続する。年
度途中に導入した個人貴
重品ロッカーを十分に機
能させる。

○殆どの生徒がスマホを
持つようになった昨今、
ＳＮＳの使用方法・マナ
ーについては、今後とも
継続的に指導していく必
要がある。

〇努力を評価したり、ほ
めることの必要性につい
ての認識をさらに深めて
いく。

達成度 Ａ：達成（ 100％）
、Ｂ：概ね達成（75％）
、Ｃ：達成途中（50％）
、Ｄ：取り組みを開始（25％）
、Ｅ：取り組めず（０％）

いろなことを考えると難しいよう
だが、できるとよいと思う。
〇サッカー部の活躍は目をみはる
ものがある。生徒たちの誇りにも
なっている。入部する生徒はクラ
ブチーム出身の者が増えている
が、それらの生徒が必ずしもクラ
ブチーム内でレギュラーだった訳
ではない。そういう子たちが力を
結束して県大会で優勝したという
のはとてもすばらしいことだと思
う。
〇サッカー部の健闘は見事だが、
その一方で野球部がないのが非常
にさびしい。是非野球部を復活さ
せてもらいたい。それが学校の活
性化にもつながるのではないか。

