学校評価表

平成 30 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

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意欲を育てる。
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。
生徒会活動や部活動を奨励し、他者との協働を積極的に推進する。

自己評価
年度当初の状況
番
号

評価
項目

１

授

業

２

現 状・課 題

具体的な方策

授業力の向上を推進
し、授業の質を高める
ことで、教科指導の充
実を図る。

授業アンケートを実施
し、生徒の声に耳を傾
けることで授業改善を
図る一助とする。

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。

授業互見期間を設け、
他の教師の授業スキル
を学ぶ。
チャイム･トゥ･チャイ
ムの徹底を全教員で取
り組むことを通して、
授業規律の確立をめざ
す契機とする。

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
度
授業アンケートの結果 授業アンケートの満足 Ｂ 旧来型の授業から脱
や、その結果に対する 度の平均が５段階で
却し、アクティブラー
自己評価。
ニングも含めた新た
4.12、
また 70%近い教員
な授業形態を習得し、
が 4.0 を超えるなど教
より授業の質を高め
員個々のレベルアップ
ていく。
授業見学シートの提出 が図られた。
状況。
Ｂ

家庭学習習慣を確立さ 進学コースでは朝学習
せ、自ら学ぶ姿勢を育 の継続や、週末課題な
てる。
どを課すなど、机に向
かう習慣をつけさせ
る。

朝学習や週末課題を継
続して行えたか、また
提出状況を高い水準で
保てたか。

Ｂ

進学選抜・特進Ｓ・中
高一貫の３コースでは
手帳や e-ポートフォ
リオを利用して学習時
間等を記録させる。
大学入試改革に即した コースごとに模試分析
進路指導に切り替えて 会を実施し、生徒の実
いく。
態を一人ひとり具体的
に把握する。

自己の学習状況を振り 各コースとも多くの生
返らせる契機となり、 徒が楽しみながら手帳
学習状況の改善につな を活用していた。
げられたか。
分析会を実施したか。
またそこで得た情報を
一人ひとりの生徒に還
元したか。

模試分析会を実施して
生徒の実態把握に努
め、またそこで得た情
報を面談等で活用し
た。

Ｂ

分析会を恒常的に行
い、生徒の実態把握
と、それをもとにした
指導計画を作成する。

自己の現状に甘んじる
のではなく、学力と進
路意識の向上を図るこ
とで、より高みをめざ
す意欲を涵養する。

第一志望届提出にあた
り、進路先調べ等がき
ちんとできたか。また
その実現に向け、学習
への積極的な取り組み
など、個々の生徒が努
力できたか。
講習会への参加状況
や、各教科の取り組み
状況。

進路指導部や担任の働
き掛けにより、一人ひ
とりの生徒が自己の進
路について研究・検討
して、第一志望届をほ
とんどの生徒が提出す
ることができた。
講習会には全教科が参
加し、教科会でそこで
得た知識の共有化を図
った。

Ａ

第一志望届提出のた
めの情報収集と、第一
志望合格を実現させ
るため、学力向上に向
けた一層の努力を促
していく。

Ｂ

講習会等で得た知識
をいかにして教科指
導と進路指導に還元
していくか。
進学センターを運営
していく中で、一層充
実させていく方策を
順次実践していく。ま
た講座を申し込んだ
生徒を満足させられ
るよう講習内容と指
導を向上させていく。
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。また貴重品ロッ
カーを十分に機能さ
せる。

進

路

２年生の３学期に第一
志望届を提出させ、早
い段階で、自己の進路
についての関心を深め
られたか。

指

英語教育を中心に各教 大学入試改革に関する
科の目標を再検討し、 講習会等に参加して情
大学入試改革に備え 報を把握する。
る。

導

進路実績の一層の向上
をめざし、生徒や保護
者の期待に応えられる
体制をつくる。

進学センターを立ち上
げ、これまで実施して
きた放課後講習や長期
休業中の講習を見直し
て、全コースの生徒を
対象に、学習指導・進
学指導を充実させる。

３１年度に本格稼働さ
せられるよう、体制作
りを進めることができ
たか。

講習を行う教師の顔ぶ Ｂ
れがそろい、おおよそ
の体制はできあがりつ
つある。

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
ができている。校外で
も自覚をするよう指導
を重ねていく必要があ
る。

全校一斉の頭髪服装確
認を継続する。また一
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
た違反は少ないが、制
服の正しい着用につい
ては改善の余地があ
る。

Ｂ

スマホ・ケータイの学
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。

いじめ防止法の施行を
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・ケータイの使用法
の徹底を図る。

好ましいスマホ・ケー
タイの使用法を習得
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。

４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
続的に指導したが、ま
だまだ気が抜けない。

Ｂ

他者の良さを積極的に 「建学の精神」に基づ
評価できる生徒を育成 き、生徒の良い行いに
する。
ついて積極的に評価す
る。

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。

集会やホームルーム等
を通して評価できた。

Ａ

主体的に他者と協働す
る活動を通してコミュ
ニケーション力を高め
ていく。

生徒や保護者へのアン
ケートや、文化祭等の
来場者数、部活動の参
加状況。

文化祭の来場者数が過
去最多を記録するな
ど、生徒会を中心に積
極的に活動した。また
サッカー部が２大会で
県優勝を果たした。

Ａ

３

生

徒

指

動

文化祭や体育祭等の学
校行事や生徒会活動、
部活動に積極的に取り
組ませる。

学校関係者からの評価等

・深谷市内の中学生の本校受
験率が 22.5%から 33.2%に増
加しているが、この学校の良
さを生徒も保護者も感じて
いるからこそではないか。
・面倒見がよい学校だと思
う。受験などに特化せず、挨
拶など生活面の指導を広く
授業規律を確立する おこなっているのがよい。
方策について、共通理
解と共通実践を進め、 ・進学実績やスポーツの結果
一層充実した授業展 だけでなく魅力的な人作り
をしているように思う。ぜひ
開を図る。
今のやり方を変えずにがん
ばってほしい。
自主的に学習する習
慣が完全に身につい ・学校見学会や説明会等受け
ているとはまだ言え 皿が多いのは中学校側とし
ない状況も少々散見 てはありがたい。
されるので、今後も
様々な方法で生徒に ・勉強も運動も当たり前のこ
ととして取り組んでいるよ
働き掛けていく。
うに感じる。そういうことが
先輩たちから口コミで伝わ
っているのではないか。

授業アンケートの結果 生徒・教員ともにチャ
や保護者アンケート等 イムと同時に授業を始
の結果。
めようという意識は浸
透しつつあるが、授業
規律についてはまだ改
善の余地がある。
進学コースについては
特にコース・学年が一
丸となって取り組むこ
とができた。

学校関係者評価
実施日:令和元年６月１９日

殆どの生徒がスマホ・
ケータイを持つよう
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。

・学習時間を増やすことは大
事だと思うが、中身が伴って
いなければあまり意味がな
いので、そちらの指導も丁寧
に行ってもらえるとありが
たい。
・何事も継続して努力するこ
とが大事。高校受験で培った
経験を高校でも実践できる
よう助力してほしい。
・進路指導において、いきた
い学校と自分の現実の差を
いかに埋めるかが重要であ
る。そのためにも授業や自主
学習をしっかりやってほし
い。
・第一志望届は２年の３学期
ではなくもっと早くきめて
もいいのではないか。早く決
めることでその学校の情報
などがより耳に入りやすく
なると思う。
・サッカー部は部員数が 150
名を超える状況になってき
ているが、それでもレギュラ
ーだけでなく全員の面倒を
みている。３年間続けさせる
努力を今後とも続けてほし
い。
・グランドの人工芝化によっ
て、駐車スペースが足りなく
なっている。駐車場を確保
し、保護者が学校に足を運び
やすいようにしてほしい。

・この学校に入学して良い方
向に変わった例をいくつも
聞いている。親は感謝してい
努力を評価したり、ほ ると思う。
めることの必要性に
ついての認識をさら
に深めていく。
活動実績をより高め
ていくとともに、部活
動への積極的な参加
状況を促していく。

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％）

