
（別紙様式）                                                                             （Ａ３判横） 

令 和 元 年 度 学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 学校法人昌平学園 昌平高等学校 ） 

目 指 す 学 校 像 
生徒一人ひとりの進路希望を実現するとともに、他者を思いやる優しさ、困難に立ち向かう逞しさ、自ら

知を求める積極さをあわせ持ち、広く社会に貢献・奉仕しようとする人材の育成を図る。 

教員のモットー「手をかけ 鍛えて 送り出す」 

 

      

※学校関係者評価実施日とは、法人評議委員により、学校

自己評価を踏まえて評価を受けた日とする。         
達 

成 

度 

Ａ ほぼ達成(８割以上)  

重 点 目 標 

１.才能開発教育：個々の生徒の能力を最大限に引き出す。 

２.人間教育：高い品性と正しい判断力を養成する。 

３.健康教育：心身ともに健康な人間を育成する。 

４.国際教育：国際的視野に立って考え、行動する力を養成する。 

  Ｂ 概ね達成(６割以上)  出席者   学校関係者  3 名 

卒業生    1名 

学識経験者  4名 

  Ｃ 変化の兆し(４割以上)  

  Ｄ 不十分(４割未満)  

※ 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。 
         

学 校 自 己 評 価  学 校 関 係 者 評 価 

年 度 目 標 年 度 評 価 （3 月）  実施日 令和 2 年 3月 27日 

番号 現状と課題 評価項目 具体的方策 中間評価 方策の評価指標 評価項目の達成状況 達成度 次年度への課題と改善策  学校関係者からの意見・要望・評価等 
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①大学進学等の進路目標を達成す
べく、生徒が主体的に学ぶこと
ができる授業を展開する。 

②生徒の進路目標、自己実現に向
けた計画策定等を行う。 

③英検や GTEC をはじめとする資
格の取得を推進する。 

④授業外にも自学習の時間が確保
できる体制、環境を整えること
で習慣化をさせる。 

①教材研究の充実化・授業力向上
を図る。生徒が主体的な取組み
はできるように ICT を活用し分
かりやすい授業を実践する。 

②生徒が進路目標達成に向けた具
体的な取組みができるように、
担任が面談を行い、進路等の情
報を伝達する。 

③各種資格取得を推進し、計画的
に取組みが行うことができるよ
うに促す。 

④目標達成に向けて学習計画およ
び時間を管理し、工夫できるよ
うアドバイスを積極的に行う。 

①教材研究に対して積極的に取組
むとともに、入試データ分析研
修等への参加をはじめ情報収集
を行う。模擬試験の分析結果を
生徒にフィードバックする。授
業展開においては導入している
プロジェクタ・スクリーン等
ICT 機器を積極的に活用し、探
求型授業を深化させていく。 

②進路指導においては学年単位で
実施する進路講演会や大学訪問
で大学情報を取集できる環境を
整える。入試情報においても適
宜情報を伝達することで生徒の
モチベーションを引き出す。学
習室に卒業生のチューターを配
置することで学習や進路に関す
る質問対応を行う。 

③英語検定･G-TEC については全
員受験、その他 TOEIC･TOEIC 
Bridge･漢字検定・語彙読解力
検定などは校内で受験ができる
体制を整える。 

④「スタディサプリ」を導入して
おり、補完的な学習として活用
するよう指導する。 

①ICT については、積極的にプロ
ジェクタ等を活用し、視覚的に
生徒に情報を伝達することでや
る気を引き出している。進路指
導部･学年主任を中心として模
擬試験の分析を行い、担任が生
徒個々に現状における課題を伝
達し、克服に向けた取り組みを
行っている。 

②担任が行う面談等を通して、目
標とする大学とともに、受験校
を精査している。 

③各種検定において、担任が取得
状況を確認し、大学受験をはじ
め、生徒の将来に有益となるよ
う積極的な取組みを促してい
る。 

④リクルート社「スタディサプ
リ」の活用を促し、予習ととも
に復習ができる環境作りを行っ
ている。 

①10 月に実施した授業評価アン
ケートのその結果から課題を確
認し、改善が図れているか。模
擬試験分析をもとに生徒個々へ
の具体的なフィードバックや今
後に向けた対策を講じることが
できているか。 

②面談等を通して、目標とする大
学受験に向けた主体的に取り組
むことができる環境を作る働き
かけができたか。 

③資格取得に向けた取り組みを促
すために生徒への情報伝達が明
確にできたか。 

④計画的に学習習慣を確立し、自
主的な取組みができるような環
境づくり、働きかけはできてい
るか。 

①授業評価アンケートの結果を踏まえ、各自が課
題を抽出し、教材研究をはじめ、改善する取り
組みが見られてはいる。ただし、更に教科とし
ての取り組みを促すよう管理職が積極的に働き
かけを行う必要がある。模擬試験のフィードバ
ックにおいても今まで以上に教科担当が情報を
集約できる環境を作ることが望ましい。ICT 授
業においては研修等を実施し活用における参考
例の情報を伝達することで更なる活性化につな
がる。 

②東京大学をはじめとする国公立大学、早慶上
理、G-MARICH の合格者数が過去最高の合格者数
が出るなど、成果を上げることができた。 

③英検の取得率が約 83.6％と昨年度より 3％減少
した。各学年において準 1 級・1 級の上位級に
合格する生徒が増加傾向である。しかし、高 1
は未取得者が 25.5％と多く、今後も積極的な受
験への働きかけも行っていく必要がある。 

④完備している 2 つの学習室は早朝から活用する
生徒が多く、放課後にはほとんどの座席が埋ま
る状況となるなど学習意欲が高い生徒が多いの
は良い働きかけができている結果と言える。部
活動所属の生徒も部活動前後の時間を活用し、
学習に励んでおり、文武両道が実践されている
と言える。 

Ｂ 

①授業見学や研究授業等を積極的に実施し、課
題克服に努める環境を作り出す。 

 生徒の目標とする志望校合格に向けて教員全
体が情報共有し、計画を策定していく。ICT
については、計画的に研修等を通して、全教
員が活用できる体制を整えていく必要があ
る。 

②生徒が主体的に学ぶ環境を作っていくために
進路講演会や大学訪問等を実施し、積極的に
情報を伝達していく機会を作る。担任も積極
的に面談を行う体制も整える。 

③特に全員受験の英検 GTEC においては担任が
取得に向けた積極的に取り組むことができる
ような情報伝達を行う。 

④現状において、学習室を積極的に活用する意
欲の高い生徒が多いため、更なる環境整備を
行っていく。 

 ①東京大学への現役合格をはじめ国公立大学に 89
名、早慶上理に 78 名、G-MARCH には 203 名が合格
し、合格者数はともに過去最多は素晴らしい結果と
言える。これも生徒の学習意欲の向上からの頑張り
はもとより、教員の工夫を凝らした進路指導による
ものであり、今後も継続した取組みをお願いした
い。 

②次年度の大学入試改革に伴い、対策や現状分析等、
生徒が前向きに学習に取り組む環境作りをお願いし
たい。 

③英語検定をはじめとする資格取得が大学入試におい
て優位になり得る状況を明確にする等、生徒のモチ
ベーション向上につなげてもらいたい。 

④生徒が自発的に学習に取り組む中で、学習室のさら
なる整備をはじめとする学習環境の充実化も図って
もらいたい。 

評価：Ｂ 
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①日常生活におけるマナー指導、
学習を継続して行う上での基本
的な生活習慣を確立する。 

②生徒が主体的に参加する生徒会
活動や課外活動の充実化を図
る。 

③生徒に様々な情報を伝達する機
会を大切にするとともに、生徒
のコミュニケーションスキルが
向上できる環境づくりを行う。 

①生徒が公共交通機関等や自転車
を利用する上で適切なマナーを
理解、実践できているか。 

②地域交流をはじめとする行事へ
の積極的な参加、部活動におい
て充実した取組みができている
か。 

③担任をはじめ各教員が面談等を
通して生徒と積極的にコミュニ
ケーションをとる機会を作るこ
とができているか。 

①HR や学年集会で教員が現状に
おいて必要な生活習慣の確立を
促す。また、校外指導において
も現状把握を行い、マナーをは
じめとする指導を積極的に行っ
ていく。 

②近隣地域が主催する行事の手伝
いをはじめ、ボランティア活動
などを周知し、積極的な参加を
呼び掛ける。 

③定期的に面談を行い、現状の不
安を取り除き意欲的に取り組む
体制を作り出す。 

①来校者の方にも積極的に挨拶が
されているという声をいただい
ている。通学におけるマナーに
おいては自転車における安全マ
ナーには課題があり指導が必要
な状況もある。 

②杉戸町主催のイベントへの積極
的な参加や地域団体と共同の開
催、ボランティア活動に積極的
に参加するなど町の活性化に積
極的に協力している。 

③生徒の現状把握をし、理解する
ための積極的な働きかけができ
ている。 

①校内巡視・登下校時における通
学路指導を行い、マナーが守ら
れているかの現状把握を行う。 

②地域主催イベントやボランティ
ア活動に生徒ともに教員も参加
し、状況把握に努めている。 

③生徒の状況把握に努める中で教
員から挨拶や言葉がけなど積極
的な働きかけを行う。 

①登下校時における通学マナーは、自転車の並列
走行等、注意を行う状況があった。担任指導と
ともに定期的に講習会を行い、配慮すべき点を
伝達した。安全管理においては毎年確実に行う
環境を作る。 

②近隣団体のイベント・ボランティアには多くの
生徒が参加し、交流を図ることができた。 

③日常的に生徒・教員間においても挨拶を行うな
ど気持ちの良い環境が作られた。また、担任や
教科担当が個人面談等を通して抱える悩みや課
題に対しての対応を行うなど積極的な働きかけ
ができている。 

Ｂ 

①通学時においては、事故や怪我につながる状
況にはならなかったが、マナーについて更な
る改善を求めていく必要がある。 

②杉戸町をはじめとする近隣との地域交流につ
いては、ボランティア活動をはじめ生徒が積
極的な取組みを行うなど多くの体験ができた
と言える。生徒も様々な経験や体験から多く
のことを学び、活躍ができる場ができたこと
は有益であったと言える。 

③生徒、教員間の積極的なコミュニケーション
は挨拶をはじめ取れていた。自習室のチュー
ター体制等、生徒が進路活動を含めた様々な
相談ができる体制を整えていく。 

 ①マナーについて、来校時に気持ちよく挨拶をしても
らえるので非常に好感が持てる。 

 自転車については、近年事故が多発している状況で
あり、被害者ではなく加害者にもなり得ることから
安全面について未然に事故を防ぐ指導を継続して行
ってもらいたい。 

②以前は少なかった地域との交流が増え、部活動の大
会等にも多くの方々が応援に来られることは大変良
いことであり、今後も継続してほしい。また、生徒
の活躍の場が広がる取組みは今後も継続してもらい
たい。 

③生徒一人ひとりに目を向け現状把握をするとともに
積極的な働きかけをしてもらいたい。 

評価：Ｂ 
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①文武両道を具体的に実践できる
環境を整える 

②教育相談を充実させる。 

①文武両道ができる環境が整って
いるか。学校生活状況の把握を
行う。 

②面談等を通して、生徒が抱える
悩みの解決や精神的な支援がで
きているか。 

①部活動と学習の両立を図るため
に時間の効果的な活用方法の例
等を積極的に伝える。顧問が競
技力向上の視点だけではなく、
学習に取組み時間設定を行う。 

②ＳＮＳ講習会を行い、現代社会
における問題提起し、未然に防
ぐとともに、解決・相談できる
体制を作り出す。 

①関東大会や高校総体に数多くの
部活動が出場するなど、部活動
の結果を残すことができた。部
活動生徒は学習意欲も高く、部
活動外の時間を活用して自らの
課題克服に努める状況が見られ
る。 

②担任が生徒状況を適宜確認し、
個人面談等を通して生徒の状況
把握に努めている。 

①部活動外の時間を活用して、自
主学習に取り組む姿ことができ
る環境が整えられているか。 

②生徒との面談等を通して実情の
把握ができているか。特に 
ＳＮＳにおける問題点等の実 
態を理解・把握できている 
か。 

①部活動においては年間・月間と活動を計画的に
行い、学習時間が確保できる体制・環境を教員
が作り出している。その結果が初の全国大会出
場が 3 部活出るなど、素晴らしい結果を残すこ
とにつながったと言える。また、全国大会に出
場した選手からも難関大学への合格者を輩出す
るなど文武両道を体現できる生徒が増えてい
る。 

②生徒の状況把握は担任が行うように努めてはい
るが、ＳＮＳ使用における課題はまだ残る状況
である。適宜、講習会を行うなど課題解決に努
める。 

Ｂ 

①文武両道における具体的な取組みが習慣化さ
れ、成果にもつながっていると言える。実際
に全国大会に出場した選手が自らの目標とす
る進学先に合格するなど良い方向につながっ
たと言える。下級生も現状から学び、数多く
の取り組みができると期待できる。 

②ＳＮＳの対応状況については、他校の状況も
リサーチし、現状の課題克服に努めていく必
要がる。 

 ①部活動に所属する生徒の学習面でも頑張っている姿
は他の良い模範であり、生徒の励みにもなる。高い
モチベーションを持って入学する生徒が多いので今
後も継続した取組み、環境作りを行ってもらいた
い。また、部活動の全国大会での活躍には感動し
た。更なる向上心を胸に飛躍してほしい。 

②現代の社会において、当たり前のように使われてい
るＳＮＳは便利な一方で問題になる面もある。生徒
の状況把握とともに講習会の実施など問題や課題に
向き合う機会も作ってもらいたい。 

評価：Ｂ 
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①英語力の強化につなげる 
②学校行事（希望生徒対象）とし
て行う語学研修の充実化を図
る。 

③帰国子女入試等、積極的に受け
入れる環境づくりを行う。 

①実践の場で活用できる英語力・
会話力を身につけることができ
るか。 

②具体的な経験談や効果を周知
し、生徒が積極的に参加できる
体制を整えることができるか。 

③帰国子女の生徒が他生徒に良い
与えることができるか。 

①ネイティブ教員が常駐する
International Arena(日本語禁
止部屋)において、生徒が積極
的に活用していく体制作り担任
を含めて行っていく。 

②海外語学研修の積極的な周知と
ともに新設した校内で実施する
ハーバードサマースクールなど
英語に触れる機会を作る。 

③帰国子女との交流により、英語
力向上に向けたモチベーション
につなげていく。 

① 休 み 時 間 に International 
Arena(日本語禁止部屋)でネイ
ティブ教員と積極的に会話をす
る生徒が多く見られた。 

②ブリティッシュヒルズ国内語学
研修に 139 名、オーストラリア
語学研修に 21 名ハーバードサ
マースクールには 40 名が参加
し、自らの英語力向上に努め
た。 

③帰国子女の語学力から多くの生
徒が学び、刺激を受けることで
英語に関心を更に持つ生徒が増
えている。 

①International Arena(日本語 
禁止部屋)の活用状況（人数
等）を確認する。 

②校内行事における国際交流活動
の成果報告･発表されたか。ま
た、活動において生徒が英語を
学ぶモチベーションにつながっ
ているか。 

③帰国子女との交流が他の生徒の
モチベーション向上につながっ
ているか。帰国子女募集におい
ては海外在住日本人への認知度
を高める具体的な活動ができた
か。 

①International Arena(日本語禁止部屋)を活用
し、実践的な英語力向上に努める生徒が増えて
いる。 

②海外語学研修に多くの生徒が参加し、英語力向
上に努めている。国際交流における取組みの
「成果が認められている結果と言える。セブ島
語学研修においては集団食中毒事案が発生し、
途中帰国が余儀なくされてしまった。 

③帰国子女と交流し、様々な情報を知ることは英
語を学習していく上でのモチベーション向上に
つながっていると言える。 

Ｂ 

①International Arena(日本語禁止部屋)にお
いてはネイティブ教員が工夫を凝らし楽しみ
ながら英語を学ぶことができる環境・体制を
作っている。今後も大学入試改革に対応でき
るような指導を含めた体制作りを継続して行
っていく。 

②セブ島語学研修には 37 名が参加した。海外
語学研修における今回の食中毒事案を受け、
見直しを図るとともに、国内実施の可能性を
含めた中での検討を行っていく必要がある。 

③帰国子女からの刺激を受け、英語への興味･
関心、モチベーションの向上につながってい
る生徒が増えている点から、今後も海外での
説明会開催をはじめとする募集活動も積極的
に取組んでいく。 

 ①パワー・イングリッシュ・プロジェクトの実践もあ
り、英語を得意教科とする生徒が多くなっている。
基礎的な知識の習得とともに今後は海外で活躍でき
る人材の育成という観点からも実践力の向上に努め
てもらいたい。 

②海外語学研修は実践的な英語力を養う良い機会とな
る。今年度の課題を整理・精査し、生徒にとって有
意義な機会となるように努めてもらいたい。 

③帰国子女生徒の英語力の高さにより、生徒がさらに
学習に励んでいくモチベーション向上につながって
いると言える。今後も海外での説明会をはじめとす
る募集活動も継続してもらいたい。 

評価：Ｂ 

 

 



（別紙様式）                                                                             （Ａ３判横） 

令 和 元 年 度 学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 学校法人昌平学園 昌平中学校 ） 
 

目 指 す 学 校 像  
生徒一人ひとりの進路希望を実現するとともに、他者を思いやる優しさ、困難に立ち向かう逞しさ、自ら

知を求める積極さをあわせ持ち、広く社会に貢献・奉仕しようとする人材の育成を図る。 

教員のモットー「手をかけ 鍛えて 送り出す」 

 

      

※学校関係者評価実施日とは、法人評議委員により、学校

自己評価を踏まえて評価を受けた日とする。         
達 

成 

度 

Ａ ほぼ達成(８割以上)  

重 点 目 標 

１．才能開発教育：個々の生徒の能力を最大限に引き出す。 

２．人間教育：高い品性と正しい判断力を養成する。 

３．健康教育：心身ともに健康な人間を育成する。 

４．国際教育：国際的視野に立って考え、行動する力を養成する。 

  Ｂ 概ね達成(６割以上)  出席者  学校関係者     3名 

卒業生       1名 

学識経験者     4名 

  Ｃ 変化の兆し(４割以上)  

  Ｄ 不十分(４割未満)  

※ 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。 
         

学 校 自 己 評 価   学 校 関 係 者 評 価 

年 度 目 標 年 度 評 価 （3 月）  実施日 令和 2 年 3月 27日 

番号 現状と課題 評価項目 具体的方策 中間評価 方策の評価指標 評価項目の達成状況 達成度 次年度への課題と改善策  学校関係者からの意見・要望・評価等 

1 

①IB 授業と並行して主要 5 教科の
基礎基本を徹底する。 

②校外学習や体験学習（プログラ
ム）から考えることへの基盤作
りを行う。 

③各種資格取得を目指す。 
④家庭学習・自学自習の定着を図
る。 

①生徒が主体的な学び・取組みが
できるように興味を引き出す授
業展開となるように努める。 

②スペシャル･ウェンズデイをはじ
めとする体験学習（プログラ
ム）などを通して、主体的な学
びの実践につなげる。調べる・
まとめる・発表する・考察す
る、発表の場を設けることでプ
レゼンテーション能力の向上に
つなげる。 

③将来の方向性を見据えた中で英
検をはじめ各種資格取得に積極
的に取り組むことができる環境
を学校として作る。 

④毎日の家庭学習・自主学習を行
っていく上での学習計画および
時間の管理等についてのアドバ
イスを行う。生徒自らが工夫で
きる環境を作り出す。 

①校内に導入している ICT を活用
し、視覚的な側面からも生徒の
興味関心を引き出すための授業
展開を工夫して実践する。ま
た、授業を行う上で教材研究に
積極的に取組むとともに、研究
授業や授業見学を通して授業力
の向上に努める。特に主要 5 教
科においては基礎基本の定着を
図る取組み・環境作りを行う。 

②外務省や大使館訪問をはじめと
する校外学習や模擬裁判などに
より、知識はもちろん机上では
学ぶことができない経験を様々
な体験型プログラムを通して身
につける。 

③英語検定・GTEC の全員受験をは
じめ、各種検定への積極的な取
組みを促す。各種検定に向けた
対策を担当教員が中心となり積
極的に行う。 

④能率手帳を活用し、日々の計画
立案を行うこと、SH システム
（自動問題作成システム）を積
極的に活用し、自身の弱点克服
に向けた取組み、予習ができる
環境を作る。 

①ICT を積極的に活用し、生徒の
興味を引き出す授業が展開でき
るような積極的な取組みを行っ
ている。 

②体験学習･体験型プログラムにお
いては楽しみながら生徒自らが
考えグループワークをしていく
姿が見られる。 

③全員受験の英検においては、英
語科だけではなく、担任・学年
が状況を把握し、指導を行って
いる。 

④能率手帳を担任が確認をし、生
徒が計画的に学習に取り組むこ
とができているかを把握してい
る。SH システム（自動問題作成
システム）を活用し、自身の課
題と向き合う状況を作るように
心がけている。 

①授業見学等を行い、自らの課題
抽出、授業力向上に向けた取組
みを行っているか。授業評価ア
ンケートによる客観的な評価・
データから指導をしていく上で
の課題を確認し、改善を図るこ
とができているか。 

②各種プログラムの企画立案等に
おいて生徒が主体的な学びを実
践できる環境を作ることができ
ているか。 

③各種検定に向けての積極的な取
組みに対する支援、上位級獲得
に向けたモチベーション向上に
つなげることはできたか。 

④能率手帳やＳＨシステムの活用
状況を適宜確認し、教員が現状
の把握をすることができていた
か。そして、生徒が主体的な取
組みができていたか。 

①現状の学力の指標となる学力推移調査の結果を分
析すると、昨年度に比べ各教科とも全体的に上昇
傾向であると言える。特に課題であった数学につ
いても基本的な知識定着を目指した授業展開から
一定の理解度を示す結果となったと言える。 

②毎年、様々な体験学習や体験型プログラムを実践
していく中で学年が上がるにつれ、最終的なプレ
ゼンテーションの質も上がってきていると評価で
きる。適切な課題・材料を与えることで生徒が主
体的に学ぶ姿勢を身につけていると言える。 

③全員受験の英語検定の取得率においては中学校全
体で ％超となり、2 年生はほとんどの生徒が 3
級以上を取得、3 年生は過去最高の 84.1％が準 2
級を取得するなど成果が上がっている。 

④計画的に学習に取り組むことができる生徒が増え
ている一方で自らの学習に対しての理解の遅れに
不安を感じ、まだ前向きに取り組むことができな
い生徒もいる。ＳＨシステムについては課題克服
に積極的に活用している生徒は成果を実感し学習
意欲の向上にもつながっていると言える。 

Ｂ 

①IB 授業と並行して授業を展開していく
上で教員の授業における工夫が必須とな
る。主要 5 教科については特に基礎基本
の定着にも主眼を置き、教員も授業力向
上に努めていく必要がある。また、学力
推移調査や定期考査について現状把握に
努め、生徒に課題等をフィードバックし
ていくことで前向きな取組みにつながっ
ていくと言える。 

②体験学習･体験型プログラムは今後も継
続的な取組みを行っていく。その中でプ
ログラム課題の見直しや精査は状況に応
じて行い、生徒の主体性を引き出す環境
を作っていく。 

③各種検定については、資格取得に向けて
各教科担当だけではなく、担任・学年団
を含め現状の把握とともに支援を行う体
制を今後も強化していく。 

④生徒一人ひとりと向き合い、状況把握に
努め、改善していく方向性を全体が共有
していく体制を作り出す。参考となる実
践の例示などにより、具体的な支援を行
っていく。 

 

 ①ICT の活用等によって生徒が主体的に学ぶ環境が
整えられていることは非常に良いことであり、今
後も継続的に工夫を凝らした授業展開をしてほし
い。そして、現状における課題を生徒に具体的に
フィードバックしていき、前向きに指導していく
ことが今後の成長にもつながる。 

②体験型プログラムによって興味関心を引き出すこ
とで生徒の学習意欲向上につながっている。世界
をテーマとしていることでグローバルな知見で見
聞を広められるように努めてほしい。 

③特に英語検定については多くの生徒が意欲的に取
得を目指すことは学校全体の良い取組みとなって
いる。今後も継続した指導をする中で環境整備も
行ってもらいたい。 

④生徒が計画的に学習をしていくための工夫がさ
れ、生徒が家庭学習や自主学習における習慣がで
きている。まだ、改善を必要とする生徒もいるた
め今後も工夫をした取組みを実践してもらいた
い。 

評価：Ｂ 
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①日常におけるマナー指導や基本
的生活習慣を確立する。 

②生徒が主体的に参加する生徒会
活動の活性化を図る。 

③コミュニケーションスキル向上
を目指す取り組みを活性化させ
る。 

①校内外における挨拶の励行をは
じめとするマナー指導を HR 等で
行うことができているか。特に
自転車通学者には交通事故防止
対策を徹底できているか。 

②地域交流を図り、イベントやボ
ランティア等への積極的な参加
等、生徒の活動の幅を広げるこ
とはできているか。 

③各教員が生徒と積極的にコミュ
ニケーションをとる機会を作る
ことができているか。 

①校内の巡回指導、登下校時の通
学路のマナー指導を定期的に行
い現状の把握に努め、基本的生
活習慣の確立を促す。 

②地域のイベントやボランティア
など生徒の活動の場を広げ、積
極的な参加を呼びかける。 

③各行事において英語で問いかけ
を行うなど、工夫をしながら学
びを得る機会を作る工夫をして
いる。 

①通学時の公共交通機関の利用に
おけるマナーにおいて、概ね良
好であるとは言えるが、配慮に
欠ける行動をとってしまう生徒
も少なからずいる。 

②生徒会本部役員を中心に昌平祭
をはじめとする各行事において
積極的な活動を行っている。高
校生とともに行う活動から多く
のことを学び、成長につながっ
ていると言える。 

③教職員から積極的に挨拶・声が
けを行っている。また、1 つの
例として学年での指示連絡を英
語で行うことで生徒が考える機
会を多く作っている。 

①教職員全体が校内外における現
状把握に努め、指導体制を確立
できているか。マナー指導にお
いて生徒が自ら気づき、自覚を
促す指導ができているか。 

②生徒の活動の場を広げることが
できるように参加の呼びかけが
できているか。 

③生徒・教職員ともに積極的に挨
拶･声がけを行うことができてい
るか。 

①通学時の公共交通機関利用におけるマナーについ
ては多くの生徒は礼儀正しく行動はできている
が、一部の生徒に配慮に欠ける言動が見られた。 

②生徒会活動においては昌平祭をはじめとする行事
への参加等、高校生と協同する中で積極的な姿勢
が見られた。 

③積極的な挨拶など生徒の良い取り組みが実践でき
ていた。学年での指示に英語を活用するなど、日
常から学びの環境を作ることができた。 

Ｂ 

①少人数ではあるが、配慮に欠ける行動が
見られた状況があった。課題を整理し、
担任・学年団を中心に継続的な指導に努
める。中学朝礼等の時間を活用し指導も
行っていく。 

②地域交流やボランティア活動の全体周知
を含め、生徒の活躍の場を広げていける
ようにする。 

③教員からさらに積極的に声がけを行う。
その中で生徒がいつでもコミュニケーシ
ョンを取れる環境を作る。 

 ①通学時の公共交通機関の利用、バス乗車マナー等
については、生徒一人ひとりの自覚を促す指導を
集会等も含めて継続的に行ってもらいたい。 

②様々な学校行事、生徒会活動や課外活動において
高校生と活動することで良い影響を受けていると
言える。今後も生徒の可能性を引き出す活動の周
知等を積極的に行ってもらいたい。 

③生徒が抱える課題や悩みを解決していくために、
生徒への積極的な働きかけを継続して行ってほし
い。 

評価：Ｂ 

3 

①体育･スポーツ活動を推進する。 
②教育相談を充実させる。 

①部活動等において、チームや個
人の目標を達成するために継続
的な取組み、新たなことにチャ
レンジする姿勢が見られるか 

②生徒が現状で抱えている不安や
悩みなどを解消するために個人
面談等を通して、精神的な支援
ができているか。 

①部活動での目標を明確にし、部
員と切磋琢磨する中で努力が継
続できるように顧問を中心に積
極的な働きかけを行う 

②生徒の状況把握を行うために声
がけや個別面談を行う。また、
ＳＮＳ講習会などを通して、生
徒が直面している問題への考え
方や解決方法を伝えていく機会
を作る。 

①学習と部活動の両立を図る中
で、自ら時間を管理・コントロ
ールし、有意義な活動を行うこ
とができている。 

②現状を把握するために個別面談
や積極的な声がけを行ってい
る。多くのトラブルのもとにも
なり得るＳＮＳ使用についても
状況把握に努め、早期発見・解
決を目指す。 

①生徒が学習同様に目標達成に向
けて主体的な活動ができている
か。 

②生徒状況および抱える問題や悩
みを全教職員が共有し、情報交
換ができるか環境･体制を作るこ
とができているか。 

①全国大会でも活躍する高校生と同じ環境で活動す
ることもあり、間近に見ることができ良い刺激と
なっている。 

②ＳＮＳ講習会をはじめ起こり得るトラブル等の実
態を精査し、未然に防ぐ取り組みを行った。今後
も教職員が状況把握につとめることを継続してい
くことが大切となる。 

Ｂ 

①生徒が目標達成に向けて計画的な指導を
していく。豊かな人間性を育むために活
動は競技力の向上のみならず成長の場で
あることも認識させる。 

②ＳＮＳの対応において教職員が情報共有
する機会を今後も作り出す。外部の方に
依頼し、講習会を実施してもらうととも
に、生活指導部を中心に講習会に参加
し、様々な情報を得るまた、保護者にも
使用における注意事項を理解してもらう
働きかけを積極的に行う。 

 ①今年度もテニス部が全国大会に出場するなど素晴
らしい活躍が見られた。テニス部の活躍や高校生
と同じ環境で活動することにも刺激を受け、今後
のさらなる飛躍を期待したい。 

②ＳＮＳにおいて起こり得る問題や課題を精査し、
トラブルを未然に防ぐような集会においての情報
伝達をはじめとする取組みを今後も継続してもら
いたい。 

評価：Ｂ 
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①実践的な英語力を身につける。 
②「世界」を共通テーマにプロジ
ェクト学習-課題探究プログラム
を実践する。 

③実践的な学びの機会を作る。 
語学研修（ブリティッシュヒル
ズ語学研修･海外修学旅行･海外
語学研修･国内語学研修）の実施 

④帰国子女生徒の積極的な受け入
れにより活性化を図る。 

⑤ＩＢ（国際バカロレア）による
学習効果の向上を目指す。 

①学んだ英語の知識を活用して自
分の考えを発信することができ
るか。 

②世界を意識する･知ることで様々
な事象を多面的に捉え、広い視
野で物事を見ることができる目
を持つことができるか。 

③生徒が普段学ぶ英語の知識を各
語学研修の中で実践、積極的に
コミュニケーションを取り、自
らのスキルアップにつなげるこ
とができるか。 

④帰国子女生徒が他生徒に良い刺
激や影響を与えることができる
か。 

⑤ＭＹＰ（中等教育プログラム）
における学習効果がグローバル
人材の育成につなげることがで
きるか。 

①英語の授業において、知識の習
得とともにプレゼンテーション
を行うなど、実際に話をする機
会を作る。 

②世界中の様々な問題に気付き、
正解のない課題に取り組んでい
く中で様々な事象を多面的に捉
えることの重要性を知る。 

③授業内で学んだ知識を語学研修
等で学びの機会が得られるよう
に支援する。 

④帰国子女生徒の語学力向上に向
けた取組みが他の生徒に良い刺
激を与える。例示などを周知
し、意欲向上につながる環境を
作る。 

⑤調べ学習やプレゼンテーション
やディスカッションなどアクテ
ィブラーニング的な手法を用い
た授業を実践し主体的な環境を
作る。 

①英語 G の授業において基礎的な
知識を身につけ、IB 英語で英語
によるプレゼンテーション等を
行い実践できる環境を作った。 

②スペシャルウェンズデーで JICA
を訪問し、各テーマに基づいた
探求プログラムを実践した。調
べ学習を通して外国文化を知
り、理解を深め、様々な課題を
抽出し解決策を考えた。 

③ブリティッシュヒルズ語学研修
には 1.2 年生全員、オーストラ
リア語学研修には 16 名が参加
し、学びの機会を作った。 

④帰国子女の語学力、実践力に刺
激を受け、英語力向上の意欲が
高まっている。海外の募集活動
も活性化させている。 

⑤IB 教育への理解が深まり、授業
展開においても質が高まってき
ている。 

①生徒は基礎的な知識を習得でき
ているか。また、実践で活用で
きる英語力の向上につながって
いるか。進度等を含め適切な授
業展開はできているか。 

②課題発見-調べる-まとめる-発表
という授業展開を通して、主体
的に課題に取り組むことができ
るようになったか。 

③語学研修においてチャレンジす
る姿勢、モチベーション向上に
つなげることができたか。 

④帰国子女の英語力を身近に感じ
モチベーション向上につなげる
ことができているか。生徒募集
いおいては海外在住の日本人に
対して認知度を高めることがで
きたか。 

⑤授業実践における教員間の情報
共有とともに質の高い授業展開
につなげることができたか。 

①中学校における英検の取得率は 98.0%である。直
近 3 年間で在籍生徒数が増しながらも、高い割合
での取得を達成している。上位級の合格に向けた
具体的な取組みや指導を担任だけでなく全体で作
っていくことが大切になる。 

②学習意欲の向上、主体的な取組みにより、最終的
な発表においても質の向上が見られる。今後も継
続していく必要がある。 

③セブ島語学研修に 10 名が参加したが、集団食中
毒事案発生により途中帰国となった。3 年生は新
型コロナウィルスの影響により、ニュージーラン
ド修学旅行の延期の措置を取った。 

④帰国子女の語学力にも刺激を受け、将来を見据え
語学力向上に意識の高い生徒が増えている。海外
での募集活動においては進路実績等により認知度
も高まってきている。 

⑤生徒が主体的に考え、発信できる授業展開を行っ
ていることから思考力が身についていると言え
る。授業においてディスカッションやプレゼンテ
ーションを通して表現力も身につけている。今後
もさらなる質の向上に努めたい。 

Ｂ 

①基礎力向上とともにプレゼンテーション
能力向上を目指した授業展開の工夫、資
格取得に対しての意識づけ等、全教員が
生徒のやる気をさらに引き出していく。 

②調べ学習からプレゼンテーションまで生
徒が主体的に学ぶ機会を今後も作ってい
き、生徒の学習に対するモチベーション
向上につなげていく。 

③海外語学研修における今回の食中毒事案
を受け、様々な点で見直しを図っていく
必要がある。今後も英語を活用できる学
校行事は増やすことを検討していく。 

④IB 教育の推進により海外でも本校の認
知度は年々高まってきている。今後も海
外で行う説明会とともに国内企業におけ
る周知等、帰国子女募集活動を継続して
いく。 

⑤生徒の学ぶ姿勢は年々確実に高まってき
ている。今後は大学入試を見据えた各教
科における学習指導および問題解決能力
を養う授業展開も工夫し行っていく。 

 ①本校が掲げるパワー・イングリッシュ・プロジェ
クトの取組みを通して、生徒のやる気を更に引き
出し語学力の向上につなげてもらいたい。 

②プロジェクト学習をはじめとする探求型プログラ
ムは生徒が主体的に考え、学ぶことができる環境
となる。さらに工夫し、生徒の成長につなげても
らいたい。 

③海外語学研修においては現状における課題を整
理、確認し生徒の英語力向上につながるように企
画してもらいたい。今年度の課題は分析し、次年
度に活かしてもらいたい。 

④帰国子女の存在は英語力向上に良い刺激となって
いる。また、IB 教育の推進により帰国子女が本
校に興味を持つ状況は増えている。今後も募集活
動の活性化を図ってもらいたい。 

⑤IB 授業において生徒の興味や関心を引き出し、
主他的に学べる環境を整えてもらいたい。ICT の
活用を含めてハード面も充実化を図ってもらいた
い。 

評価：Ｂ 

 


