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平 成 ３０ 年 度

学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 埼玉県立越ヶ谷高等学校 全日制の課程 ）

「知・徳・体」の調和がとれた社会の発展に貢献する人材の育成

目指す学校像

※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。

Ａ ほぼ達成(８割以上)

目

標

１
２
３
４
５

家庭学習時間の確保とアクティブラーニングの推進
国公立大学進学希望者への支援充実で国公立大学合格者５０名以上
規範意識及びマナー意識の高揚と部活動・学校行事を通じた人づくり
地域・保護者との連携・協力の強化と施設事故及び教職員事故ゼロ
グローバル化に伴う生徒の発信力の向上

達
成
度

重

点

※
※

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
年

Ｄ 不十分(４割未満)

校
目

出席者

Ｃ 変化の兆し(４割以上)

自

己

評

標

価
１月３１日 現在 ）

具体的方策

方策の評価指標

評価項目の達成状況

○隙間時間を有効活用
し、平日２時間を基本
とし、週１４時間以上
の学校外での学習時間
を確保する。

①スコラ手帳等により、担任が生徒個々
の、休日の過ごし方を把握し、適宜、指導
助言を行う。
②担任、年次団で「スタディサプリ」の活
用状況を毎学期把握する。
③校内でのタブレット使用の環境整備を５
月末までに行う。

①担任が休日の過ごし方について指導助
言することにより、学校外での学習時間
が週１４時間以上となったか。
②「スタディサプリ」の活用により、平
日の学校外での学習時間が増えたか。
③環境整備が目標とする５月末までに終
了したか。

○１年次(平日1:07
休日2:01 )､２年次(平日
1:02
休日1:48)。
①スコラ手帳を活用し、担任が学校外での学習時
間の把握と適宜個別指導助言を実施。
②「スタディサプリ」の活用時間は増えている
が、学校外での学習時間の目標は未達成。
③６月にタブレットの利用規約を定め、貸出台帳
により管理。11月に各教室にプロジェクターの設
置。12月に全校舎にWi-Fi環境を整備。
③２年計画での学習室の新設を決定。

○新学習指導要領の研
究とアクティブ・ラー
ニングの実践及び研究
を学校全体として取り
組む。

①教務部が中心となり、新学習指導要領に
関する情報や資料を集め、各教科へ提供す
る。
②アクティブ・ラーニングに関する授業公
開と研究協議会、全体研修会を２学期に実
施する。
③授業研究期間での授業公開では、協調学
習を意識した授業を行う。

①教務部が中心となり各教科へ、どのよ
うな情報や資料をどのくらい提供できた
か。
②授業公開・研究授業、全体研修会が計
画どおりに行えたか。
③授業参観者数が昨年度より増加した
か。

○２学期から新学習指導要領に関する情報や資料
を提供し、各教科で検討を開始。ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸに
関する情報や資料の共有を教科間で実施。
①9/21教育課程委員会で情報や資料に基づき教育
課程を検討することを決定。
②11/6公開研究授業・研究協議会を実施し、8名
が参加。東京大学CoREFの協力研究員が研究協議
に参加。
③12/6実施の学校評価ｱﾝｹｰﾄで授業満足度が
74.6％→76.3％。

○現役国公立大学合格者数は30名(卒業生
３２４名、一昨年度-4名)、GMARCH以上の
難関大学合格者数は149名(一昨年度-14名)
であった。
入学当初から国公立大学を意識した指導
２ が課題である。また、本校生徒の特徴であ
る７月実施のベネッセ模試での著しい成績
の下降を少なくすることが課題である。

○１・２年次生の国公
立大学進学希望者への
意識を高めて、進学希
望者数を増加させる。

①長期休業中の部活動と区分けした進学講
習の実施方法や内容を見直す。
②２年次生対象進学講習の全体計画で、ゼ
ロ学期を意識した計画に見直す。
③学年ＰＴＡや保護者対象進路講演会での
内容の中に、国公立大学についての情報を
盛り込む。
④１年次からの「国公立大学進学希望クラ
ス」の設置を決定する。

①部活動や教員の負担を考えた実施方法
や内容に見直せたか。
②２年次３学期（ゼロ学期）から３年次
１月までの進学講習計画が策定できた
か。
③国公立大学の情報提供で保護者及び生
徒の国公立大学への関心が高まったか。
④１年次からの「国公立大学進学希望ク
ラス」の設置を決定できたか。

○国公立大学進学希望者：1年次246名､2年次137
名。3年次センター試験受験者：355名
①1・2年次生対象進学講習(夏季休業中)を計画通
り実施。
②2年次生対象進学講習を10月から実施。
③4月14日に年次PTA、6月23日にPTA進路講演会で
国公立大の情報を提供。
④１年次からの「国公立大学進学希望クラス」を
決定。今年度は、試験的に１年次２クラス設置。
④２月、「国公立大学進学希望クラス」の検証会
を開催決定。

○生徒は基本的生活習慣が身についてお
り、充実した学校生活を送っている。ま
た、昨年度末、防犯カメラ１３台を設置し
たことにより、防犯環境も著しく向上し
た。
昨年度の自転車事故は１２件、通学マ
ナーの苦情件数は8件であった。スマート
３
フォンでの年次指導件数は、相変わらず多
い状況である。
自転車マナー及び登下校の通学マナーの
向上が課題である。また、スマートフォン
使用での生徒意識の高揚と年次指導者数の
減少が課題である。

○自転車マナー及び登
下校の通学マナーの向
上で、自転車事故及び
苦情をゼロとする。

①生徒指導部を中心に、学校周辺通学路で
の登校指導を新たに実施する。
②年２回の自転車点検とその追指導の継
続、自転車保険加入の確認を行う。
③始業式や終業式等の全校集会で、生徒指
導主任と管理職から「命の大切さ」と交通
安全に関する内容を話す。

①新たな登校指導により、近隣住民から
の苦情が減少したか。
②計画どおり、自転車点検・追指導と自
転車保険加入の確認が行えたか。
③自転車による加害及び被害事故が減少
したか。

○自転車事故件数10件、通学マナーへの苦情件数
6件。(昨年度12件、8件)
①学校周辺通学路での登校指導を３ヶ所増やして
実施。
②9/13、自転車ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ指導を実施。自転車保険
加入状況は100％。
③自転車点検、計画どおり年2回実施。
不十分な生徒の追指導も徹底。

①生徒会本部役員が生徒総会で、策定の意
図の説明とアピールを行う。
②生徒会本部役員と風紀委員会で教室や廊
下にポスターを掲示する。
③毎学期、年次集会の中でルール違反者数
を報告し、生徒意識を喚起する。
○昨年度より、大沢地区自治会長に学校評 ○周辺自治会との連携 ①周辺自治会の会長や防災担当者との協議
議員兼学校評価懇話会委員を委嘱して、学 の基礎作りと中学校と 会を２学期に開催する。
校の取組等について理解していただいた。 の連携を強化する。
②協議会の内容や当日の運営については、
また、中学校や越谷市とは、学校説明会や
保健環境部と管理職が連携しながら計画を
学習交流会、キャンペーン参加などで生徒
立案する。
や教員を派遣している。防災に関しての周
③出前授業中学校ＰＴＡ学校訪問の受入、
辺自治会との連携の基礎作りが課題であ
中央中学校との交流事業の再開を行う。
る。
○昨年度は、懲戒処分者はゼロであった
４ が、不適切な指導等は１件起こった。迅速
な事実確認と対応により、大きな問題には ○教職員による不適切 ①毎学期、「不適切な指導等のアンケー
ならなかった。教職員倫理確立委員会と管 な指導等及び懲戒処分 ト」を継続し、委員会で迅速に対応し説明
理職が中心的な役割を果たしながら、根絶 者をゼロとする。
責任を果たす。
を目指すことが課題である。
②アンケートの回収や集計を教職員倫理確
立委員会が組織的に行いながら、委員が運
営方法を共有する。
③教職経験の浅い教員等対象服務研修会を
効果ある時期に６回実施する。

①全校生徒に分かりやすい説明とアピー
ルできたか。
②生徒会本部役員と風紀委員会が協力・
協働してポスター掲示を行ったか。
③年次指導が昨年度より減少したか。

○スマートフォンでの年次指導件数は、１年次１
４件、２年次１２件、３年次７件（昨年度：１年
次１４件、２年次１６件、３年次８件）
①生徒総会で、策定の意図の説明とマナー厳守の
周知。
②廊下等にポスターを掲示。
③スマホでのトラブル1件。

①協議会を１学期から計画的に進め、開
催できたか。
②管理職がイニシアチブを取りながら保
健環境部と連携して、計画を立案、そし
て実施できたか。
③積極的な受入で、生徒や教員を派遣で
きたか。

○地域関係機関（越谷市、周辺自治会、中学校
等）と新たに２つの事業を実施し連携を強化。
①②保健環境部と連携し、12/1本校・周辺自治会
との防災合同協議会を開催。5自治体14名参加。
③薬物乱用防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、越谷ｺﾐ祭、ｾﾝﾀｰ祭、白
梅祭､市制60周年ﾌｧｲﾅﾙｲﾍﾞﾝﾄに参加｡
③中高交流授業を12/11、学習支援を12/26、27日
に実施。
③ＰＴＡ学校訪問を6回、中学校での進路学習会
の講演を4回実施（延べ1,350名参加）。

①不適切な指導等アンケートを計画どお
り実施し、不適切な指導等がゼロであっ
たか。
②委員会運営が組織的に行われ、委員が
運営方法を共有したか。
③管理職による服務研修会が効果のある
時期に計画どおり実施できたか。

○職員事故0件、不適切な指導2件。
①教職員倫理確立委員会によるｱﾝｹｰﾄを毎学期実
施。発覚した問題には迅速に対応し解決済。
②６回の教職員倫理確立委員会を開催し、発覚し
た問題やその対応を共有。
③初任者及び臨時的任用教員対象服務研修会を3
回。本校１校目教諭対象研修会1回、情報セキュ
リティ研修会1回実施。教職員事故防止研修会を
毎学期実施。

○昨年度、国際理解教育事業について、教
職員の共通理解を図ることができた。特
に、オーストラリア夏季短期海外研修の研
修先を変更したものの、少なくとも３年間
５ 継続することを決定した。年々、海外に興
味関心を持つ生徒は増加傾向にある。
海外研修における事前・事後指導の充実
と県教委事業への派遣生徒の英語力及び発
信力の向上が課題である。

①事前・事後指導の在り方及び具体的な
指導内容が策定できたか。
②委員会と英語科が連携した指導で、発
信力は海外研修会の参加前後で効果が上
がったか。
③海外研修前から、文化祭の時の報告・
発表について、計画的に進められたか。

○国際理解教育に関する事業の見直しにより、生
徒の英語に関する興味関心が高まり、昨年度に比
べ模試の平均点偏差値が1.7向上した。
①オーストラリア夏季短期海外研修の実施計画を
見直し。事前学習を９回実施。英語科以外での初
めての引率（地歴公民）
②英語科と連携した事業については、来年度、引
き続き検討。
③文化祭で、海外研修中の様子や参加した成果等
の報告・発表を行った。
③成果等の報告冊子を10月に作成。

評価項目

『スマホ８ヶ条』によ
る生徒意識の高揚で、
年次指導件数を減少さ
せる。

○オーストラリア夏季
短期海外研修の事前指
導の内容の工夫・改善
及び授業の工夫・改善
により、生徒の英語力
及び発信力を高める。

①新たな国際理解教育推進委員会で、事前
指導及び事後指導の在り方及び具体的な指
導内容を５月中に策定する。
②国際理解教育推進委員会と英語科が連携
して、発信力の向上に向けた指導方法につ
いて研究・実践する。
③文化祭の際、海外研修中の様子や参加し
た成果等の報告・発表をポスターと紙面で
行う。

学校関係者
生徒
事務局(教職員)

学
年 度 評 価（

○１・２年次生の家庭学習時間が平日１時
間程度、休日２時間程度に止まり、週１４
時間以上の家庭学習時間が確保されていな
い。部活動との兼ね合いもあり、現実的に
は難しい現状がある。１・２年次生は、学
習コンテンツ「スタディサプリ」を全員が
登録している。
平日２時間、週１４時間以上の学習時間
１ の確保が課題である。
○新学習指導要領が告示され、「主体的・
対話的で深い学び」の実現に向けて、教職
経験の浅い教員を中心に、協調学習の研究
や実践が行われている。
学校全体で組織的に取り組む体制づくり
と教職経験が豊富な教員への働きかけが課
題である。

番号

現状と課題

度

Ｂ 概ね達成(６割以上)

達成度

Ｂ

Ａ

次年度への課題と改善策
隙間時間を有効活用させ、学校
外での学習時間を週14時間以上と
することが引き続きの課題であ
る。
第２学習室及び学習室周辺の整
備が課題である。
タブレットを活用した授業の工
夫・改善が課題である。

アクティブラーニングを取り入
れた授業は、学校全体で取り組め
るようになってきた。しかし、
「主体的・対話的で深い学び」の
実現に向けて、生徒の主体的学習
力と教員の指導力向上が課題であ
る。
来年度、新学習指導要領による
教育課程等の編成が課題である。

校

実 施 日

関

９名
３名
１１名

係

者

平成３１年

評
２月

価
７日

学校関係者からの意見・要望・評価等
・アクティブラーニングを取り入れた授業は、学校全体で取り組め
るようになってきたとあるが、どのような点から判断したのか。
・ペア学習、グループ学習を導入した授業を行う教員が増えている
点と、日々の授業参観や教員同士の会話の様子、自己評価シートの
面談等から判断したということであるが、方策の評価指標は、「で
きた、できない」より、アンケート調査での満足度に変更してはど
うか。
・子どもが通っている予備校では、越ヶ谷高校は生徒に対して面倒
見がよいと言われた。子どもたちがもっと自主的に学習できればよ
いと思っている。引き続き、潜在能力を伸ばしてあげて欲しい。
・２年次になると学習時間は減少する傾向があるが、修学旅行後か
らは、例年より良い切り替えができててる生徒が増え、平日５，６
時間の学習時間を確保している生徒も数人いると聞いて安心した。
・長期休業中の講習も、今後、一層充実させて欲しい。
・タブレット等ＩＣＴ機器の活用に向け、タブレット利用方法等の
教員研修を実施する計画であるとのとのことだが、今後とも、授業
の工夫・改善に向けて積極的に利用して生徒の理解度を高めて欲し
い。

Ａ

国公立大学合格者を50名以上と
することが引き続き課題である。
来年度から1年次に国公立大学進学
希望者クラスを設置するが、3年
間、国公立大への意識を持続させ
ることが課題である。
保護者に対して、国公立大学や
高大接続改革等についての情報を
随時提供していくことが課題であ
る。
年次団中心ではなく、進路指導
部が方針を示し、主体性を持った
進路指導とする。

・新１年次から国公立大学進学希望者クラスを設置するとのこと
だが、２年次に国公立進学希望者が減少した場合、国公立大学進
学希望者クラスの数も減るのか。
・２年次の国公立大学進学希望者クラスは、減る場合も増える場
合もあるとのことだが、１年次から国公立大学への進学意識を高
めて、国公立大学合格者が増えるような指導をお願いしたい。
・国公立大学進学希望で入学した生徒が、３年次にはAOや推薦に
流れてしまう傾向があるとのことだが、是非、最後まで国公立大
学受験を目標した指導をお願いしたい。

Ｂ

昨年度に比べ、自転車事故件
数、通学時のマナーへの苦情件数
は減少したが、来年度、発生数を
ゼロとすることが課題である。
来年度から、登下校は認められ
ないが、自動二輪車等の免許取得
が届出制で認められるので、自動
二輪車関係の指導方法を検討する
ことが課題である。

・中学生の保護者は、「自由奔放」で「制服が整っていない」と
いう印象を持っている方が少なくない。現在の本当の状況を、
もっと積極的に発信したほうがよいと思う。
・あいさつ運動を年３回やっているが、あいさつをする生徒が増
えていると思う。学校やPTAの取組の成果が出ていると考えてい
る。
・道路交通法を知らない生徒が多いのではないか。家庭の責任も
あると思うが、今後、学校でもルールやマナーをしっかり教えて
いくことが大切である。
・来年度から自動二輪の免許取得が許可制になることに伴い、交
通事故が心配である。免許取得は、子ども・家庭の責任であり、
学校の責任ではないが、任意保険加入の徹底はもとより、命の大
切さから、運転・乗車や購入することを禁止するべきであると考
える。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

スマホの指導件数は依然として
多いので、学校全体で意識の高揚
を図っていくことが課題である。
引き続き、生徒会や風紀委員会
による啓発活動を行い、指導件数
を減少させることが課題である。
周辺５自治会と防災に関する協
議を進め、防災意識の向上と避難
体制の整備が課題である。
地域関係機関との連携は引き続
き強化するが、生徒募集の事業に
ついては、内容の見直しも含めて
精査していくことが課題である。
創立100周年に向けて、検討事項
等が継続的に引き継ぎができるよ
うにしていくことが課題である。

教職員倫理確立委員会を一層機
能させ、不適切な指導等をゼロと
することが課題である。教職員倫
理確立委員会で、迅速・正確に事
実確認を行う。
研修会の効果により、教職員の
意識は高まってきているが、本校
１年目の教職員に対しては、来年
度も引き続き研修を行い、服務や
倫理観を向上させていく必要があ
る。
オーストラリア海外研修につい
ては、現地での研修内容の充実と
参加生徒の募集方法の工夫が課題
である。
国際理解教育推進委員会と英語
科が連携して、新たな取組を開発
し、将来、国際社会で活躍できる
人材を育成していくことが伝統あ
る進学校としての今後の課題であ
る。

・子どもたちにとってためになることは、PTA・後援会・同窓会に
もっと話をして欲しい。できる限りの協力や支援をするつもりであ
る。
・中央中学校の生徒の約１割は、越ヶ谷高校の全日制もしくは定時
制への進学を希望している。文化祭に行った時にとても親切にされ
たことや文武両道で部活動がとても盛んであることが理由である。
・学校側が主体となり、学校と周辺自治会との防災合同協議会を開
催することができた。非常時でも、越ヶ谷高校に通う生徒の学習環
境を確保することが第一である。一時避難所としての役割をお願い
することもあるが、学校が教育機関であることは自治会でも理解し
ている。
・コミ協まつりでは、ダンス部と吹奏楽部に出演していただいた
が、毎回、大変好評で人気もある。是非、来年度も出演の継続をお
願いしたい。
・週７で活動している部活動（ハンドボール部）があり、月毎の練
習計画も事前に配布されていないので、改善をして欲しい。
・有志部活動による、毎朝の町内清掃には大変感謝している。最
近、越ヶ谷高校の評判が非常に高くなっている。
・部活動ホームページの更新は、部によって差がある。年に一度も
更新されない部活もあるようなので、学校としての対応を検討して
欲しい。

・中学生の時、ロータリークラブでオーストリアに行ったことが
ある。海外研修の機会があることやロータリークラブについて、
もっと生徒に宣伝した方がよいと思う。
・部活動ではなく、ボランティア活動をするようなクラブがあれ
ば、オーストラリア海外研修や交換留学などに参加しやすくなる
のではないか。
・ロータリークラブを活用して、越ヶ谷高校でも交換留学を実施
してみてはどうか。

