平成２８年度学校自己評価システムシート（埼玉県立越谷北高等学校）
目指す学校像

生徒が高い志を胸に、勉学・部活動・学校行事に主体的に取り組み、創立５０周年に向けてさらに進
路実績を伸ばすとともに、社会で活躍できる骨太で品格あるリーダーを育成する。
達

重点目標

１

質の高い授業で、基礎基本を確立させ、一人ひとりの学力向上を図る

２

高い志を醸成し、卒業後も広い視野を持って活躍できる人材を育成する

成

３

規律ある生活態度と人権意識を高め、品格ある北高生を育成する

度

４

創立５０周年に向けて「努力と実績」の教育活動を広く発信する

Ａ

ほぼ達成

（８割以上）

Ｂ

概ね達成

（６割以上）

Ｃ

変化の兆し

（４割以上）

Ｄ

不十分

（４割未満）

※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。
出席者 学校関係者
生 徒
事務局（教職員）

９名
４名
１１名

※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
番号

現状と課題

度

評価項目

・学校評価アンケートでは、授 ・学力向上と授業改善の
取組
業や進学講習などの学習指
導体制に対する生徒の満足
度 87％、保護者の満足度 93
％と高い評価を得ているが、
１
さらに思考・判断・表現等の ・時間管理能力と自学自
習力の育成
力を高めるための授業改善
が必要である。
・考査前の学習時間は増加して ・理数教育の充実
いるが普段の自学自習力を
育成するため、時間管理能力
を身につけさせる必要があ
る。

目

校

自

己

標

評
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学
年

度

評

価（２月１日現在）

具体的方策

方策の評価指標

評価項目の達成状況

①受講、視察、模試分析、教科研修など校
内外で授業研究を行い、補習・講習を含
めた戦略的な教科指導計画を策定する。
②生徒による主体的な学習活動を取り入れ
た授業を実践する。
①教科間の課題の調整、部活動の時間設定
の工夫、「北高Diary」の有効活用により
時間管理能力を養うことで自学自習力を
育成する。
①課題発見力の育成を目的としたカリキュ
ラムを課題研究などの理数教育に取り入
れる。
②理数科卒業生や理系大学等とのネットワ
ークを構築する。
③ＳＳＨの申請

①教科自己評価シートにお
いて計画、中間報告、達
成度評価ができたか。
②学校評価アンケート生徒
満足度90%以上。
①授業評価アンケートで家
庭学習時間が昨年度比較
で向上したか、また、北
高Diaryを活用したか。
①課題発見力を授業の目標
に設定しているか。
②新たな理数科行事が策定
できたか。
③ＳＳＨに申請したか。指
定されたか。

①教科授業研究、教科シートによる中間・達成
度評価を行い全教職員で情報を共有した。ま
た、アクティブラーニングの実践的取組を行
い、課題を共有した。
②生徒満足度は84.2％で目標に届かなかった。
①学年主体で課題量のバランスを調整し、平日
の平均家庭学習が１・２年生1.6h(昨年1.4h)
３年生4.1h(昨年3.8h)で昨年比で増加した。北
高Diaryを活用する生徒が増加した。
①ＳＳＨ申請のための協議を通して、課題発見
力育成の必要性を明らかにした。
②理数科行事は昨年度並みの実施だが、生徒の
興味関心の向上、研究の動機づけができた。
③目標達成・評価の方策、専門家の助言などの
内容を新たに盛り込み申請した。

・卒業学年は、６月段階の第一 ・高い志と広い視野の醸 ①進路個別面談、ガイダンス、講演会等を ①第一志望校（6月）合格率 ①第一志望校(11月)は6月比で国公立86％、うち
志望をあきらめさせない指
成による第一志望の進
効果的に実施する。
を40％以上。
難関83％、早慶上理108％、GMARCH108％
導に取り組み、難関大をはじ
路実現
②センター試験後の国立大後期及び私大対 ②学校評価アンケートの生 ②生徒満足度は88.6％、保護者満足度は90.6％
め国公立大学合格者数で期
策を充実する。
徒満足度90％以上。
で、適切な指導が行われた。
２
待以上の成果を上げたが、引
③県指定事業「骨太リーダー育成」を活用 ③「骨太リーダー事業」に ③骨太リーダー各事業の報告書を分担して作
き続きあきらめない指導と
し、リーダーとなる意欲を育てる
参加し成果を共有したか
成し冊子にまとめた。
サポートが必要である。
・難関大学の受験者数、 ①平常講習・長期休業中の講習を引き続き ①セ国立型(45％)難関国公 ①第一志望校(11月)は国公立184名うち難関20
・新入試制度とともに、大学が
合格者数の増加
充実させ、参加者を向上させるとともに
立合(10名)国公立合(80名
名、早慶上理78名、GMARCH81名。平常講
求める学力と進路意識を組
生徒間の進路実現のチーム力を育てる。
)難関私立合(80件)準難関
習24コマ／週、夏期講習121講座。参加生徒
織的に研究し、情報共有を行
私立合(250件)以上。
のべ3,233名。
②2020 年度新テストについて、組織的に情
う必要がある。
②新テスト情報の共有
②高大接続改革への組織的な取組を確認した。
報収集と共有、対策を行う。
・基本的生活習慣と規範意識は ・正しい倫理観と品格の
育成
概ね身についていると言え
るが、直面したケースに対し
自ら正しく判断できないこ
３
ともあり、正しい倫理観と北
高生としての品格を引き続 ・学校行事・部活動・奉
仕活動への積極的な参
き自覚させる必要がある。
加
・新事業「骨太リーダー育成」
・リーダーとして活躍で
への移行を有効活用し、育て
きる人材の育成
たい生徒像を共通理解した
上で教育する必要がある。

①挨拶、整容、自転車等を含む登下校のマ ①生徒・保護者の生徒指導 ①挨拶、整容、交通安全等の学年間で統一した
ナーを自らの判断で改善する力を養うと
満足度90％以上。
指導を行った。生徒満足度82.1％、保護者満
ともに、ＳＮＳ等情報通信のモラルに関
足度92.3％で、適切な指導が行われた。また
する指導を徹底する。
生徒指導に係る分掌・学年の連携会議を定期
的に実施し、共通理解を図った。
①部活動加入を促進し、全校を挙げて文武 ①部活動入部率95％維持。 ①１・２年生部活動加入率(12月)91.1％だった
両道を実践する姿勢を育てる。
②生徒会・部活動の奉仕活
が１年生の加入率98.0％を維持した。
②生徒の主体的な地域貢献活動を行う。
動件数。
②生徒会、部活動による地域連携はのべ23件。
①県事業「骨太リーダー育成」等を活用し ①各種骨太事業の参加数（ ①骨太リーダー事業への生徒派遣は19名/7事
ながら県主催行事、学校行事をとおして
のべ20名以上）及び、学
業で本年度目標達成予定。教員参加者は19
指導力・共感力を育て。
校行事の生徒満足度95％
名。また、学校行事の満足度は生徒91.4％、
以上。
保護者95.6％で、適切に実施できた。

・学校ＨＰを地域・保護者のニ ・理解しやすい外部への
ーズに応えるものとして進
情報発信
化させてきたが、創立５０周
年に向けてさらに見やすく
４
理解されやすい内容に発展
・計画的な生徒募集活動
させる必要がある。
の取組
・学校公開（土曜、説明会等）
は中学生等の参加者も増加
し高い評価を受けたが、校内
美化など明らかになった課
題を解決する必要がある。

①学校ホームページを明るくわかりやすい ①更新数、アクセス数（約 ①ＨＰの工夫と更新によりアクセス数2,000件/
内容に改善し、積極的に更新する。
2000件/日）の増加。
日以上、説明会参加者の増加が見られた。
②創立５０周年事業に向け、ＰＴＡ、後援 ②ＨＰ・メールの保護者満 ②保護者満足度87.9％で、適切に利用できた。
会、同窓会との連携を強化する。
足度90％以上。
①学校説明会、中学校訪問、進学フェア、 ①土曜授業参加者数とアン ①土曜公開授業平均参加数137名。授業への取
ミニ説明会、学習塾等派遣等、生徒募集
ケートによる指摘事項、
組は高評価であったが、施設充実は低評価。
活動計画を総合的に策定する。
及び学校評価アンケート
土曜授業の生徒満足度59.7％、保護者82.3％
②課題を共有した上で全職員が生徒募集に
の土曜授業満足度生徒70
で、目標に届かなかった。
あたり、志願者を増加させる。
％、保護者90％の増加。 ②志願者(12月)が普通科1.42倍、理数科1.18倍と
②志願者数の昨年度比較。
なり昨年比で志願者数が増加した。

達成度

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

次年度への課題と改善策

校
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平成２９年２月１５日

学校関係者からの意見・要望・評価

・育てたい力を明らかにし、組織
的にアクティブラーニング等主
体的な学びの方法を開発する。
・学校行事の影響による授業時間
の不均衡を改善する。
・学年と教科が連携し、低学年の
家庭学習時間の増加の方策を明
らかにする。
・課題発見力を育成する教育を各
教科で進める。
・卒業生を教育の資源として有効
に活用する。
・理数分野への興味関心が更に高
まる教育の機会を検討する。

・アクティブラーニング型の授業には予習

・引き続き、第一志望をあきらめ
させない進路指導に取り組む。
・骨太リーダー事業の活用、行事
目標の明確化等により、将来を
見据えた進路指導改善を行う。
・進学講習の信頼度をさらに向上
させ、生徒参加率を上げると共
に上位層の学力を伸ばす。
・高大接続改革（新入試制度）へ
の課題に組織的に取り組む。

・今後の国公立大学の推薦入試やＡＯ入試

が欠かせない。生徒が予習時間をどれく
らいとっているかが重要であり、分析す
る必要がある。アクティブラーニング
は、復習中心の学習から予習中心に移行
させることだと考える。
・「北高 Diary」を、生徒がどれくらい活
用しているかを把握することが重要で
ある。
・大学の学部・学科が多様化して卒業生を
追うことが難しくなっているが、財産と
して活用してもらいたい。
では、体験活動などの主体的な学びが問
われるので、通常の勉強以外に大学との
連携などを、長期休業を使って積極的に
やっていくべきである。
・２０２０年の大学入試改革に向けて、ど
ういう人材を育成し、そのためにどのよ
うな教育をしていくのか、２０３０年を
見据えた教育実践を期待したい。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

・引き続き、規範意識の高揚と行
動力の育成の方策を立てる。
・ＳＮＳ、教育相談、救命、情報
セキュリティ等に関する教員研
修を実施する。
・学習と部活動の両立ができるよ
う配慮した教科と顧問間の連携
を行う。
・地域連携を行う部活動を増加さ
せ、信頼ある学校作りを行う。
・リーダー育成の観点で教員研修
と実践、生徒会等指導を進める
・ＰＴＡ・後援会・同窓会と連携
し、ＨＰ・ＰＴＡ活動・生徒募
集活動、周年行事等を通して、
更に開かれた学校作りを行う。
・生徒募集の課題を明らかにし、
全教職員で更に取り組む。
・緊急メールサービス等の危機管
理体制を見直す。
・美化委員会を活用するなどして
校内美化に努める。

・北高生は、成功体験が多いので何事も前
向きに取り組む反面、不登校・部活の中
途退部など挫折したときの弱さがある。
その時の心理的ケアが重要である。先生
が生徒をケアする態勢だけでなく、生徒
同士（特に上級生が下級生を）でケアす
る態勢も必要である。
・重点目標２と３の骨太リーダーが重複し
ているように感じるので、それぞれをも
っと明確にした方がよい。
・土曜授業の趣向を変えて満足度を上げて
はどうか。
・ゴミ拾いなどの活動は、地域で話題にな
っている。是非、今後も地域との連携を
お願いしたい。
・小・中・高と連携した人格形成、人間育
成を協働的に推し進めてほしい。

