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学校法人五島育英会 学校評価制度 平成２６年度 実施報告書 

分 野 教育設計に関する分野 

達成目標と具体的取り組み（要約） 達成状況 

＜学科・コースの再編成計画＞ 
１．新類型・コースを実施。平日7時限・土曜日授業の実施。

２，３年生の土曜日授業の中で、キャリア教育を重点と

した企画を実施。  

７時間授業・土曜日授業を取り入れ、２４単位増とする。

在校生に関しても教育課程表の変更を行い、授業を実施。

 2・3年生の土曜日授業については、「進学」「自分新

発見」にわけ、進学は毎週、「自分新発見」は隔週で実

施。特に、「自分新発見」においては、教養、資格取得

といった内容で、担当者を決め、共通課題作成し授業を

行った。 
＜教科指導計画・新シラバス・HR運営＞ 

２．コース毎の授業目標、計画、シラバス、年間指導計画の

作成と授業改善の実施。 

 プロジェクト提案によるHR運営の検討。 

 

教科別に年間授業指導実施計画(ロードマップ)を作成。

進路指導の観点を入れたシラバスを鑑みながら、毎週実

施する科会にて週ごとの授業の進度状況チェックを行

った。 
国・数・英の3教科で習熟度別授業を実施。 
平成 26 年度プロジェクト①「誇りある豊かな高校生

活」による豊かな HR 運営の提案を受け、SHR、LHR
運営について、時間前に教室へ行き、生徒の状況把握、

個別面談等に時間を割き、生徒の内面に触れる機会を組

織的に増やした。 
＜サイエンステクノロジーコース＞ 

３．実践的な授業の展開。 
 

新学校設定科目「ｻｲｴﾝｽﾘﾃﾗｼｰ」において、地元企業及び都

市大はじめ他大学の先生に講師をお願いし、8回の講演会を

実施。 

10月より目的別（資格取得に絡めた）での実習を展開。 

2年後の「科学技術研究」を見据え、現3年生の課題研究に

おいて、外部との連携テーマを増設し、授業を展開した。

＜都市大グループでの学校間連携＞ 

４．大学との遠隔授業、市民公開講座、附属高校間での交流

を図る。 

遠隔授業として環境学部岡部大介准教授の「情報環境論」

を後期に実施。5名が受講し、受講者全員認定となった。 

今年度の市民公開講座は、塩尻市からも依頼され木育フ

ェスティバルに絡めて、環境学部涌井教授による講演会を

「木育時代」と題し実施したが、出席者は50名ほどであっ

た。広報活動も意欲的に展開したが、なかなか出席者が伸

びなかった。来年度実施の有無も含めて検討。 

 付属高校間の連携として、付属中高、等々力中高への

視察を国・数・英の教員が実施。また、都市大見学バスツ

アーをキャリア教育の一環として実施した。生徒間交流と

して野球部が付属中高・等々力を招き、３校で交流試合を

実施した。 

＜校内ネットワーク＞ 

５．生徒個人カルテ・成績処理・指導要録・生徒出席管理・

教職員動態等のネットワーク利用の研究。 

 

成績処理・指導要録については本年度用に改訂を行った。

個人カルテおよび出席管理については、入力枠データの

作成を行った。 

生徒出席管理については紙ベースでの管理体制を構築し

た。さらに教職員動態のネットワークにおける管理体制を

現在検討中である。 
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分 野 学力向上に関する分野 

達成目標と具体的取り組み（要約） 達成状況 

＜進路指導の充実＞ 
１.進路意識を高める 
具体的な進路の道筋を指導し、生徒を励ます。 
① 学習カウンセリング  

担任が昼休みに実施し、月に１回は必ず生徒と

進路についての面談をする。 
○特別選抜類型・特進Ｚコース：担任・学力向

上部の進学担当者が実施  
○総合進学コース、文理進学類型：担任が実施

○総合工学科：担任が実施 
就職者については、学力向上部の就職担当者が全

員実施する。  

 
 

 
①担任が各生徒と月１回以上の面談を実施した。３年普通科特

進Ｚコースについては担任と学力向上部の進学担当者が、普

通科総合進学コース・総合工学科は担任が面談を実施した。

総合進学コース・総合工学科の成績上位者３名については、

学力向上部が学習カウンセリングを実施した。 
 
 

就職希望者については、就職担当者が面談を７４名全員に実施

し、希望者の内定率１００％を維持することができた。 
２.学力向上 
目標：東京都市大学１０名以上・国公立大学７名・

他私立大学７０名（日東駒専計５名以上を含む）

① 学習量を高める 
 
② 学習内容の精選 
 
③ センター試験受験対応（受験者数７５名目標）

 
④ 指導体制（朝・放課後のSZ講座の充実、教員

の力量の向上、受験戦略会議、 受験指導体制

の強化、予備校との連携、外部模試分析報告会）

を確立し実施する。 
⑤ 各教科年間指導計画に基づく授業展開とプロ

ジェクトチームによる指導研究と修正。 
⑥ 予備校講座と授業の位置づけの研究。 

 
合格者は、東京都市大学６名・国公立大学３名・他私立大学

４７名（日東駒専計５名）であった。 
①支援センター利用により、特進クラス生徒の学習量が一人あ

たり１日平均３０分増加した。 
②習熟度別授業を実施し、学習内容を精選しながら授業を展開

した。 
③特進Ｚコースでは、１２月よりセンター特別編成授業を実施

した。（センター試験受験者６４名） 
④朝・放課後のＳＺ講座、教員の力量向上のための研究授業、受

験戦略会議、予備校との連携（予備校の授業内容の検証）、職

員会議の中で外部模試の分析報告会を実施した。 
 
⑤ロードマップを作成し、１年間の授業計画を立て、今年度の授

業進度や内容を検証し、再修正した。 
⑥予備校講座と授業との位置づけを研究し、受験に対応できる

教育システムの再構築を検討した。 
個人指導体制の確立 
① 学習支援センターの発足と活用（９月より）。

 
② 宿題・校外模試・ＴＭノート・学習チューター

の確立。 

 
① ９月より学習支援センターが利用可能となり、毎日３０～

４０名の生徒が２１時まで学習に取り組んだ。 
②学習量が増えるよう、宿題を定期的に与えた。３年生を対象

に、校外模試を年１１回実施した。１年生を中心にＴＭノー

トを活用した。２６年度は、個人指導よりは、学習集団づく

りに重点を置き、全体を指導した。 
３.就職内定率１００％ 
就職指導体制の充実として、次を実施する。 
① 就職支援員の設置の継続 
② 企業訪問 
③ SPI講座の開講 
④ 企業見学・インターンシップ 

 

 
 
①就職支援員の支援を受け、就職内定率１００%を達成した。 
②１年を通して、約８０社の企業訪問を実施した。 
③SPI講座を５月後半～８月に開講した。受講者７０名。 
④３月に２年生の就職希望者が、２５社に４７名企業見学を実

施した。インターンシップについては、夏休みに２８社で延

べ４６名実施することができた。 
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＜SZプロジェクト目標＞ 
① 駿台提携信州予備校の放課後講座の実施 
 
 
② 学習カウンセリングの導入 

 
③ 全国模試の定期的実施 

 
④ 教員の資質向上 
 
＜進学飛躍プロジェクト目標＞ 
２６年度は１１講座を開講し、すべての講座を

実施。学習成果が向上するため、講座選択を指

導し、追跡分析を実施して学力を向上させる。

 
① １～３学年で国語，数学，英語の講座を開講した。実施後の

生徒アンケートでは、学力向上につながるとの感想が多かっ

た。 
② 学習カウンセリングでは、各学年で面談を実施し、進路選択

についてのアドバイスを実施した。 
③ 全国模試を各学年で定期的に実施し、データをもとに進路選

択に役立てさせた。 
④ 各教科で研究授業を定期的に実施し、互いの授業について

意見交換を行い指導力向上に努めた。 

 

合計１１講座を開講した。 

・ 「Ｔ－Ｎｅｔ講座」では、河合塾のサテライト講座を導入した。 

・ Ｅラーニング講座では、河合塾のｋａｅｌ（カエル）システムを導入

し、生徒が携帯電話で時間・場所の制限なく学習できる環境を整

備した。 

・ ＴＭノートは１年生を中心に活用した。学習状況を見ながら、生

徒の面談材料とした。 
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分 野 生徒活動に関する分野 

達成目標と具体的取り組み（要約） 達成状況 

 
 １．充実した特別活動を通じて、生徒の自主性・自発性

を伸ばす。 
Ａ，生徒会活動の活性化 
  新組織の発足と充実した活動 
  地域ボランティア活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ，学校行事の活性化 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ，部活動の活性化 
 

 
Ａ，生徒会の新組織を発足させ各委員会が主体となり活動

を展開することができた。懸案であった月１回の定例会も

予定通り行うことができた。 
昨年度から取り組んでいる田川のシバサクラの植栽活動

をさらに発展充実させることができた。新たな地域ボラン

ティア活動として、「通学路花いっぱい運動」を立ち上げ、

公園の歩道に花を移植し地域住民に喜んで頂くことがで

きた。 
 
Ｂ，文化祭では研究テーマを設定し学年、クラス毎にそ

の成果を発表することができた。２回目となる体育祭は大

成功を収め生徒の満足度も高い。ＰＴＡと連携協力を図り

豚汁の炊き出しを実施した。２回目となる学年コーラスは

学年を超えた４グループに編成し練習の成果を発表する

ことができた。 
 
Ｃ，１年男子のクラブ加入率が初めて８０％を超えた。

一方１年女子は５０％と低調であった。加入率は全体で７

０％にとどまり目標は達成できなかった。全国大会出場数

は目標３団体（サッカー、女子バレー、ダンス）を達成、

北信越は目標３団体（ソフトテニス、卓球、女子バレー）

を達成、県大会は目標１０団体（サッカー、女子バレー、

野球、ラグビー、女子バスケット、男子ソフトテニス、女

子ソフトテニス、卓球、空手、陸上）を達成した。 
 文化部では、茶道、ボランティア、料理、書道などの女

子主体の活動が盛んであった。 
２．規律ある基本的生活態度と習慣を養う。自他共の人

権を尊重する態度を育む。 
Ａ，制服着用・整容指導 
 
 
 
 
Ｂ，挨拶の習慣化、授業規律の改善と向上 
 
 
 
Ｃ，人権意識の向上 
 
 

 
Ａ，新制服の導入により、重点項目であった女子スカー

ト丈と第１ボタンについては大幅な改善がみられた。日

常の身だしなみ指導により茶髪やピアスはほとんどみら

れなくなった。 
Ｂ，授業規律については、授業で教科担任がチェックし

た結果を学年会や職員会で情報の共有を図り、改善に向

けて個別の指導面談を実施した。 
 
Ｃ，定期的に職員向けと生徒向けに人権意識を啓発する

ための生徒活動部通信を発行し、教員の生徒に対する

接し方や生徒同士の関わり方を考える機会を増やし

人権意識の向上に努めた。 
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分 野 教育検証に関する分野 

達成目標と具体的取り組み（要約） 達成状況 

 ＜.職員研修の充実＞ 
教員間の授業研究および外部公開授業の実施によ

る教職員の研修をおこなう。各部・各教科研修計画

を立て、積極的に参加する。 

 
各教員が研究授業を月１回以上実施し、授業力向上に努め

た。最低月２回の授業研究を参観することで、自らの授業

改善に努めた。（授業研究実施延べ数159回、参観教員延

べ数592人） 
＜多様な外部･内部の評価制度の導入＞ 
1. 現行実施の評価制度と外部評価を継続する。 

 
2. 代ゼミによる授業アンケートを実施する。 
 
3. 月１回の学習アンケートを実施する。 

 
1. 学校評議員会では、平日7時限や土曜授業など学習指導体

制について良い評価を得た。 
2. 授業アンケートでは特に実技系科目のポイント上昇が見

られた。 
3. 家庭学習の定着度合がわかり、宿題や自主学習指導の工夫

が必要であることがわかった。 
＜危機管理の徹底＞ 
マニュアルに基づき、危機管理を図る。 
 

 
HR活動において危機管理について指導を徹底した。救急救命

講習(1 年生全員)や、新校舎講堂を利用した総合防災訓練によ

って、生徒の危機管理意識が向上した。 
 
 
分 野 入試管理に関する分野 

達成目標と具体的取り組み（要約） 達成状況 

＜活動方針＞ 
新生都市大塩尻の３つのビジョンに向けて、入試管

理の視点より、積極的な活動を展開し、中学生はじ

め保護者、地域、中学教諭・塾が本校に対してより

信頼と興味関心を持ってもらえるよう、魅力ある学

校の様子を地域に発信する。 

 
目標達成実現のため、左記の活動方針のもと、下記の①～③に

重点を置いて取り組んだ。 
①体験学習会、学校説明会 
②広報ツール 
③入試問題作成 

志願者数1500名を目標とする 
（年度途中で1200名から1500名へと上方修正）

 
平成27年度入試の志願者数は1,556名で、昨年度の目標（1,100
名）よりも約450名、本年度の当初目標（1,200名）よりも

約 350 名増え、上方修正した 1,500 名の目標値をも上回っ

た。 

定員の確保 260名の定員に対し、入学者263名で、定員を確保した。 
 

 
 
 


