
学 校 評 価

平成３０年度の学校評価

育てたい生徒像として、「挑戦する人(risk-takers)」を掲げる。多くの卒業生がこれに
当てはまるが、現代ではこれを見失わない教育に意識して取り組むべきである。ひいては
本校が社会の各分野での「イノベーションの源泉」たることを目指す。
(ｱ) 教職員が余裕をもって生徒に対することができる環境づくりをする。

本年度の (ｲ) 三つのプラン（出る杭発見・伸長、起業家魂育み、海外進出促進）による才能の伸
重点目標 ばし方を全校的に考えていく。

(ｳ) 33単位65分授業による「主体的、対話的で深い学び」を追究する。
(ｴ) 高い目標を掲げて切磋琢磨する、挑戦の志を育む。
(ｵ) 行事や普段の生活においても、自主自律の、健全な精神を培う。
(ｶ) 100周年記念行事の遂行を通じて、生徒の自信と誇りを培う。
(ｷ) これらのことを明確なイメージをもって地域に発信し、モチベーションの高い入学
者をつくる。

項目(担当) 重点目標 具体的方策 留 意 事 項
①在校時間等の状況記 ・会議、委員会につい ・出来る限り会議、委員会の一部を週時程

服務 録の集計結果等を安 ては、整理、精選し 内で実施する。
（教頭） 全衛生委員会等で確 ながら実施回数を減 ・土日の部活動の活動状況の把握に努め

認し、１か月間の時 らし、多忙化解消の る。
間外労働が80時間を ための再整備を行
超える教職員が毎日 う。
前年度より減るよう ・土日の部活動につい
に、教職員の健康障 ては原則どちらか一
害防止に努める。 日を休養日とする。

②教職員の年次休暇の ・定時退校日を14日以
計画的な使用を促進 上定める。
するための環境整備
に努める。

①33単位65分授業にお 授業アンケートの実施 ・授業アンケートや公開授業等を利用し、6
ける「主体的・対話 公開授業月間の実施 5分授業における「主体的・対話的で深い

学習指導 的で深い学び」の追 ４種類の時間割作成 学び」を全校体制で追求していく。
（教務部） 求 校務支援システム（メ ・成績処理の方法を明確に示し、ミスのな

②校務支援システム ソフィア）による成績 い正確な成績処理を実施していく。
（メソフィア）によ 処理方法の確立
る正確な成績処理の 入力チェック体制の確
実施 立

①防災・防犯体制の整 防災講話、防災避難訓 ・災害時に「命を守る行動」がとれるよう
備 練、帰宅班編制を実施 な指導を心がける。

防災・式典 する。
(総務部) 帰宅確認方法の研究を ・防災時の行動マニュアルを職員・生徒と

行う。 もに周知させる。
②半田高校100周年記 実行委員会の各事業計 ・同窓会やＰＴＡと連携して、記念事業の
念事業の準備 画を推進する。 準備を具体的に進める。

①基本的生活習慣の確 規則正しい生活習慣を ・効果的なタイミングで出欠統計を還元し
立と自己管理能力の 確立させる。 活用してもらう。欠席・遅刻過多生徒へ
育成 携帯電話等の使用ルー の個別指導を実施する。

ルを厳守させ、利用モ ・校内での携帯電話等のルール厳守を徹底
ラルを向上させる。 する。利用モラルの指導を工夫する。

②部活動の活性化と学 練習時間の確保と効率 ・挨拶を励行するとともに、活気のある効
業との両立 的な練習を追究させ、 率的な活動を目指し、逞しい生徒を育て

学業との両立を図る。 る。
③交通事故防止 自転車通学者の交通事 ・登校指導、下校指導、講話、掲示物等を

故防止に努める。 通じて、交通事故防止の啓発に努める。
④ひいらぎ特別支援学校 交流活動のさらなる充 ・両校の実態に即して、交流活動をより充
との交流活動の推進 実を図る。 実したものにする。

⑤100周年記念事業へ 100周年記念事業にお ・100年周年記念事業に向け実行委員会を中
の生徒意識を高める ける生徒企画を充実し 心に生徒の意識を高める。

生徒指導 たものとする。
(生徒指導部) ⑥いじめの未然防止に 全校集会や学年集会、 ・生徒がいじめ問題について主体的に考

係る取組の充実 ホームルーム活動にお え、自らに関わる問題として捉えられる
いて、友情や基本的人 ようにする。
権に対する理解を深
め、生徒がいじめ問題
を主体的に考える機会
を設ける。



⑦いじめの早期発見、 「いじめ・不登校対策 ・「いじめ・不登校対策委員会」の役割を
適切な事案対処 委員会」の役割を具体 生徒や保護者に周知することで、生徒が

化し、教職員間で共有 安心して学校生活が送ることができるよ
するとともに、生徒や うな環境づくりを行う。
保護者にも周知する。
いじめアンケートの実 ・生徒が記入しやすいアンケートの様式や
施方法や、その後の対 実施方法、その後の組織的な対応の在り
処の在り方について検 方について検討する。
証し、いじめの早期発
見、適切な対応につな
げる。

①挑戦の志の育成 効果的な模擬試験の分 ・有用な情報伝達、生徒状況の把握のため
②各種テスト及び調査 析を模索する。 に有効な模擬試験分析を行う。

進路指導 の利用 進路行事の見直し・充 ・進路行事の見直し・充実により、高い進
(進路指導部) 実を図る。 路目標をもたせる。

③補習の活用 志望大学を意識した講 ・補習を生かした志望大学に向けた取組を
座を開講する。 推進する。

④進路資料及び進路情 進路室・進路だよりを ・進路意識の向上をねらい、進路室の整備、

報の有効活用 よりよいものにする。 進路だよりの効果的な発行をする。
①心身の健康の増進 健康観察に努める。 ・心身の健康状態を早期に把握するために
②危険を予測し安全に ＡＥＤ講習会・校内安 健康観察表を活用する。

保健･安全･ 行動できる能力を身 全点検・危機管理に対 ・講習会や安全点検などを実施し、状況の
環境 につける。 する取組を実施する。 把握と早期対応を図る。
（保健部） ③環境美化に努め学習 ゴミの分別と減量化を ・ゴミの分別と持ち帰りを徹底させる。

環境の向上を図る。 推進し、校外清掃活動 ・校外清掃活動への参加を呼びかける。
を充実させる。 ・100周年にふさわしく、校内の花壇を充実

する。
①活発な図書館利用 正しい利用方法を指導 ・入学時のオリエンテーションや日常の教
②蔵書整理 する。 育活動の中で、利用マナーの向上を図る

読書指導 ③資料の受入・資料整 来館者・貸出冊数の増 とともに図書館利用の機会を増やす。
(図書情報部) 理の効率化 加を目指すための工夫 ・話題の図書の早期導入・蔵書点検・整理

④半田高校100周年記 を行う。 を行って、良質な読書環境をつくる。
念誌の作成 館内の蔵書点検・整理 ・収集した資料を整理し、100周年記念誌作

を行う。 成する。
①情報機器の活用 情報機器の利用方法に ・利用者の要望を反映して、情報機器の利

ついて研修を行う。 用環境を整備する。
情報化推進 ②校務に関する情報処 データの共有を適切に ・関係分掌と協力し、データの共有を効率
(図書情報部) 理の円滑化 行う。 的に行う。。

③教育活動の発信の活 ホームページの更新を ・各分掌に働きかけて、更新の技術的なサ
発化 迅速に行う。 ポートを行う。

①探究活動の実施規模 全校生徒が探究活動で ・前年度まで３学年で、理型のみになって
きるための教材開発 いた探究活動を文型にも拡大、全校体制

で取り組めるようにする。
②評価手法とその分析 探究活動において身に ・GPS (Global Proficiency Skills

ＳＳＨ事業 付いた能力の分析 program:Benesse）を新規導入し、探究
推進 能力を外部からの客観的な評価で詳しく
（ＳＳＨ部） 分析していく。

③生徒への広報活動の 本校SSH事業に対する ・伝達法を改善し、知多地区生徒探究発表
工夫 魅力のある広報活動 会、中学生サマーサイエンスセミナー等

に多くの外部生徒を参加させる。
④連携校との交流事業 タイ国マヒドン校との ・国際交流委員会と連携し、今年度の受け
（受け入れ） 交流事業の確立 入れ体制を確立、十分な準備の上で実施

する。
⑤連携校との交流事業 海外進出促進プランの ・実施規模、選考基準、渡航費等補助につ
（訪問） 推進 いてを見直し、より多くの生徒が海外研

修に参加し易い体制を確立する。

・業務改善に向けた取組と多忙化の解消に向けた取組

学校関係者評価を実施する ・学習指導における授業改善の推進及び家庭学習の充実

主な評価項目 ・ＳＳＨ事業のさらなる事業の充実と再申請に向けた取組

・100周年記念事業への取組



前年度の学校評価

ア 自己評価結果等

育てたい生徒像として、「挑戦する人(risk-takers)」を掲げる。その実現に向け、以下を
重点目標とする。
(ｱ) 教職員が余裕をもって生徒に対することができる環境づくりをする。
(ｲ) ＳＳＨを全校で意識し、知の刺激を与え続け、次期申請を適切に行う。

前年度の (ｳ) 「主体的、対話的で深い学び」を取り入れ、積極的な学習態度を養う。
重点目標 (ｴ) 高い目標を掲げて切磋琢磨する、挑戦の志を育む。

(ｵ) 行事だけでなく、普段の生活においても、自主自律の、健全な精神を培う。
(ｶ) 平成30年度の100周年を見据え、同窓会・PTAと協力しつつ、記念事業を準備する。
(ｷ) これらのことを明確なイメージをもって地域に発信し、モチベーションの高い入学
者をつくる。

項目(担当) 重点目標 具体的方策 評価結果と課題
①教職員が余裕をもっ 会議、委員会を整理、 ・連絡会を廃止し、代わりにSSH次期申請タ

服務 て生徒に対すること 実施回数を減らし、多 スクフォースを立ち上げ週時程内で協議
（教頭） ができる環境づくり 忙化解消のための再整 の場を設定した。

をする。 備を行う。 ・委員会の一部を週時程内で実施した。
①「主体的・対話的で 校内研究授業を充実さ ・研究授業を充実させることはできなかっ
深い学び」の追求 せる。 た。来年度は公開授業月間等の実施を検

学習指導 ②教育課程の研究 来年度入学生の教育課 討する。
（教務部） 程を検討する。 ・次期ＳＳＨ申請・次期学習指導要領を見

③学校行事の検討 運営委員会等で来年度 据え，教育課程を変更した。
の行事検討をする。 ・分掌の枠をこえ、学校全体で行事の検討

④メソフィア導入の検 メソフィアによる成績 を行った。
討 処理の試行をする。 ・図書情報部と連携し、メソフィアによる

成績処理の試行を行った。
①防災・防犯体制の整 防災講話、防災避難訓 ・災害時に「命を守る行動」がとれるよう
備 練、帰宅班編制を実施 な指導を心がける。

防災・式典 する。
(総務部) 帰宅確認方法の研究を ・防災時の行動マニュアルを職員・生徒と

行う。 もに周知させる。
②半田高校100周年記 実行委員会の各事業計 ・同窓会やＰＴＡと連携して、記念事業へ
念事業の準備 画を推進する。 の機運の盛り上がりを図る。

①基本的生活習慣の確 規則正しい生活習慣を ・効果的なタイミングで出欠統計を還元し
立と自己管理能力の 確立させる。 活用してもらう。欠席・遅刻過多生徒へ
育成 携帯電話等の使用ルー の個別指導を実施する。

ルを厳守させ、利用モ ・校内での携帯電話等のルール厳守を徹底
ラルを向上させる。 する。利用モラルの指導を工夫する。

②部活動の活性化と学 練習時間の確保と効率 ・挨拶を励行するとともに、活気のある効
業との両立 的な練習を追究させ、 率的な活動を目指し、逞しい生徒を育て

学業との両立を図る。 る。
③交通事故防止 自転車通学者の交通事 ・登校指導、下校指導、講話、掲示物等を

故防止に努める。 通じて、交通事故防止の啓発に努める。
④ひいらぎ特別支援学校 交流活動のさらなる充 ・両校の実態に即して、交流活動をより充
との交流活動の推進 実を図る。 実したものにする。

⑤100周年事業の生徒 100周年生徒企画につ ・文化委員を活用し、生徒企画の話を進め
会企画 いて、話を進める。 るとともに100年周年事業に向け実行委員

会を組織する。

生徒指導 ⑥いじめの未然防止に 全校集会や学年集会、 ・生徒がいじめ問題について主体的に考
(生徒指導部) 係る取組の充実 ホームルーム活動にお え、自らに関わる問題として捉えられる

いて、友情や基本的人 ようにする。
権に対する理解を深
め、生徒がいじめ問題
を主体的に考える機会
を設ける。

⑦いじめの早期発見、 「いじめ・不登校対策 ・「いじめ・不登校対策委員会」の役割を
適切な事案対処 委員会」の役割を具体 生徒や保護者に周知することで、生徒が

化し、教職員間で共有 安心して学校生活が送ることができるよ
するとともに、生徒や うな環境づくりを行う。
保護者にも周知する。
いじめアンケートの実 ・生徒が記入しやすいアンケートの様式や
施方法や、その後の対 実施方法、その後の組織的な対応の在り
処の在り方について検 方について検討する。
証し、いじめの早期発
見、適切な対応につな
げる。



①挑戦の志の育成 効果的な模擬試験の分 ・有用な情報伝達、生徒状況の把握のため
②各種テスト及び調査 析を模索する。 に有効な模擬試験分析を行う。
の利用 進路行事の見直し・充 ・進路行事の見直し・充実により、高い進

進路指導 実を図る。 路目標をもたせる。
(進路指導部) ③補習の活用 志望大学を意識した講 ・補習を生かした志望大学に向けた取組を

座を開講する。 推進する。
④進路資料及び進路情 進路室・進路だよりを ・進路意識の向上をねらい、進路室の整備、

報の有効活用 よりよいものにする。 進路だよりの効果的な発行をする。
①心身の健康の増進 健康観察に努める。 ・心身の健康状態を早期に把握するために
②危険を予測し安全に ＡＥＤ講習会・校内安 健康観察表を活用する。

保健･安全･ 行動できる能力を身 全点検・危機管理に対 ・講習会や安全点検などを実施し、状況の
環境 につける。 する取組を実施する。 把握と早期対応を図る。
（保健部） ③環境美化に努め学習 ゴミの分別と減量化を ・ゴミの分別と持ち帰りを徹底させる。

環境の向上を図る。 推進し、校外清掃活動 ・校外清掃活動への参加を呼びかける。
を充実させる。 ・100周年に向け、校内の花壇を充実し気

運を高める。
①活発な図書館利用 正しい利用方法を指導 ・計画通りにオリエンテーションを実施し
②蔵書整理 する。 図書館の利用方法を周知できたが、利用

読書指導 ③資料の受入・資料整 来館者・貸出冊数の増 の機会は減少している。
(図書情報部) 理の効率化 加を目指すための工夫 ・話題の図書は早期に購入し、蔵書点検を

④半田高校100周年記 を行う。 行って、良質な読書環境を整えた。
念誌の準備 館内の蔵書点検・整理 ・校内に散逸していた資料を分類して保管

を行う。 することができた。
①情報機器の活用 情報機器の利用方法に ・利用者の要望を反映して、情報機器の利

ついて研修を行う。 用環境を整備した。
情報化推進 ②校務に関する情報処 データの共有を適切に ・記載内容の点検を確実に行い、電算化に
(図書情報部) 理の円滑化 行う。 伴う技術情報を周知した。

③教育活動の発信の活 ホームページの更新を ・関連する記事について各分掌の担当者が
発化 迅速に行う。 更新できるようになった。

①課題研究の実施規模 全校生徒が課題研究で ・第２学年において、探究活動を文型にも
きるための教材開発 拡大できた。

・探究能力調査に引き続き参加でき、客観
ＳＳＨ事業 ②評価手法とその分析 探究活動において身に 的な評価について追跡調査することがで
推進 付いた能力の分析 きた。
（ＳＳＨ部） ・知多地区高校生フォーラムには、昨年よ

③生徒への広報活動の 本校SSH事業に対する りやや参加者が増えたが、より多くの参
工夫 魅力のある広報活動 加者を招くには引き続き広報活動を考え

来年度タイ国マヒドン る必要がある。
④連携校との交流事業 校との交流事業の確立 ・次期申請に向け、タスクフォースを中心

次期SSH実施希望調書 に検討時間を重ね、探究活動を全校体制
⑤次期SSH申請のため と実施計画書の作成 で取り組むよう計画することができた。
の準備

・学習・部活動・学校行事への取組は良好で、進路実現についても

総合評価 良好な成果を上げることができた。

・ＳＳＨ事業では知多地区高校生フォーラムの実施や海外での研修

へ積極意的に参加するなどＳＳＨ事業がさらに充実した。

・海外校との連携については、タイ国マヒドン校と基本合意を交わ

した。

・100年周年記念事業については、文化委員を中心とした生徒企画

を進められ組織が整った。



イ 学校関係者評価結果等

学校関係者評価を実施した主な
学習指導（主体的対話的で深い学び）、総務・生徒会（100周年記念事

評価項目
業）、進路（進路指導の在り方）、広報（ＨＰの更新）、ＳＳＨ（海外
校との提携、次期申請）
自己評価結果は概ね了解していただいたが、１年の進路指導の自己評

自己評価結果について 価が低かったことに対しキャリア教育の観点をもってさらに高い志を抱
かせる指導をする必要があるのではないかとの意見が出た。
半田中学校で言われた「自学自治自鍛」は現在の「自主自律」に通じ

今後の改善方策について るから、これを掲げることで100年を感じさせる指導をすることが大切と
の意見が出された。

その他（学校関係者評価委員か
国際バカロレアの特色を取り入れた授業、次年度から行う65分授業や

ら出された主な意見、要望）
ＧＴＥＣなど、本校の将来像にかかわる質問が多く、特にそれらが保護
者に不安を与えないように広報していくことが大切だとの意見が出され
た。

学校関係者評価委員会の構成及 構成…学校評議委員４名及びＰＴＡ会長
び評価時期 時期…９月上旬（中間）及び３月下旬（最終）


