
平成２２年３月５日　職員会議資料
１　目指す学校像

２　本年度の教育目標

３　評　　価

昨年度の課題 目標達成のための手だて 中間期評価 課題 対策

１年

①家庭学習90時間/月
②週明けテストの合格率100％
③国・数・英３教科総合の平均点偏差
値50.0以上
　各教科の平均点偏差値53.0以上
④図書貸出数1000冊/年

①②③能率手帳スコラの活用、スマホ・携帯
指導
①予習・復習用課題を精選して作成し、提出
を確実にさせることで学習習慣を確立させる。
②学年団と教科担当の取組に対する共通理
解と連携
④各教科と連携して授業関連書籍を紹介して
もらう。

①平均家庭学習時間（１週間の平均）
　　５月中間考査発表期間110分/日
　　６月平常時108分/日
　　90時間/月以上31名　60時間/月以上76名
②各教科の合格率（２回実施）
　　国語68.4％　　英語78.0％
③７月記述模試結果
　　３教科総合平均点偏差値49.1
  　３教科総合平均点偏差値60以上12名
　　国語50.8　数学48.9　英語48.2
④８月３日現在489冊

①家庭学習時間が不足している。
③模試平均点偏差値が昨年度と比較して
0.2ポイント低い。
④５月からの冊数が大きく減少している。

①スコラ手帳を活用して家庭学習時間の自己
管理を指導する。
・週末課題に丁寧に取り組ませる。
③教材管理、課題提出、持参物などにルーズ
な生徒への指導を徹底する。
・学習内容の定着を把握し、つまずきへの早
期対応を行う。
④10月下旬頃読書強化期間を設ける。

２年

①家庭学習100時間/月
②国・数・英３教科総合の平均点偏差
値50.0以上
　各教科の平均点偏差値53.0以上
③図書貸出数1000冊/年
④読書感想文コンクール入賞10名以
上

①家庭学習時間調査を定期的におこない、
ホームごとの調査結果を学年全体に提示して
いく。
①家庭学習時間を増やすために、授業テスト
を毎回行う。
②教科間の連携を図るとともに、生徒に受験
科目を認知させる。
③④ホームや授業、学年、部活動など様々な
場面で啓発の意識を持ち、読書の重要性や
意義を伝え、興味関心を持たせるよう働きか
ける。
①②③④実践の結果を随時周知し、課題の
克服と競争意識の向上を図る。

①平均家庭学習時間
　　５月中間考査発表期間中212分/日
　　６月平常時84分/日
　　100時間/月以上４名　60時間/月以上45名
②７月記述模試結果
　　３教科総合平均点偏差値50.3
　　３教科総合平均点偏差値60以上18名
　　国語52.4　数学49.7　英語49.7
③８月３日現在264冊

①家庭学習が定着していない。考査期間
中は、設定目標時間にほぼ到達している
が、平常時は激減している。
②教科・科目によっては、授業進度の遅
れにより、11月記述模試までの演習量の
不足が予想される。

①家庭学習の内容や方法について、学年通
信等で示す。
②内容の精選と効率化を図るとともに、計画
的に演習課題を提示する。

３年 国公立大学合格者100名以上

・センター試験は５教科型を基本とする。数学
については、ⅠＡ・ⅡＢを受験させるよう指導
する。
・推薦枠が有効に使えるよう学年で連携、情
報交換を行っていく。
・進学講座、長期補習、模試の出席率、受験
率を上げる。
・総合学習の時間を受験対策の時間として充
実させる。

【６月マーク模試結果】
５教科８・７科目平均点偏差値文系46.4、理系
43.0
平均点偏差値60.0以上　文系７名、理系１名
　　　　　　　　　50.0以上　文系47名、理系11名
【７月記述模試結果】
３教科総合平均点偏差値　47.3
平均点偏差値60.0以上　12名
　　　　　　　　　50.0以上　69名

・授業進度の遅れや演習量の不足によ
り、全国平均を下回っている教科・科目が
ある。
・受験に向けての意識の甘さが見られる。

・内容の精選と効率化を図り、効果的な演習
課題を提示する。
・学年団として足並みを揃えながら、個人のレ
ベルに応じた適切な進路指導をおこなう。
・ホーム担任を軸にして個別面談を実施する。
・AO、推薦入試等の合格率を上げる。

平成２７年度　学校評価（中間期自己評価）

　「HARD SPIRIT　貫徹精神」の下、幅広い知識と教養を身につけ、逞しく豊かな心身を培い、郷土や我が国さらには国際社会の発展に貢献する志を涵養し、国際人として大局的な視点に立って行動できる人間を育て
る学校を目指す。

①学びの習慣の確立と学力の向上
　　生きる力につながる確かな学力の定着を目指し、学びのプロセスとしての学習習慣の確立と共に学びの結果としての学力の向上を図る。
②特別活動と部活動の充実
　　逞しく豊かな心身と他者との協働を喜びとできる「睦み」の心の育成を目指し、社会性、協調性、主体性を育てる特別活動と部活動の充実を図る。
③キャリア教育と地域貢献の推進
　　社会の中で自己の在り方生き方を見つめ、社会に貢献する志の涵養を目指し、キャリア教育や道徳教育を推進すると共に、生徒、保護者、地域社会に開かれ、地域社会に貢献する教育活動を推進する。
④英語運用力の向上と国際交流活動の推進
　　上記３点の育成を基盤としたその上に、国際人としての知性･感性を備え、大局的な視点に立ち、日本の内外の問題に対する正しい理解に基づいて行動できる人間、すなわちグローバルリーダーの育成を目指し、
英語運用力の向上を図ると共に国際交流活動を推進する。

項　目 本年度の目標

1

学びの習
慣の確立
と学力の
向上

・少なくとも「学年プ
ラス１時間」の家庭
学習を定着させる必
要がある。担任を中
心に教科担当、部
活動顧問との効果
ある連携を図る。
・１年生の教科指導
においては、予習・
授業・復習の学習サ
イクルを明確に位置
づけ、自律的な学習
マネジメントを確立
させる。
・読書が自然となさ
れる学校風土、受
験等の必要なときに
本を用いる学習態
度の形成に向けて
読書の意義やその
啓発を図る。
・重点教科の組織
的・協働的な取組が
功を奏しつつある。
引き続き、教科主任
主導の組織マネジメ
ントを継続させてい
く。



１年

①皆勤
②部活動加入率90%以上
③体力運動能力テスト結果を全国平
均並にする
④学校適応100%
⑤錬歩会参加率100％　完歩率95％

①④担任と授業担当、生徒サポート部、家庭
との連携
②③④⑤学校行事、集会を通して学年団とし
ての結束を高める。

①皆勤者206名(74.6％　１学期末現在)
②部活動加入者229名（８月現在）
　全国大会出場個人１
④担任、学年、関係部署が連携し、迅速で適切
な対応ができている。

②例年に比して部活動加入者が減少して
いる。

②学年通信や集会を活用する。

２年

①皆勤
②２年間の部活動継続率80%以上
③体力運動能力テスト結果を全国平
均並にする
④錬歩会参加率100％　完歩率95％

①学年集会、通信等で学校適応状態を周知
し、向上心を高める。
②各クラブとも、充実した魅力ある活動ができ
るように、計画的・継続した活動ができるよう
にする。

①皆勤者191名(68.2％　１学期末現在)
②部活動加入者257名（８月現在）
　部活動継続率95.5％
　全国大会出場個人１

①欠席の多い生徒が少数いる。進級に向
けて、２学期・３学期の欠席を減少させ
る。

①面談や家庭連絡等、定期的に指導を行う。

３年
①皆勤
②部活動成績上位入賞

①１年間のクラス目標を設定し、そのなかで
個々の目標達成に向けて努力する。
②クラス、学年で切磋琢磨しながら自らを高め
ていく。

①皆勤者185名（67.0％　１学期末現在）
②全国大会出場団体２、個人６

①部活動、行事から受験勉強への切り替
えを適切に図る。
・皆勤者数の維持に努める。

・日頃の生活習慣、生活態度を重視していく。

１年
①能動的学習の導入
②地域活動への参加
③社会貢献意識の醸成60％以上

①②③グローバル探究授業の活用による生
徒の意識変革をめざす。
②③地域のボランティア活動などに積極的に
参加させる。
②③校内家庭クラブ活動において、ボランティ
ア活動を計画し、積極的に参加させる。

①海外リサーチへの希望者が定員の２倍であっ
た。
②校門前の植栽の実施は、家庭クラブ委員以外
で17名の参加があった。
・“届けよう、服のチカラ”プロジェクト感想文より、
自分たちでできる社会貢献について前向きに取
り組もうとする意識が感じられた。

①グローバル探究Ⅰへの取組が消極的
な生徒の固定化が見られるようになって
きた。
・ＳＧＨの取組と授業との関連が弱い。
・アクティブ・ラーニングの手法を用いた
LITE活動をどのように導入するか、検討
する必要がある。
②初めて行うボランティア活動についての
家庭クラブ委員会での話し合いが十分で
ない。

①次年度の授業計画にＳＧＨの要素を組み入
れる。
②“届けよう、服のチカラ”プロジェクトの活動
内容を全校・ＰＴＡに広報する。

２年

①キャリア教育の充実
　（基礎的・汎用的能力の育成）
②地域活動への参加
③社会貢献意識の醸成70％以上

①ホームや学年集会を通じて、果たすべき義
務と責任を自覚させる。
②③学校外の諸活動への積極的な参加を促
す。
③政治経済の授業においてアクティブ・ラーニ
ングの手法を用いた授業を実践し、社会貢献
意識の向上を促す。

①WALKプランⅡでは、より具体的に上級学校調
べを行い志望理由について考え始めた。生徒の
自己評価は4.1となっている。多くの生徒から、
「意識が変わった。」「進路について考えることが
できるようになった。」「目標が見つかった」といっ
た回答を得た。
③グループワークでは、物事を多面的に捉えて
いる発言や社会と自己との関係性を意識した思
考などが見られるなど、社会貢献意識の高い生
徒の発言が目立つようになった。

①将来の展望が持てていない生徒、調べ
るのが遅い生徒に対する指導を充実す
る。

①生徒の様子を共有し、学校行事や模試・定
期試験と連動させながら全体指導と個別指導
を行う。

３年 社会貢献意識の醸成75％以上

・挨拶と正しい言葉遣いを心掛ける。
・学校行事には全員で参加し個々の役割に責
任を持つ。
・掃除は全員で手を抜かずにする。

・２年次３学期から前倒しで始めた「自学探究学
習」を継続して実践中。自己評価項目「総学の時
間を自分の時間として主体的に使うことができた
か」は4.2と高くなっている。

・家庭での自学の質・量を充実させる。 ・「自学探究学習」が家庭学習につながるよう
指導を継続する。

3

キャリア教
育と地域
連携の推
進

・社会的自己の成長
を図る学習活動で
あるＣＡＳ
（Creativity創造、
Action活動、Service
奉仕）の概念を取り
入れたアンケートに
よって意識づけを
行っていく。
・グローバル探究Ⅰ
では、アクティブ・
ラーンニングが主な
学習方法になること
から、指導者の研修
が必要になる。
・生徒の社会に貢献
したいとする意識は
高いと考えられる
が、明確な志まで固
まっていない。学校
の全教育活動、とり
わけ教科の学習を
通してキャリア教育
を進めていく必要が
ある。

2
特別活動
と部活動
の充実

・スクールカウンセ
ラー（ＳＣ）のニーズ
が高まっている。不
適応傾向を示す生
徒に加え、保護者、
教職員からの相談
件数も増加してい
る。効率的な面談を
計画するとともに、
必要とするＳＣ招聘
について県の担当
部局に申請を図る。



１年

①英検準２級
　　普通科50％以上取得　英語科
100％取得
　英検２級
　　英語科20％以上取得
②各種コンテスト入賞
③英語科における国際理解の推進

①１年生全員が英検を受験する。
①授業でのプロジェクト活動により、生徒の英
語使用量を増やし、実用的な英語力を身につ
ける姿勢を育てる。
・２次試験対策として、面接練習や同形式のス
ピーキングテストを実施する。
②都道府県又は全国規模で実施されるスピー
チコンテストやディベート大会等の開催時期に
合わせた適切な指導を行う。
③普通科生徒対象の英語特別講座へ授業を
通して参加を奨励する。
③長期留学生をクラスに配置する。学年度末
にイングリッシュキャンプを実施する。

①【準２級】普通科４名受験し１名合格(取得率
0.4％)
　　英語科３名受験し２名合格(取得率5.0％)
③２学期よりドイツからの留学生を配置。

①第１回ということもあり、受験者・合格者
ともに少ない。

①英語検定の実際の問題に１年次から慣れさ
せていく。
③英語特別講座の計画と実施。
・授業内外における英語使用場面を増やす。

２年

①英検準２級
　　普通科100％取得
　英検２級
　　普通科8％以上取得　英語科50％
以上取得
②英語ディベート全国大会出場
③英語科における国際理解の深化

①英検合格等の目的達成を強く意識させる。
・教科書を活用して２次対策を行い、合格につ
ながる授業展開をする。
②都道府県又は全国規模で実施されるスピー
チコンテストやディベート大会等の開催時期に
合わせた適切な指導を行う。
・授業との関連を持たせ、英語スピーチ・ディ
ベートの技術力を向上させる。
③普通科生徒対象の英語特別講座へ授業を
通して参加を奨励する。
③長期留学生をクラスに配置する。年末にイ
ギリス語学研修を実施する。

①【準１級】英語科２名受験し合格者なし
 【２級】普通科３名受験し１名合格(取得率0.4％)
　　英語科12名受験し４名合格(取得率22.5％)
【準２級】普通科40名受験し24名合格(取得率
35.8％)
　　英語科４名受験し３名合格(取得率95.0％)
③２学期よりフランスからの留学生を配置。

①英検受験に対する意識付けを図る。

①大学入試要項など具体物を示しながら準1
級取得に向け、計画的に積みあげていくよう
授業の中で指導と声掛けをしていく。
③英語特別講座の計画と実施
・授業内外における英語使用場面を増やす。

３年

英検２級
　普通科15％以上取得　英語科
100％取得
英検準１級
　３名取得

・英検合格等の目的達成を強く意識させる。
・センター試験との共通点を示し、センター試
験の学習をすると同時に、英検に対応する英
語力を養う。

①【準１級】英語科６名受験し１名合格
 【２級】普通科39名受験し７名合格(取得率6.0％)
　　英語科14名受験し６名合格(取得率69.4％)
 【準２級】普通科34名受験し18名合格(取得率
51.9％)

現状を維持しながら受験者と合格率を増
加させる。

大学入試要項など具体物を示しながら授業の
中で指導と声掛けをしていく。授業の中で英語
使用場面を一層意識する。

5
学習環境
整備

・南舎耐震工事への
備え。

①耐震工事、外壁改修工事などの工事に関し
ては、業者と連絡を密にして、教職員に必要
な情報を発信し、円滑に工事が進むよう努力
する。
②身体の健康と成長を支えるため学校保健活
動を計画的に実施し、事後の指導につなげ
る。
・思春期の悩みを相談できる場と機会を設け
不安なく活用できる環境を整え、心理面の支
援をする。
③備蓄物保管場所の拡大に努める。

①外壁改修工事については、無事終了。
②スクールカウンセラーへの相談件数は昨年に
比して減少している。

①８月末からの耐震工事、職員室の移動
等を無事完了させる。

①工事に係る情報を適切に教職員・生徒に発
信する。

6
関係機関
との連携・
協力

・学校情報を目にし
ていない保護者が２
割近くいる。保護者
のもとに確実に届く
よう指導の充実を
図っていく。

①③中高連絡会を開催して、中学校へ西高校
の取り組みを説明する。
①③オープンスクールを開催して、中学生に
西高校をよく知ってもらう。
①②③情報発信の主たる手段である学校案
内を適切に作成していく。
①③継続して学校行事等の案内を地域、中学
校に向けて行う。
①③実情把握のため県内外の小中学校やIB
実践校の視察、情報交換を行う。

①物語性を帯びた学校案内ができあがり、中学
生やその保護者からは好評を得ている。
・「西高だより」保護者によるページが充実してき
た。
・正門前の掲示板に写真部の作品を掲示したと
ころ、地域住民の鑑賞している姿がしばしば見ら
れるようになった。
②ＰＴＡ総会参加率54％（昨年と同率）
①③学校HPのトピックスコーナー、とりわけＳＧＨ
の取組については頻繁に更新されている。
・中高連絡会参加者49名（昨年46名）
・オープンスクール
　　　高知市内中学生参加者419名
　　　高知市外中学生参加者306名

①ＩＢについては、県民への周知が課題と
なる。環境の違いから、県外先進校の例
があまり参考とならない。
②ＰＴＡ総会に付随した学年会で時間的
余裕がない。

①県外先進校との連携をはじめ、メディアや塾
等に情報提供を行う。
②学年会、クラス懇談会のあり方を検討する。

4

英語運用
力の向上
と国際交
流活動の
推進

①情報発信の拡充
②PTA総会への保護者参加率の向上
③中学校の生徒･教員及び地域住民が西
高のよさを知っている

・普通科生徒の受験
啓発に向けて、ホー
ム担任をはじめ、学
年主任、英語科、英
語部、部活動顧問
が連携を図る必要
がある。
・コンテストで成果が
得られるよう準備を
進める必要がある。

①生徒の学習環境の整備・充実が常に図
られている
②安心・安全な教育環境が整っている
③防災用品の充実・管理



7 教育振興 新規項目

・SGHの取組やIB（国際バカロレア）コース設
定に向けて、より効果的なカリキュラムが組め
るよう、カリキュラム研究に努める。
・英語教育強化地域拠点事業を通して、小中
高の接続を意識した英語CAN DO LISTの研
究や指導法の研究を行う。
②IB（国際バカロレア）関係会議への出席、視
察を通しての研究。
②MYP（新設中学校等）のカリキュラム作成。

・ＣＡＮ　ＤＯ　ＬＩＳＴは８月中に仕上げ。ＳＧＨやＩ
Ｂのことについて伝えることで高校やこの先で求
められている力について小中学校と共有。
②関東・関西の先進校延べ６校を視察。３つの
ワークショップに参加。MYPのカリキュラムは作
成中。

・英語教育強化地域拠点事業の連携小
中学校が５校とも遠方であるため、具体
的な交流が頻繁にできない。
②ＩＢの規定が厳しく具体物の収集が困難
である。また公立学校では対応しにくいこ
とが多々ある。さらに、多量の英訳作業に
時間を割かれる。

・２学期は連携５小学校との授業交流や教材
の交換と研究を行う予定。ＭＹＰを意識して特
に中学生の学習の仕方などについて留意して
いく。
②文部科学省やＩＢOに柔軟な対応を図ってい
ただくべく依頼していく。

４　後半に向けて

①ＳＧＨ事業の進捗管理
②ＩＢコース設置に向けた研究

　従前からの「Walk Plan」に加え、今年度より１年生のグローバル探究及び各教科において課題探究的単元を実践していただいているが、周知のように、ここでは

事象に対する「なぜ？」を繰り返して真理に迫っている。その「なぜ？」を自己の学習姿勢に向けさせてはどうか。具体的には、苦手教科に対する取組や模試の振

り返り等での「なぜ？」が考えられる。「なぜ？」を繰り返し、自己の学習姿勢を掘り下げることで改善の糸口が見えてくると考えられる。

③反転学習を試みる

　アメリカでは主流となりつつある反転学習であるが、佐賀県武雄市でも取り入れられている。反転学習とは、自宅で講義を視聴し、学校では得た知識を応用して

問題を解いたり議論したりする学習形態のことである。授業時間内の講義にあてる時間を減らすことで、授業中に学びをアウトプットすることができるし、実験や

分析、あるいは問題解決に取り組ませることもできる。さらには、何か新しいものをつくらせることもできるし、何よりも私たち教員が生徒一人一人に対して、よ

り細かく指導することができる。いわば、可能性が広がる学習である。

　既に実施している教科もあるが、授業と家庭学習の連続化による学習時間の確保によって、より広い、より深い定着と活用を目指すことが求められる。

　以上を踏まえて、学校として次のことを提案したい。

　Ａｇｅｎｄａ Ｎとしての学校評価は４年目を迎えるが、当初からの課題である家庭学習時間量の不足は依然として解消されていない。スタディーサポート第２回の結果を見ても、平

日の家庭学習時間は１年生は１時間２分である。目標到達の目安となる平日の学習時間が３時間を超えている生徒は９．８％と少なく、また「毎日学習している」と回答した生徒も

４３．３％という状況である。さらに、各教科とも学習をするうえでの悩みを抱えているにもかかわらず（国語８３．３％、数学７８．５％、英語７８．９％）、家庭学習については、どの教

科においても３割を超える生徒が「ほとんどしていない」と回答している。

　家庭学習をしない理由としては「勉強のやり方がわからない」をはじめ、「時間がない」、「わからない」、「誰かのを写せばよい」などが挙げられるが、プロパーとしての私たちに焦

点を当てた場合、教科指導が家庭学習を生み出せていない、教科指導の在り方に課題があると言わざるを得ない。

　「教師は授業で勝負する」―どこまでもよりよい授業を追求する姿勢こそが肝要となる。ぜひ、若手はベテランの授業を参観してほしい。ぜひ、ベテランや中堅は若手に教育に対

する思いを語るとともに教授方法や技術を伝えてほしい。また、折に触れて、ベテランから若手が入り混じってよりよい授業の在り方について検討してほしい。これらの取組にこ

そ、上記課題の解決につながるヒントを見て取れるのではないか。

①夏季休業中の土曜補習は次年度計画に編成しない。

②自己省察（内省）させる


