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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

教育活動
（教務）

①目標の設定
　について

教員の資質の一層の向上を目指す（ＩＣＴ教育の推進含む）

Ｂ

②活動の実際
　について

教育研究所や予備校，私学協会主催の研修など，外部教員研修への参加を積極的
に促している。校内研修では，アクティブラーニングに係わる研修，ＩＣＴを利
用した学習実践に係る研修を実施した。校内組織としてＩＣＴ委員会も設立さ
れ，機器導入に向けた準備，さらなる研修による運用技術の広まりを目指してい
る。環境整備が進展すると同時に，全学年の e-ラーニング加入がそろったこと
で，さらに具体的な活用も進んでいる。各教科会議での有効活用の検討も継続し
ている。
若手教員に向けた学級経営に対する研修も計画的に開かれ，ベテラン教員からの
ノウハウを受け継ぐ指導が行われた。その一方で，授業公開や研究授業は積極性
が不足しており改善が必要と思われる。

Ｂ

③活動の点検
　について

Ａ）ＩＣＴ機器導入に向けた外部研修参加を進め，その情報･技術が内部で教員全
体に想定通り広まるかどうかを注視する。
Ｂ）公開授業と授業研修をうまく連携させ，内容を一層充実させるため，計画的
な実施を継続させて，指導力の向上に反映させたい。
Ｃ）学級経営･学年経営についての研修も継続させ，いじめ防止や発達障害･不登
校への対応も含めた，教員の対応力向上も引き続き確認していく。

Ｂ

令和元年度 土浦日本大学高等学校自己評価結果
日本大学の建学の精神を礎とし，次の方針を掲げ，21世紀にふさわしい充実した学園生活を目指す。
（１）一人ひとりの志を大切にし，その実現を支援します。
（２）心身ともに健康でたくましく気品ある人を育成します。
（３）基礎学力の充実に徹します。
（４）積極的な進路指導に力を入れます。
（５）国際化･共生化に対応できる能力開発に努めます。

本校は，日本一のスケールと多様性や可能性を持つ総合大学，日本大学の付属高校であるという安定した基礎の上
に，生徒一人ひとりの志を尊重し，その成就を支援する３コース５クラス制を敷いている。各コースの特色を活かし
て，１．学力向上に関する取り組み，２．進路指導に関わる取り組み，３．学校生活に関わる取り組み，４．生徒
会･部活動に関わる取り組みなどを連携させ，生徒一人ひとりの目標にしっかり答えられるよう指導力の向上に，継
続して努力したい。

大学入試センター試験に代わる新学力検査への対応を計画的に進めていたが，文部科学省からの突然の方針転換・制
度変更見直しが表明され，本校の対応策も方向性を見失った感がある。それでも日本大学付属高校推薦入学制度につ
いては新しい対応システムが機能し，成果が出ている。さらに，新学習指導要領を見据えた新しい学習・進路指導に
関する検討も計画通りに準備が進められている。それに合わせた秋･春の校内実力模試の実施とその改良，表現力を
高めるためのアクティブラーニングの実践，ＩＣＴを利用した教育活動の導入も始まった。図らずも新型ウィルス感
染拡大防止対策による臨時休校があり，ＩＣＴ機器導入推進の機運が高まっている。進路実績も，卒業生数が昨年に
比べ少ない中，日本大学への進学者数は目標を達成し，国公立大学への合格実績も遜色ない結果となった。創立50周
年記念事業として続けられてきた学校内のトイレの改修，右籾桜グラウンドの整備は完了し，教育環境はさらに整っ
ている。

　　　Ａ：取組目標が達成された　　Ｂ：目標はおおむね達成された
　　　Ｃ：課題を多く残している　　Ｄ：成果が出ていない

目標設定･活動点検の適切さ
･活動の達成状況
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

教科指導
（教務）

①目標の設定
　について

次期学習指導要領に向けた適切なカリキュラム編成準備を進める

Ａ

②活動の実際
　について

担当教員が外部研修に参加することで，新型大学入試制度に合わせた指導方法
や，必要な書類の整備に向け確認作業は継続している。その作業に対する教員全
体の共通理解の場も設けられ，ＩＣＴやアクティブラーニングに関する授業改革
と，新型入試対策としての定期考査問題改革なども並行して検討している。
カリキュラム検討委員会・教科会・学年会で，学習指導要領の改訂に合わせたカ
リキュラムや振鈴の改革案も検討され，次年度からはこれらに関する協議も本格
化することになっている。
県立学校の中高一貫教育推進など，周辺環境も大きく変化する中で，本校の魅力
をアピールできるような新しいカリキュラムの編成につなげていきたい。

Ａ

③活動の点検
　について

大学受験新制度の改革が一旦停止の状態になっている中，具体的な内容が明らか
になったものから順に対応策を見直し，ずれや齟齬のないよう常に点検し，必要
な対策を着実に前進させていきたい。
新指導要領に対応する振鈴案の提示ができたことで，次の段階としての各教科会
を中心としたカリキュラム案作成に前進させ，本校の未来像をきっちり描きなが
らの議論につなげていけるよう，様々な意見を集約しなければならない。

Ａ
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

学校生活への
配慮
（生徒指導）

①目標の設定
　について

①あいさつの励行
②端正な服装頭髪の徹底
③いじめの根絶
④社会のルールやマナーの遵守

Ｂ

②活動の実際
　について

【あいさつの励行】…スポーツクラスの生徒を除いてみると，昨年度同様に，挨
拶の状況が良いとは言えない。集会・週報を通じて定期的に呼びかけを行ってい
るが不十分である。今後の改善に期待したい。
【端正な服装頭髪の徹底】‥・大幅に逸脱をした生徒はほとんど居なくなってき
ている。そして，逸脱者に対して声かけを行うことで，ほとんどが直ぐに正すこ
とができる。
【いじめの根絶】…残念ながら，今年度もいじめの認知件数はゼロにならなかっ
た。特にＳＮＳを介しての人間関係のトラブルがある。昨今，話題になっている
ネットいじめについて知ってはいるものの，自分がやっていることが，それに該
当している事に気がつかないでいるのも散見されている。
【社会のルールやマナーの遵守】……事あるごとに，交通ルール・マナーを守る
よう注意喚起を行っているが，残念ながらクレームが定期的にきている。その多
くが登下校中に，道いっぱいに広がっていて，他の通行者の進路を妨げをしてい
ることと，保護者の車による送迎で近隣の住民へ迷惑をかけていることである。
自転車事故も２月末で，１７件起きている。（H29…３０件・H30…２６件）今年
度は，丁字路等の出会い頭での事故が目立った。
加えて図書館の学習室でのおしゃべりに対するクレームがあった。
上記のような状況が見られるが，多くの生徒はきちんとしており，トラブルやク
レーム等も年毎に漸減している。

Ｂ

③活動の点検
　について

登下校の生徒指導部教員や当番教員による立哨指導を中心に，ルール・マナーの
徹底を図るための指導を継続する。保護者宛文書にも記載し生徒送迎自粛への理
解，協力を引き続き促す。自転車保険への加入や整備点検を保護者へも促す。Ｓ
ＮＳ利用に関するモラル向上は，いじめ防止，個人情報保護の面からも，今後も
重点項目として指導を継続していく。クレームがあった場所への定期的な巡回。

Ｂ

校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

生徒会･部活動
（生徒指導）

①目標の設定
　について

生徒会活動や委員会の活動において，生徒が主体的な活動ができるようにし学校
の活性化を計る。

Ｂ

②活動の実際
　について

生徒会活動については，今年度は生徒会の主体的な活動が目立たない年であっ
た。土浦日本大学学園3校生徒会交流会については年度の前半はよく活動できた
が，合同イベントの調整が合わず活動が止まってしまった。クラブ活動について
は，今年度から文化部も含め，活動状況を共有できるようホームページに情報発
信をしてきた。各種応援活動・壮行会を通して，多くの生徒に愛校心を育む活動
ができた。

Ｂ

③活動の点検
　について

生徒会本部，各委員会のしっかりした活動計画作成を促し，それに基づく主体的
な活動を見守りたい。
クラブ活動は，引き続き加入率の向上を促したい。その結果としての総合優勝の
再奪回を目指すとともに，男子のみならずアベックでの県総合優勝のため，更な
る得点向上を狙いたい。

Ｂ

3 ページ



校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

進路指導 ①目標の設定
　について

①日本大学付属推薦入試への適切な対応
②国公立大学，難関私立大学の合格者数の増加
③推薦入試，調査書，進路統計，各種調査報告等への適切な処理
④各種講演会の開催

以上の目標を掲げたが，概ね良好に運営でき，着実に成果を挙げた。
Ａ

②活動の実際
　について

①総合進学コース卒業生が約６０名少ない中，日本大学付属推薦合格者数は２７
３名に達した。新制度になって５年目，制度についての対応方法も浸透してきた
ため，辞退者もなかった。２学年に実施した日大出張講義でも，講義前に学習･承
知しておいてほしいことを確認することで，各学部･学科が展開する研究内容を理
解することができ，日本大学の魅力をより深く伝えることができた。
②特進コースも昨年より約３０名少ない中，受験生の頑張りが見えた。３月１０
日現在現役で，国公立大学合格者６１名，筑波１７名，茨城２０名，京都・東
北・御茶ノ水・弘前(医)等で合格者を出すことができた。難関私立大学合格者は
早稲田１１名，慶応４名，上智８名，明治１４名，青山学院１４名，立教１３
名，中央１６名，法政１０名，学習院１１名，国際基督教１名，日本大学２５５
名(推薦除く)等，進学校にふさわしい実績を残すことができている。ただ，今年
度も私立大学の入学定員厳格化の影響も出ている。付属のメリットを活かした日
本大学への合格者数は，周辺私立高校から脅威と見られているはずである。ま
た，各コース３学年での推薦入試対策指導が実を結び，進路実績全体を押し上げ
ている。
③調査書や書類を発行については学年団とも連携を取り，遅れることなく発行で
きた。多様化する入試の指導対策，情報処理室との連携及びシステム変更，模試
や基礎学力の分析等対応は出来た。進路指導資料の発行も，掲載情報を増やし，
内容を充実させた資料を発行することができた。
④日本大学出張講義や生徒の進路目標に合わせた講演会を実施することが出来
た。しかし，３月の１年生対象講義は，残念ながら中止となった。新しい試みを
検証したかった。父母と教師の会の各支部から依頼を受けた進路講演会は，今年
も付属推薦入試および一般受験対策の，適切な進路情報を提供することができ
た。

Ｂ

③活動の点検
　について

①新日大付属推薦システムへは，５年目を迎え一巡した事による慣れが発生しな
いようひとつひとつ確認しながら行った。辞退者が出ないよう本人保護者への確
認に重点を置きながら，若手担任教員への支援を欠かさないようにしたい。
②国公立大学，難関私立大学合格者数を増加のため，推薦入試の指導から，その
内容や方法の点検を怠らないようにする。日本大学のN方式については付属のメ
リットになるので受験についての指導を確認する。
③新課程に向けて，英語４技能の指導を強化･調査所等の書類形式の確認など，教
務部･情報処理室との連携を強化しながら準備を進めたい。進路統計，各種調査報
告等への適切な処理･運営については，これまでの形態に甘んじることなく，さら
に改善を図ってゆく。
④生徒対象の講演会は生徒の事後レポートを点検するだけでなく，ポートフォリ
オに蓄え，推薦資料としての活用に備えたい。進路指導部教員による保護者対象
進路講演会については，それが現場でどこまで生かされているか検証したい。

Ｂ
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

体育施設 ①目標の設定
　について

一部で老朽化による劣化が見られる体育館・グランド・かすみがうら桜グランド
などは，点検・確認を怠らないようにし，必要に応じ事務局に連絡し速やかに補
修などを行う。また同時に，用具などについても同様とする。
生徒への指導として「壊れたら直す」の前に「壊れないように」使用することも
行なう。
右籾桜グランドについては，課題であった芝の育成が終わった。走路上の数か所
に水捌けが悪いところがあるため，必要に応じた修繕を実施する。また中期・長
期に渡る修繕計画なども今後考えていきたい。

Ａ

②活動の実際
　について

事務局担当者と連携し，年間を通して施設を見回り安全管理を徹底する。その結
果，危険や補修の必要を判断した場合，直ちに修繕を依頼し実施した。体育館の
照明入れ替え，かすみがうら桜ｸﾞﾗﾝﾄﾞのネット張替えなどは，計画的に進められ
ている。右籾桜グランドについては，この数年，年間通して授業・クラブ活動な
ど，より積極的に施設を使用しているため，体育祭などの学校行事も安全に実施
できるよう，その行事に応じた対応等も実施した。

Ａ

③活動の点検
　について

中期・長期の修繕計画は現在，継続中である。体育施設の不備などにより生徒お
よび教職員の安全を損なうことはなかった。活動内容については予定通り実施出
来たと判断できるが，今後も事務局との連携を密にし安全・安心な施設の維持に
努めたい。

Ａ
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

保健衛生 ①目標の設定
　について

①感染症対策の充実を図る。
②生徒及び教職員の健康の保持増進を図る。
③教育環境の保健安全確保を図る。
④生きる力を育成する。 Ａ

②活動の実際
　について

①学校欠席者情報システムの運用で，新型インフルエンザ等による感染の拡大防
止に対応している。また，既存の感染症等においても対策がとられている。
②年間計画による健康診断により生徒一人ひとりの健康状態を把握し，健康及び
生活習慣の適切な健康指導を実施，保健室の適切な利用の啓蒙を継続している。
また，担任との連携を通して，悩み等の相談にカウンセリング室へ行き易い環境
作りに取り組んでいる。なお，カウンセラーであるが，当年度から基本常駐する
こととなった。教職員の健康に関しても，年間計画の中で健康診断を実施し，健
康管理及び生活習慣の改善等の助言を実施してきた。また，例年通り健康診断後
の再診に関しては，常に再診を受けられるような環境づくりを提起している。
③学校保健医と衛生委員会を中心に，事務局との連携において学校環境の安全・
安心のための環境整備，改修が年間計画の中で進められている。また，常時衛生
委員会を中心に学校環境の安全・安心への対策配慮がなされている。
④保健室が中心となり保健委員会が健康・精神衛生面等の情報や提案等をしてき
た。また，様々な感染症・疾病等の流行時期に予防等の最新情報の提供もしてき
た。生徒達の障害を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための情報や提案等
を継続している。そして当年度は，世界的なコロナウイルス感染拡大により本校
では，昇降口に消毒液なを設置するとともに，必要に応じマスクを支給し，校内
感染予防に従事した。

Ａ

③活動の点検
　について

①学校欠席者情報システムの運用は先生方の努力により問題なく順調に機能して
いる。インフルエンザ等の流行時期には感染拡大を未然に防止し，早期の対応が
できている。
②健康診断実施率は１００％であり，事後措置も徹底されている。
③衛生環境に関して，事務局より定期環境衛生検査等が専門会社において定期的
に検査，点検が実施されている。事後措置も徹底されており，学校環境の安全・
安心への対策がなされている。
④保健室のセンター的役割を充実させて，生徒の健康・発達課題に対して教職員
との連携を行い組織的な支援をとってきた。また，保険委員会が健康・精神衛生
面での情報の提供等を実施し，感染症対策においても流行時期には予防等の情報
や提案を通して流行拡大を防いできた。そして，当年度のコロナウイルスなど，
突然発症する感染症に対し，現場対応が出来るだけの備品の備蓄を充実させた
い。

Ａ
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ活
動の達成状況

教育相談 ①目標の設定
　について

「生徒の学校生活への適応と，教員の不適応生徒への対応を支援する」という目
標および，そのための①～⑨の取り組み方策は適切に設定された。 Ａ

②活動の実際
　について

①「新入生に対する教育相談ガイダンス」については計画通り実施できた。新入
生の仲間づくりに資するとともに，学年・担任と協力して生徒観察および理解を
進めることができた。加えて，総進２年（総進クラス）を対象に，構成的グルー
プエンカウンターを実施して，新クラスにおいてより良好な友人関係を築く一助
とした。
②「学校不適応調査の実施」については，学校行事等を鑑み入力締め切り日を変
更した回もあったが，年６回実施し，担任のコメントをもとに生徒の状況を把握
し，即応することができた。
③「高校生活調査の活用」については，いじめに関する設問（問62，問63）にも
留意し，生徒の状況を把握し対応することができた。
④「カウンセリングの随時実施」については，スクールカウンセラーと常に情報
を共有することができた。
⑤「保護者との連携」については，従来から取り組んできた新入生ガイダンスに
おける保護者への案内に加えて，教育相談活動の明文化および視覚化をねらいと
して新年度の新入生ガイダンスブックに掲載予定である。
⑥「特別支援教育としての個別指導計画立案」については，今年度は該当する
ケースがなかった。
⑦「スクールカウンセラーとの連携による担任支援」については，常に情報共有
し，生徒・保護者に対応する担任を支援することができた。
⑧「定期的な教育相談部会開催による教員の情報共有」については，教育相談部
の部会を原則毎週火曜日に，また，学年主任・生徒指導部主任を交えた部会を水
曜日に設定し，随時開くことができた。ただ，週の前半と後半に分けて定期的に
実施した方が生徒情報を共有しやすいと考える。
⑨「スクールカウンセラーの来校日増加による支援体制の強化」については，今
年度よりスクールカウンセラーに原則毎日来校していただき，より密に連携する
ことができた。担任・学年の家庭訪問に同行し，問題行動の原因が速やかに焦点
化できた例もあった。令和２年度も同様の来校を依頼している。

Ａ

③活動の点検
　について

①②③④⑧⑨教育相談部会を原則毎週開催し，｢学校不適応調査｣および「高校生
活調査」の結果，また，学校カウンセラーから報告を受けたカウンセリング内容
を議題として取り上げ，対応策を検討した。さらに，不適応生徒の状況を年６回
「要支援生徒リスト」としてまとめ，すべての管理職に報告し学校全体として共
有することができた。
⑤不適応生徒の対応に悩む保護者から申込みのあった相談に対しては，教育相談
部会で情報共有することでカウンセリングの状況を把握した。
⑥今年度は個別指導計画を立案するケースはなかったが，児童相談所と情報共有
をしたケースが１件あった。
⑦教育相談部会で担当主事，教育相談部主任，学年主任，カウンセラー，相談部
員などそれぞれの立場で観察した状況について意見交換し，不適応生徒やその保
護者への対応に悩む教員の支援ができているかどうか確認した。

Ａ
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ活
動の達成状況

いじめ防止対
策

①目標の設定
　について

「本校いじめ防止基本方針に示された『未然防止』『早期発見』『適切な対応』
『再発防止』の各取り組みに対する学校全体での共通理解を深め，いじめ根絶を
めざす。」という目標は適切に設定された。 Ａ

②活動の実際
　について

(1)「未然防止」についての取り組みは，概ね達成することができた。特に，生徒
集会での講話は，聞いた直後に相談に訪れた生徒がいるなど，効果的だったと考
える。また，ネットモラル勉強会は，スマホを手にしたばかりの新入生に大きな
刺激を与えたが，時間の経過とともにその刺激が薄らぐ傾向が認められるため，
継続的にＳＮＳの問題提起をしていくことが今後の課題となる。標語を生徒に募
集する活動は実施することができなかった。
(2)「早期発見」についての取り組みは，担任のこまめな面談や声掛けを中心に達
成することができたと考える。いじめと認定されなかった軽微な事案も漏らさず
対策室に早期に報告する土壌が，できあがりつつあると考える。
(3)「適切な対応」についての取り組みは，達成することができたと考える。アン
ケートや生徒･保護者から申し出のあった案件はすべていじめ防止対策室の全体会
議で取り上げた。いじめが疑われる案件においては，客観的事実に迫れるよう複
数教員が調査に当たり，特定教員の抱え込みを防ぐよう努めた。
(4)「再発防止」についての取り組みは，現段階では概ね達成できていると考える
が，当該生徒が卒業するまで継続して見守っていく必要がある。特に，ＳＮＳは
生徒にとって断ち切りがたく教員の目も届かないため，保護者や生徒指導部とも
連携を強め，問題を未然に防ぐことに努めたい。

Ｂ

③活動の点検
　について

アンケート調査結果などによりいじめが疑われる事案のすべてについて，法に基
づいて組織的に検討した結果，いじめと認定した事案は３件であった（昨年度１
０件）。関係教員の適切な対応により，いずれの事案も深刻化する前に把握･対応
できたことから重大事態に発展することなく関係生徒の反省を得られており，発
生から３ヶ月経過した時点でいずれも解消の確認ができた。

Ａ
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

図書 ①目標の設定
　について

①視聴覚資料の整理と収集を行う。
②配架資料の装備状態の確認を行う。 Ｂ

②活動の実際
　について

①視聴覚ギャラリーには，利用頻度が低くなったビデオ資料がまだ多くある。そ
のため，新規購入した視聴覚資料の配架スペースが足りなくなってきている。ま
た，書庫の視聴覚保管場所も手狭になってきたため，旧形態の資料を整理，廃棄
する必要がある。
②近年は自然科学，ドキュメンタリーやストーリー性のある資料を意識して購入
してきた。引き続き，授業で利用できるドキュメンタリーやアカデミックな切り
口の歴史資料，芸術の分野を充実させたい。
①返却された書籍やＤＶＤを確認すると，中に貼ってある書評や帯が取れていた
り，パッケージが破損していることがある。また，書籍に貼ってある背ラベルの
分類記号が日焼けや経年劣化で薄くなり，判読しにくいものもある。そのままだ
と，返却時に誤って配架する恐れがある。
②大型本や布張りの本はコーティングできないため，書籍にバーコードラベルが
直接貼ってある。そのため，剥がれやすいものがある。剥がれかけている書籍
は，見つけしだい補強が必要である。

Ｂ

③活動の点検
　について

①視聴覚ギャラリーに配架しているビデオ資料のうち，利用頻度が低いものは書
庫移動を行う。
②書庫に保管してある利用できないカセットや，ＬＤといった旧形態の視聴覚資
料を適宜廃棄する。
③ビデオ資料でも授業でよく利用されているものは，同じテーマのＤＶＤ資料を
探し積極的に入れ替えを行う。その際，各教科に視聴覚資料の選定を依頼し，授
業で活用できる視聴覚資料を揃える。
④配架してある書籍の背表紙，背ラベルの状態をチェックする。確認作業は文
庫，新書，別置棚，開架書架の０類から９類，視聴覚資料の順に行う。
⑤背ラベルが薄くなり読みにくくなっている資料は，該当部分を切り抜き，新し
い背ラベルに張り替え，ラベルキーパーで固定する作業を行う。
⑥利用価値が低い資料は，背ラベルを取り替えたのち書庫移動の手続きを行う。
⑦参考図書の大型本や，布張りの書籍のバーコードラベルを重点的に確認し，剥
がれかけているものは補強する

Ｂ
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

広報
（情報入試）

①目標の設定
　について

単願推薦志願者の維持と併願受験者の増加
①単願推薦志願者確保のため，夏の学校見学会，秋の学校説明会に参加した受験
生に個別に第一希望校となるように広報する。個別メールで各イベント情報を紹
介，個別相談・面談機会の調整を行う。
②５教科入試の更なる定着を目指し広報する。成績上位受験生向けの「英語・国
語」と公立高校レベルの「理科・社会」という本校独自の５教科入試で他校と差
別化を図る。
③全試験でインターネット出願を導入する。出願エントリーから得られる個人情
報を活用し，本校への受験意欲，入学意欲を高める。

Ａ

②活動の実際
　について

　単願推薦試験の志願者は３００名を超え，この１０年間では最も多くなった。
また，併願志願者も増加した。
　「私立大学定員厳格化」，「大学入試改革」という大学入試を取り巻く環境の
変化が起こる中，本校の大学付属高校としての特色，進学校としての特色を適正
に受験生や保護者に伝えることができた。
　インターネット出願のシステムを利用し，夏の学校見学会，秋の学校説明会の
段階から，個別に積極的な広報活動ができた。

Ａ

③活動の点検
　について

年間を通じて，毎週月曜日の１校時に打合せを行った。前週の活動，今週の活動
の点検を行うことで，問題点等を話し合うことが出来た。

Ａ
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

管理運営
（教学）

①目標の設定
　について

「調和の精神を尊ぶ青年が育つ，活気あふれる進学校」を目指す。
①いじめ防止対策推進，②国公立大学受験対策推進，③基礎学力到達度試験対策
推進，④大学入試改革･新学習指導要領対応推進 Ｂ

②活動の実際
　について

①いじめ防止対策室中心に，今年度も啓蒙と指導を展開してきた。根絶に向けて
は継続的な努力が欠かせないが，県に報告するような重大事態の発生は今年もな
かった。いじめに認定する事例はその多くがＳＮＳを介したトラブルとなってお
り，“ネットモラル勉強会”など対策強化が引き続き求められる。
②特進コースでの，習熟度に合わせた指導と対応が効果を上げている。前期日程
発表後で京都大学・東北大学各１名，筑波大学１７名，茨城大学２０名，国公立
大学合格者合計６１名と，卒業生数が減少したが健闘したと考えている。対策室
主導の指導を継続したい。
③日本大学への推薦入学予定者は２７３名となった。卒業生数減のなか，対策室
主導の集中講座や補習等は今年度も成果を上げた。到達度テストで付属生上位８
０％に入ることのできなかった生徒は５名で，底上げのための指導も一定の成果
を示している。
④大学入試改革は，研修を重ねて教員の共通理解も進んでいたが，直前での民間
試験導入延期など大きな変更が示された。今後の動きを注視しながら，遅れの出
ないように改革に合わせた施策を講じたい。新学習指導要領に合わせたカリキュ
ラム案も提示され，対応策はそれぞれ前進している。教務部や情報処理室，新課
程検討委員会などが中心となり，次年度は，魅力ある本校の教育を意識しながら
の対応策を構築していきたい。

Ｂ

③活動の点検
　について

どの目標に対しても，“ＰＤＣＡ”のサイクルを常に意識し，点検と改善に努め
る。 Ｂ

管理運営
（事務）

①目標の設定
　について

①教育方針と指導目標の明確化②校務分掌機能の高次元化③学校自己点検評価の
活用④教育環境の充実・維持 Ａ

②活動の実際
　について

椅子の入替えを８月に予定通り実施した。資源の有効利用のため，紙の節約や節
電を推進し，会議等での印刷をした資料の配布を削減するように取り組んでい
る。教育環境の充実・維持に関しては，学校自己点検を有効利用して行っている
が，即時に対応することが難しいものもあり，迅速に解決を図れるものばかりで
はなかった。今後，計画的に対応をする必要があり，来年度以降に向けて計画を
立てることになっている。ただし，様々な状況から計画を見直すことも十分に考
えられる。

Ｂ

③活動の点検
　について

環境整備に関しては，早急に対応する必要のあることもあるが，どの目標に対し
ても，“ＰＤＣＡ”のサイクルを常に意識し，点検と改善に努める。

Ｂ
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

庶務 ①目標の設定
　について

①式典や父母と教師の会の行事，その他庶務事項の更なる効率化をめざす。
②防災・安全・危機管理などをより迅速に対応できるように各自の役割とそれに
応じた技能の向上を図る。
③同窓会長の構想が具体化してきたので，それに即して，その動きを加速させて
ゆく。若手幹部の育成が依然として課題だが，新たに幹部として２名の中堅会員
が加わり，改善の兆しが見える。同窓会総会の開催および専門委員会活動の活性
化を推進し同窓会の活動をより活発にするとともに，同窓会の若返りを昨年に引
き続き図っていく。

Ｂ

②活動の実際
　について

①支部調査票の事前入力が定着し確認作業がスムーズに出来た。入学式・卒業式
は例年よりも円滑に進めることが出来た。年次総会は早めに準備に取り掛かった
ために，スムーズな開催を行うことができた。研修旅行は，ＷＥＢ受付等の新た
な試みを行い，より迅速に混乱なく参加者を確定できるシステムにした。
②個々の生徒の帰宅経路情報の整備が行われると同時に，緊急情報メールや緊急
掲示板などを活用して，より安全性の高い通学を確保できるシステムが出来上
がっている。
③組織的なまとまりが出てきて，会自体の活性化が見られる。若い学年幹事をさ
らに加えることで，専門委員会の活動をより時代に即応したものにしていく。

Ａ

③活動の点検
　について

①式典・年次総会は各係毎に意見をもらい，改善に努力した結果，準備の効率化
につなげられたかどうか引き続き点検していく。
②時代状況の変化に合わせて研修会などへの積極的な参加を促し，教職員の責任
意識や技能を高めていく。特に防災には力を入れる。
③若い世代の加入がまだまだ少ないので，継続して協力を求めていく。同窓会の
活性化を一層強力に推し進めていく。

Ａ
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

総合進学ｺｰｽ
（含ｽﾎﾟｰﾂｸﾗ
ｽ）

①学習指導 《進学クラス》
１年生：「予習→授業→復習」を習慣化するために，週末課題とその確認テスト
だけでなく，朝の時間を利用して自主学習や小テストを継続的に行った。また，
生徒の学習状況を担任が随時確認することで，学習習慣の確立を図った。
２年生：連休や長期休みには，スタディサプリを利用し，課題を提示すること
で，計画的に学習をさせることができた。考査や模試の結果を分析し，苦手分野
を明確にした上で学習指導を行ったため，各自が苦手分野の克服に努めることが
できた。
３年生：基礎学力の向上を目標にし「朝学習→朝テスト→授業→課外授業」の流
れを確立した。その結果，自主的に学習する姿勢を身につけさせるだけでなく，
受験生としての意識を持たせることができた。夏の学習会や基礎学力到達度テス
ト関連の課外では，理科・地歴公民科の演習を重点的に行うことに併せ，９月の
基礎学力到達度テスト直前課外では少人数の授業を展開した。この課外が，苦手
分野の克服に非常に効果的であったため，好成績を収めることができたと考え
る。
《スポーツクラス》
「基礎学力の向上」「授業の充実」を重点目標に掲げた。その土台には「基本的
生活習慣の確立」こそ重要であるとし，遅刻・欠席をせず，自己管理のできる生
徒であれ！と指導を継続した。低学力の生徒が在籍する一方，なかには高学力の
生徒も少なくないので「学習指導の多様性」を心がけていかなければならない。
日大基礎学力到達度テストを視野に「受験対応」も図った。とくに２年生３学期
から３年生１学期をつなげ，英語のリスニングテスト対策，テーマ別課外等，
個々の弱点克服に向けた取り組みが徹底できた。また３年生２学期には，理科•地
歴公民に特化した授業を行い，問題演習を多く実践しながら，受験対応を効果的
に行うことができた。今後も進学校の運動部として，部活動を主軸として「勉強
も頑張る」姿勢に満足せず，進学内容も充実させていきたい。さらに，アスリー
トとしての自覚と自主性を高め，高い目標に挑みながら，本物の文武不岐を追求
していく。

Ｂ

②進路指導 《進学クラス》
１年生：進路ノートに取り組むことで，自己理解と進路意識を高めるとともに各
学部，学科への興味関心を引き出し，大学への知識を深めるものとなった。卒業
生講演会等の各種講演会に参加し，実体験や経験談を聴くことで適切な職業観を
養った。また，自らの適性や興味関心等を踏まえた上で文理選択を行うことがで
きた。
２年生：進路適性検査や高校生活調査を活用し，適切な助言や指導をした結果，
生徒自身が明確な進路目標を立てることができた。日大出張講義や医歯薬・医療
系講演会等を通して，将来の職業を意識し大学や学部学科を調べることで理解を
深めた。
３年生：卒業生講演会や志望理由書サポート講座への参加を通して，進路や就職
に関する情報を収集・整理し，自身の興味関心や適性を踏まえながら具体的に進
路目標を設定することができた。面接練習では，担任や学年の教員が計画的に指
導した結果，生徒は様々な視点で物事を考えることの重要性を認識した。進路結
果としては，日本大学への進学率は，進学クラスでは８２.０%，スポーツクラス
では２２.４%，コース全体では７１.３%であった。
《スポーツクラス》
担任や部活動顧問とのふだんからのコミュニケーションを中心に，学校行事以外
でも通年の面談を行えた。大学進学にとどまらず，“将来自分が就きたい職業は
何なのか？その為に何を学ぶか？学びたいか？”を話し合い，担任や部活動顧問
と手を携えて，一つひとつの課題をクリアしていった。

Ｂ
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③生徒指導 《進学クラス》全学年とも頭髪服装検査を適宜実施し，高校生としての身だしな
みを心がけるように指導してきたため，多くの生徒が落ち着いて規則正しい学校
生活を送っていた。高校生活に関する調査等を利用して，二者面談を継続的に行
い，進路面だけでなく生活面についても生徒理解や把握に努めた。また，学年や
教育相談部，教育カウンセラー，保健室等の各部署と情報共有をし，互いに連携
することで個々の生徒に合わせた対応をすることができた。
《スポーツクラス》　全学年とも，担任（学年）と部活動顧問の連携が図られた
事により，望ましい生徒指導ができた。生徒達は，落ち着きながらもメリハリの
ある生活を過ごせた。今後も，学校の品格や雰囲気づくりに，スポーツクラスの
生徒が率先して関わっていきたい。昨今，学校のコンプライアンスが問われる諸
問題が顕在化してきた。「生徒指導」という教員から見る視点を改善する時期に
入ってきている。まず，教員自身が意識改革をする事が肝要である。とくにス
ポーツ関係では，部活動特有の上下関係（指導者－生徒，先輩－後輩）がトラブ
ルの温床である。生徒とのコミュニケーションを密にし，生徒自らが改善の努力
をする「自立支援」体制を構築していきたいと思う。

Ｂ

④特別活動指
導

《進学クラス》
学校行事等への積極的な参加を促した結果，クラスが一致団結して各行事に取り
組み友情を深めることができた。特に文化祭は，６月に開催となったため，３年
生も積極的に参加し，学業との両立を図りながら学校の中心的な役割を担った。
総合学習については，チーム毎に課題研究に取り組む体験型総合学習を通じて，
他者理解と自己発見をするだけでなく，チーム内の自分の役割を理解し，一つ先
を見て行動することの大切さを知った。チーム発表においては，プレゼンテー
ションスキルや豊かな表現力を養った。
《スポーツクラス》
各部活動とも全国大会出場・上位入賞を目指して努力した。

Ｂ
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

特別進学ｺｰｽ ①学習指導 難関大学に合格できる高い学力，専門分野への知的好奇心，ルール・マナーを守
る社会性の３点を高めることを目的とした学習指導を行ってきた。特に，２０２
０年度から始まる大学入学共通テストの実施に向けた定期考査改革と，次期学習
指導要領に向けた探求型学習としてインタレストラーニングを導入し，一定の成
果が得ることができた。
１学年：１年次ということもあり，学習量を確保し基礎学力の定着を念頭におい
た指導を行った。課外授業では英語と数学に重点を置き，発展的な問題にも取り
組ませたが，大学入学共通テスト対策に向けた読解力の育成にはまだまだ不十分
な状況である。また，探究型学習として，通常の授業ではできないような企画を
教員それぞれが提案し，生徒が企画を選んで夏休み・冬休みを利用して集中的に
学び，発表するインタレストラーニングを行った。
２学年：大学入学共通テスト初年度の学年となるため，授業においては口頭試
問・グループ学習を随時取り入れ，定期考査では思考のプロセスを問う出題を行
うなど，知識偏重から思考力・表現力重視の指導を展開した。また，文系理系別
の指導体制の開始に当たり，理科・地歴公民の学習体制を強化することで，専門
科目が入試の得点源となるように指導した。学年の共通目標として「英検２級全
員合格」「ＳＨクラス準１級全員合格」を掲げ，毎月の自由英作文作成など，英
語力の強化に努めた。
３学年：習熟度別，分野別，志望大学別の目的や対象を明確化した効率的な課外
を実施し，きめ細やかな指導を展開した。具体的には，東大・京大志望者への特
別課外の実施と科目ごとの課題添削指導，医療系志望者への小論文指導，筑波大
志望者を中心とした論述対策指導，公募推薦志望者への志望理由書作成，過去問
対策，面接指導，センター試験対策課外などきめ細かい指導を行った。

Ｂ

②進路指導 大学入学共通テストおよび新学習指導要領を見据え，難関国公立大学・私立大学
へ多くの合格者数を出すことを目標に，一般入試だけでなく，様々な入試形態
（公募推薦・ＡＯ入試）に即した指導を柔軟に行った。その結果，国公立大前期
合格段階で，京都大学１名，東北大学１名，筑波大学１７名，茨城大学２０名，
国公立大学６１名の合格者を出すことができた。
１学年：入試改革の正しい理解と，発信されている情報を精査し，それに対応す
る指導を実践してきた。また，「夢ナビライブ」や「東大金曜講座」等の校外ガ
イダンスへの参加や，インタレストラーニングを中心とした探究型学習を通し
て，知的好奇心を高める指導を行い，生徒自身の主体的な活動意識も高まってき
たように思われる。
２学年：文部科学省の方針転換に振り回されたこともあったが，各種研修会への
参加や各大学の詳細公表などアンテナを高くして情報収集にあたり，高大接続改
革に関わる新入試制度の情報収集と生徒への周知を随時行った。また，公募推薦
につながる探究活動については，個々人の課題設定に応じた研究活動を行った
が，教員・生徒ともに負担が大きく，期待できる効果はあまり得られなかった。
３学年：公募推薦入試を積極的に活用し，生徒の第一志望合格および国公立大学
合格に繋げる指導を行った。また，個人面談を充実させ，個々の進路希望や課題
の掌握と指導に努めた。ＬＨＲを中心に入試制度について指導を継続し，大きな
ミスなく受験に臨ませることができた。

Ｂ
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③生徒指導 １学年：場に合った服装や頭髪を常に意識させ，安易に流されることがないよう
に指導した。また，ＳＮＳの使用については，個人情報の漏洩や他人への誹謗中
傷などのトラブルに巻き込まれないように十分に指導した。いじめをテーマにし
た総合学習を実施し，他者への配慮の大切さを理解させた。しかしながら，ＳＮ
Ｓへの不用意な書き込みがトラブルの元になっているケースも発生したため，今
後も繰り返し指導していく。
２学年：挨拶・規律の徹底を図った。生活指導全般において，生徒に対しての遠
慮や妥協は一切行わないが，一方的な指導ではなく，論理的に繰り返し説明し，
生徒が理解した上で自発的な改善が図れるよう，知性的な指導を心掛けた。ま
た，定期的な学年集会を通して，規律を正すことができた。
３学年：社会の一員としての自覚ある言動と行動の確立を目標に掲げた。学習や
進路への悩みを抱える生徒が想定以上に多く，保護者や教育相談部，スクールカ
ウンセラーと連携を取りながら対応に当たった。

Ｂ

④特別活動指
導

１学年：総合学習ではネイティブ教員による発話・スピーチ指導を行い，主体性
の育成に努めた。また，ビブリオバトルやインタレストラーニングを通して，協
働して問題を解決する機会を設けた。
２学年：修学旅行や文化祭など学校行事に主体的かつ積極的に取り組ませた。そ
の結果，集団への帰属意識を養い，友人と協力して一つのことを成し遂げる達成
感を体験することができた。
３学年：学問的な興味関心につながる課題について，グループによる研究発表
（ポスターセッション）を行い，級友との絆や自己の進路への意識を深めること
ができた。

Ｂ

⑤学級経営 学級は，全ての生徒に対する指導の基盤となる場であるとの考えに基づき，二者
面談の定期的な実施を促進した。学習指導，生活指導の成否は担任との信頼関係
が最も重要であるという意識を持って，学級経営に臨んでいる。また，毎朝のＳ
ＨＲでは事務的な連絡で終わらずに，担任が熱意をもって理想や学習方針を語
り，特別進学コースの生徒としての自信と誇りを持たせることに努めた。

Ａ
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨ
ｺｰｽ

①学習指導 実践的英語力・論理的思考力の基礎を身につけ，問題解決能力を向上させること
が目標である。
１学年：中学校までの学習スタイルからの脱却を目指し，生徒ひとりひとりの現
状に対して，個別に具体的に対応し実力を向上させることができた。特にプレゼ
ンテーション能力の強化に重点を置いた指導を進めた。現状では英検を準１級１
名，２級１７名が獲得している。
２学年：英語能力の大会生徒が多く，授業レベルが近年では一番高い。一部にネ
イティブレベルの教材も取り入れた。英検は１級３名，準１級３名，２級２４名
が資格を得ることができた。
３学年：英検・ＴＯＥＩＣなどの資格試験取得と併せて，推薦入試に向けての小
論文や面接，志望理由書作成練習などによる指導態勢を強化した。推薦入試に向
けた準備は順調に進み，問題解決能力の醸成ができたと考える。日大基礎学力到
達度テストへの適応もできた。英検は１級１名，準１級８名，２級を２１名が取
得し，卒業させることができた。

Ｂ

②進路指導 コースの持つ特性を生かし，生徒の進路意識を学年ごとに高め，社会に対する興
味関心も深めることで，推薦入試を上手に利用した進路指導を目指している。
１学年：職業研究に加え，国際社会に目を向ける行事で，学ぶことの重要性を理
解し，進路に対する興味関心を向上させることができた。
２学年：大学入試の方法・学部学科を研究させることで，知識を具体的なものに
発展させ，検定試験受検により，受験資格の取得につなげることができた。
３学年：推薦入試に向けた指導を早期に開始し，各種作文の添削指導，面接指導
を回数を重ねて実施し，例年と遜色ない成果がでた。一般入試に対する受験対策
指導も一定の成果を残すことができた。進路先は，上智４名，ＩＣＵ１名，同志
社２名，青山学院・中央・明治・学習院・東京女子各１名，獨協４名，日本６
名，そして防衛大学校に１名などの進路実績が出ている。

Ｂ

③生徒指導 身だしなみを整え，グローバル意識を持って生活することを目標にしている。
ＳＮＳに関するトラブルが大きな問題となってしまった。これに関しては解決に
時間を要したが，その後は基本的に落ち着いた生活を送ることができた。服装・
頭髪については，もう一段高いレベルで規律を尊重する必要を理解させたい。

Ｂ

④特別活動指
導

短期・中期留学のほか，各学年とも校外学習や学校行事，総合学習の取り組みに
は常に積極的に取り組むことができている。運動部に所属するものも多いが，文
化的な活動にも熱心に参加するものも多く，生徒会や委員会の中心となって活躍
するものもいて，全般的に積極的な活動振りが目立った。

Ｂ
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校務分掌 評価項目 設定や点検の内容・活動の進捗状況
目標設定･活動
点検の適切さ･
活動の達成状況

情報処理 ①目標の設定
　について

①教職員用コンピュータの更新
②進路システムの改良
③ＩＣカード導入に向けての調査・研究
④保護者向けホームページの充実

Ｂ

②活動の実際
　について

①定期テスト期間を利用して短期間に移行を済ませることができた。
②情報処理室が関与しながらも安定稼働しているシステムであるため，進路指導
部側と十分な連携がとれずほとんど進展がなかった。
③数社から運用法や機器構成・費用について情報収集したが，研究を深めること
ができなかった。
④保護者へのメール配信システムとＷＥＢ申し込みシステムの構築により支部活
動や学級懇談会の出欠登録が保護者向ホームページ上でできるようになり，保護
者・教職員の負担を軽減することができた。

Ｂ

③活動の点検
　について

①予め環境のバックアップ・復元のスクリプトを用意する事で，最小限の停止時
間で環境を保ったままの移行を可能になった。
④メール配信とＷＥＢ申し込みの連携についてさらなる工夫が必要である。 Ｂ
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