
本校の目指す
学校像

本校の特徴
および課題

令和2年度
取組結果

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，今年度は感染症拡大のため外部教員研修へ
の参加はできなかった。その分校内研修では，ＩＣＴを活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，教員の運用能力，
技術力を高めることができた。全学年の e-ラーニング加入がそろい，さらに新入生からのＩ
ＣＴ機器導入も具体的になり，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一部教科に偏ってお
り，改善が必要と思われる。

Ｂ

③活動の点検
　について

Ａ）ＩＣＴ機器導入に向けた研修をさらに進め，その情報･技術が内部で教員全体に，想定通
り広まっているかどうか確認する。
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

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新カリキュラムの実施準備を進める
Ａ

②活動の実際
　について

新学習指導要領・新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。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スタートしてい
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，教職員会議で承認された。次年度からはこれらを実際に運用す
るための準備が必要になる。
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，本校の魅力を一層ア
ピールできるよう，新学習指導要領の実施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縮小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・カリキュラム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運用準備に前進させ，本校の未来像を描きながらの議論につなげていき
たい。

Ａ

令和２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「大学入学共通テスト」への対応を計画的に進めてきた。結果として小幅な制度・出題
方針の変更にとどまったため，十分な対応が可能であった。この後文部科学省から提示される，追加の変更などについても注視し
たい。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，新学習指導要領にあわ
せた新しい学習・進路指導に関する検討も計画通りに準備が進められ，振鈴・カリキュラムも完成した。これらに合わせた秋･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もスタートして
いる。新型ウィルス感染拡大防止対策による臨時休校は，ＩＣＴ教育推進の機会となった。活用方法の一層の研究を進めたい。進
路実績も，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例年以上の結果となった。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ほぼ完了。感染症拡大防止対応のための機器設置なども含
め，教育環境はさらに整っている。

目標設定･活動点検の適切さ
･活動の達成状況

　　　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
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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

Ａ

②活動の実際
　について

①あいさつの励行：コロナ禍でのマスク着用，全校集会の行えない中では大きく改善させる
ことが出来なかった。その中，校長先生を始め先生方が毎朝登校時に挨拶の範を示していた
だいたり，生徒指導部から生徒への声かけ等を通じて挨拶の雰囲気作りは出来てきている。
今後の改善に期待したい。
②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。しか
し，一部の生徒には継続的な指導が必要である。
③いじめの根絶：コミュニケーションの取り方が上手く出来ない生徒が増えてきており，Ｓ
ＮＳを介しての人間関係のトラブルに発展するケースがあった。情報モラル教育についての
指導に一層の重点を置きたい。
④社会のルールやマナーの遵守：マスク着用の徹底については，本校の生徒は素晴らしかっ
た。苦情については学校周辺の路上や近隣店舗駐車場での送迎が主であった。スマートフォ
ンを操作しながらや音楽を聴きながらの登下校生徒が散見している。
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

生徒指導部教員や当番教員による登下校の立哨指導を中心に,ルール・マナーの指導を継続す
る。保護者宛メール文書にも記載し生徒送迎自粛への理解，協力を継続的に促す。自転車保
険への加入や整備点検を保護者へも促す。ＳＮＳ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教育相談部やいじめ防止対策室と連携して指
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も実施していく。

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

生徒の活動については，今年度はコロナ禍の影響で生徒会活動，委員会活動，クラブ活動，
応援活動などあらゆる活動が制限された年であった。その制限の中でアイデアを出し合いな
がら行うことが出来た。引き続き出来る範囲の中で活動を継続し，状況を見ながら元の活動
に戻せるよう計画・実施していく。

Ｂ

③活動の点検
　について

生徒会本部,各委員会の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，助言して
いく。
クラブ活動は,引き続き加入率の向上を促し,タイムリーに情報を発信していく。

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

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日本大学学校推薦型選抜（付属高等学校等）合格者数は３２０名に達した。新制度になっ
て６年目，制度についての対応方法も浸透してきたが，複数の担任が３年生初めての担任と
いうことで，情報提供とその周知に腐心した。その結果，生徒保護者の希望に沿った出願と
なり，入学辞退者が出るようなこともなかった。
②３月２２日現在，国公立大学現役合格者１１１名，東京２名，筑波１９名，茨城２０名の
ほか，医学部医学科５名などの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１
２名，慶応２名，上智８名，明治２０名，青山学院９名，立教１１名，中央１９名，法政１
４名，学習院８名，国際基督教１名，東京理科１４名,日本大学１８７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。各コース３学年での推薦入試対策指導が今年も実を結び，進
路実績全体を押し上げる形となっている。
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，遅れることなく準備できた。進路
希望調査もオンラインを使った入力形式で作業の効率化を実現できた。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。感
染症拡大の影響で縮小している大学入試改革に対しては，この後も情報収集を怠ることな
く，進路指導に繋げられるようにしたい。
④感染症拡大の関係で，７月の日本大学出張講義や医療系講演会などは中止を余儀なくされ
た。しかし，１１月の日大出張講義は，感染症対策を十分に実施し，オンライン中継なども
利用して開催することができた。新たな実施方法が確立できたように思われる。法曹界講話
も感染症対策を施しながら予定通り実施することができた。生徒に提出させた受講レポート
についての新たな試みは，生徒の進路希望に対する指導の，良い材料となったと考えてい
る。父母と教師の会の各支部から依頼を受けている進路講演会は，やはり今年度は開催が難
しく，進路指導部が付属高校からの推薦制度を解説した動画を編集し，それを視聴してもら
う形をとった。これにより，適切な進路情報を提供することができたと思っている。

Ａ

③活動の点検
　について

①新日大付属推薦システムへは，６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。本人保護者の志望確認を確実にしていくことと同時に，若手
担任教員への支援と情報提供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方式入試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技能の指導強化や調査所等の書類形式の確認など，英語科･ＩＣＴ
委員会･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い
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

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

教職員及び生徒の安全管理

Ｂ

②活動の実際
　について

事務局と連絡を取り合いながら，補修を行うことができた。
また，電源コンセントにおいても破損が多く見られたが，事務局に相談し破損しにくいもの
にした。その結果，破損することそのものが少なくなった。
トレーニングルームにて，器具等の点検を行った。交換が必要な箇所については直ちに交換
し事前に事故等を防ぐ事ができた。

Ｂ

③活動の点検
　について

体育館・グランド・かすみがうら桜グランドについては，事務局と連絡を取り，老朽化で危
険な場所を確認して直ちに補修を行なう。また，老朽化だけではなく，ぶつかったりして破
損するところも同様である。しかし，「壊れたら直す」の前に「壊れないように」使用する
指導も行なう。常に安全管理ができるように年間を通して見回る。右籾桜グランドは，芝生
が剥げている箇所が数箇所あり，コースも砂量の違いのせいか，全てが均等になっていな
い。季節も考えながら年間を通して整備できるように点検する。

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

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。 Ａ

②活動の実際
　について

①学校欠席者情報システムとコロナ感染防止対策としての欠席者情報の運用で，インフルエ
ンザのみならず新型コロナウイルスによる感染の拡大防止に対応した。また，毎朝昇降口で
教職員による生徒への検温・手指消毒の奨励を行った。
②コロナ禍の影響で年間計画通りの健康診断が行えずにいたが，校医の先生方の協力により
年間を通して実施することが出来た。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。
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を利用し易い環境作りに取り組ん
でいる。コロナ禍の中でも相談できるようにオンラインでの相談も実施した。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。
③産業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，改修が長期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今年度に関しては，コロナ禍の中，現状を知ると同時に，感染症対策や健康管理について
も話し合い，教職員への情報提供を行った。そして，新型コロナウィルス感染症について
は，感染拡大防止対策備品の設置・備蓄を充実させたほか，校内検査の実施についても保健
所の指導の下，適正な検査を実施し，感染の拡大を止めることができたと考えている。

Ａ

③活動の点検
　について

①毎日の欠席者についての情報共有は，問題なく機能しているか，早期の対応ができている
か確認している。
②産業医と保健室が連携し健康診断実施率は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，事務局による定期環境衛生検査等が，専門会社に依頼し定期的に検
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，保健委員会が健康・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予防等の情報や提案を通して，流行拡大を防いでいきた
い。

Ａ

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①～⑩の取り組み方策の設定は適切であった。 Ａ

②活動の実際
　について

①および②に掲げた，新しいクラス編成をした生徒に対する構成的グループエンカウンター
の実施については，新型コロナの感染拡大に伴う休校措置のために年度当初の実施はかなわ
ず，登校再開後に各コース学年の状況に応じて適宜実施した。
③「学校不適応調査の実施」については，年間を通じて担任に学校不適応生徒の状況を入力
してもらい，定期的に(年6回)その情報を集約することで，教育相談部や学年主任・管理職と
情報共有し，適宜対応した。
④「高校生活に関する調査」の実施については，年3回の調査における教育相談に関する項目
の集計を通して，学校生活や家庭，寮における生徒の悩みやトラブルを把握し，担任に
フィードバックしたり学校カウンセラーに繋ぐなど，適宜対応した。
⑤「カウンセリングの随時実施」については，生徒や保護者の相談希望，担任や教育相談部
員，カウンセラーから見た必要性に応じて，随時学校カウンセラーや教育相談部員によるカ
ウンセリングを実施した。休校期間中の対応として，リモートによるカウンセリングも実施
した。
⑥「保護者との連携」については，学校ホームページでリモートカウンセリングを含めたカ
ウンセリングの案内を行ったり，定期的に「スクールカウンセラー便り」を掲載したりする
ことで，本校の教育相談体制の周知に努めた。
⑦「特別支援計画の立案」については，計画立案に至るケースがなかった。
⑧および⑩「スクールカウンセラーとの連携および支援体制の強化」については，昨年度同
様，原則毎日カウンセラーが出勤している体制を整えるとともに，休校期間中もリモートで
のカウンセリングを受け付けた。また，スクールカウンセラーの助言，協力を臨機かつ最大
限に活用することで，不適応生徒やその保護者への適切な対応につなげたほか，不適応生徒
への対応に苦慮する担任に対し，必要に応じてカウンセラーとの連携を働きかけた。
⑨「教育相談部会の開催」については，担任，学年主任，カウンセラー，相談部員間の情報
共有に努め，不適応事案への早期対応に努めた。

Ａ

③活動の点検
　について

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事例等について担当主事，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意見交換し，支援策の確認・見直しを随時検
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した。また，今年度は児童相談所からの通報が複数あっ
たが，該当生徒の見守り体制構築などの対応について，その都度管理職および教育相談部会
で共通理解を図った。

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
標設定は適切であった。 Ａ

②活動の実際
　について

(1)「未然防止」について
新型コロナウィルスの影響で当初の計画を見直さざるを得なかった。まず，従来は新入生の
多くがスマホを手にしたばかりの４月に実施してきたネットモラル勉強会が休校期間明けの
５月実施に変更となった。一方で，従来と異なりオンラインでの授業やホームルーム活動が
その間に始まっており，スマホ等ネットデバイスを用いた生徒間のコミュニケーションも既
に進行していたと考えられ，ネットモラルが希薄な段階でのトラブル発生が危惧される状況
となってしまった。また，生徒に対する講話は，一堂に会しての集会ができなくなってし
まったものの校内放送を通して行うことができた。これについては，講話直後に担任からの
強化が期待できるなど，効果的であったと考える。さらに，「いじめの根絶」を４週に一度
の生活目標とし，担任の講話を継続的に行うことでいじめ防止に取り組んだ。
(2)「早期発見」について
アンケートの実施方法をオンラインに変更した。これによって回答結果の迅速な把握と対応
に繋げることができた。登校再開後は，担任のこまめな面談や声掛けを中心に早期発見に努
めることができたと考える。また，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。
(3)「適切な対応」について
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，いじめが疑われる案件は客観的事実に迫れるよう複数教員が調査に当たるなど，概
ね達成することができたと考える。今年度いじめ認定をした３件のうちの１件は，被害生徒
からの申し出が卒業間際となったため時間的制約がある中での対応となってしまった。
(4)「再発防止」について
卒業間際のいじめ認定となった１件において，解消の確認に必要な時間を確保することがで
きなかったものの，加害生徒たちの反省を促す指導をした上で卒業を迎えることができた。
他の２件については解消が確認されたが，当該生徒が卒業するまで継続して見守っていく必
要があると考える。

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３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
係生徒の反省を得ることができた。

Ａ

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

Ⅰ書誌情報（資料を探すための基本情報）の整理を進める
Ⅱ洋書・語学資料の収集に努める Ｂ

②活動の実際
　について

Ⅰ①前年度から書誌の整理を進めているが，膨大な量があるため引き続き整理を進める必要
がある。書誌のデータ量が不足している場合は情報を追加したり，内容を修正しながら完全
な書誌づくりに努めていく。
　②重複した書誌が多いと検索時の画面が見にくい。整理し，検索時の画面を分かりやすく
したい。
Ⅱ①特進やＧＳコースの課外授業で洋書のリーダーが多く利用されている。薄い本のため破
損しやすく，廃棄や買い直しも多い。今年度はレベル別のリーダーも増やし，語彙の難易度
やテーマの選択肢を広げたい。また，外国の語学や文化に興味を示す生徒も増えているた
め，各国の言語資料を揃え，語学分野の充実に努めたい。
　②様々な語学検定資料の利用が多くなっている現状を踏まえ，英検だけでなく，IELTS，
TOEFL，TOEIC等の検定資料も揃えて提供したい。

Ｂ

③活動の点検
　について

Ⅰ①洋書や視聴覚資料，学習参考書など手入力で書誌を作成する場合は，先に作成した書誌
を３校（土浦・岩瀬・中等）共通で使用した。その結果，書誌の重複が減り，今年度の登録
分に関しては検索画面が見やすくなった。
　②過年度分の書誌の組み換えは，学習書，視聴覚資料，洋書から優先的に取り組んだ。作
りが簡易な書誌は，完全な書誌に作り直しを進めた。各校で手入力した書誌が沢山あるた
め，次年度以降も引き続き整理を進めていく。
Ⅱ①初心者でも手に取りやすい多読用の対訳本，そして有名かつ親しみやすい作家の小説，
伝記を購入した。また，各国の言語資料を揃え，語学分野の充実に努めた。
　②語学検定資料はIELTS，TOEIC，英検（新試験対応）等を揃え提供した。試験前に多くの
利用があった。語学検定資料は改訂も多いため，次年度も英語科の教員に選定を依頼し，購
入していく。
　③洋書の購入は発注までに時間がかかり，注文後も在庫がなく取り寄せになることも多い
ため，早めの対応を心がけた。しかし，納品までにだいぶ時間がかかってしまった。今後，
更に洋書を充実させるためにも，書誌（本を探すための基本情報）入力の負担を減らす方法
や購入方法の検討をしたい。

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

広報
（情報入試）

①目標の設定
　について

　Google Analyticsを導入して，本校ホームページの解析，ＳＮＳを運用した広告戦略を実
施した。また，中学校訪問時に広報用チラシを自作し，限られた広告予算の中で広報活動を
行った。「私立大学定員厳格化」，「大学入試改革」と大学受験を取り巻く環境が大きく変
化する中，本校の強みである進路指導を受験生・保護者に納得していただくことができた。 Ａ

②活動の実際
　について

　新型コロナウイルス感染症者等の影響により，夏の学校見学会，秋の入試説明会，海外入
試，国内試験のすべての入試業務は例年通り実施することができなかった。
　このような環境下，昨年度から準備していたインターネットを活用した広報活動により，
夏の学校見学会のオンライン開催，海外入試における新たな試験方式（海外アドミッション
ズ・オフィス入試）等を実現できたことは，生徒募集にとても有益であった。 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

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。
A)いじめ防止対策推進，B)国公立大学受験対策推進，C)基礎学力到達度試験対策推進，D)大
学入試改革への対応，E)新学習指導要領対応推進，F)ＩＣＴ教育推進などによる Ａ

②活動の実際
　について

A)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，今年度の前半が臨時休校・オンライン学習となったため，例年に比べ
件数も少なく，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。
B)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。現役生徒で東京大学
１名，東北大学２名，筑波大学１６名，茨城大学２０名，医学部医学科３名，国公立大学合
格者合計１０３名と，非常に健闘したと考えている。推薦入試を積極的に利用した対策室主
導の指導を継続したい。
C)日本大学への推薦入学予定者は３２０名となった。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。全付属高校中文系・理系ともベスト５位内という上位の成績を収めるこ
とができた。
D)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
期など変更の縮小が示され，入試問題の出題方法の変更や，出願関係書類の変更も最小限と
なった。しかし，今後の動きを注視しながら,遅れの出ないように対策を継続させたい。
E)新学習指導要領に合わせたカリキュラム案も整い，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，魅力ある本校の教育を意識しながら
の運用準備を進めたい。
F)新入生からのＩＣＴ機器導入が実現した。図らずも今年度はオンライン学習への取り組み
が前進したが，さらに内容の充実を進めていきたい。

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
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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
（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

①本学園が取り組むべき次なる課題として，不登校生徒への教育があげられた。また，新型
コロナウイルスの影響により教育環境に教職員・生徒の安全確保が必要となった。
②教学との連携をさらに強固にし，校務分掌の編成と委員会の編成がより効率的に行われる
ように，人事業務のさらなる質的向上を図っていく。
③学校自己点検に係る調査報告を有効に活用して，部署として改善点を積極的に取り上げ，
基本的な計画に基づいて解決を図っていく。ただし，早急に対応が必要なものに関しては，
時間を空けることなく対応する。
④教育環境の充実を図り，生徒が快適かつ便利で，学校生活を送りやすいと実感する教育館
環境の整備を心がけていく。また，教職員が職務の社会的・教育的意義を感じ取って計画的
に業務を遂行して行けるように整える。特に環境維持に関しては，十分注意を払い実行して
いく。

Ａ

③活動の点検
　について

①2021年(令和3年)4月に土浦日本大学高等学校は広域通信制課程を開校する認可を申請し許
可された。新型コロナウイルスへの対応として，必要な衛生消耗品の確保・配置を行うと共
に適宜校内消毒作業を実施するなど生徒・教職員の教育環境の安全確保に努めた。
②新型コロナウィルスの影響により，オンラインでの教育活動を行う時期にあっては，必要
な設備の配備をサポートし，入試においては，受験生の安全や在校生への影響に配慮し，消
毒作業・人員の配置でサポートを行うなど，校務分掌との連携を図り業務を実施することが
できた。
③学校自己点検に係わる調査報告を有効に活用して，部署として改善点を積極的に取り上
げ，各校務分掌との連携を行ない諸活動を実施した。
④計画通り，本館ベランダ防水・塗装工事およびベランダ柵の塗装・補修工事を実施するこ
とができた。また，体育祭での利用等教育環境の充実および運動部の競技力向上に資するた
め，右籾桜グランドに陸上競技用タータン走路を設置した。新型コロナウイルス感染防止の
対応が必要となったが，必要な衛生消耗品の確保を行うと共に適宜校内消毒作業を実施する
など生徒・教職員の教育環境の安全確保に努めた。また，父母と教師の会にご協力いただき
検温器の設置，父母と教師の会・後援会・同窓会にご協力いただき加湿器・空気清浄機を整
備することができた。ただし，夏季において冷房配管の破損等のため故障があり，すぐに復
旧工事を行ったがエアコンの能力が完全に発揮されず，教室の場所によって冷房の効きにく
い状況が生じてしまった。今後，このようなことがないよう細心の注意を払っていきたい。

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

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改善
②防災・安全・危機管理などの強化
③同窓会の活動の活性化

Ａ

②活動の実際
　について

今年度は新型コロナウイルスの影響で庶務部の活動の大半が例年通り実施出来ず，新たな様
式での実施を余儀なくされた。それぞれ創意工夫をしながらの実施だったが関係者の協力を
得て，無事終えることが出来た。
①入学式は，感染防止対策で新入生のみの出席で実施となった。直前まで国や県の要請や社
会情勢を鑑みながらであったが，多くの先生方等の協力により終えることが出来た。支部総
会・年次総会はＷＥＢ決議での実施となった。研修旅行は社会情勢を鑑み中止。各支部活動
もほとんどが中止またはＷＥＢでの実施となった。役員会議も最少人数の出席とオンライン
での会議となった。この状態で次年度の活動への引き継ぎになることに不安を感じる部分も
ある。
②計画通りの避難訓練が実施出来なかったが，クラス毎等工夫凝らし実施した。生徒たちも
静謐を意識した行動がとれた。生徒の帰宅経路調査も整備が行われた。緊急情報メールや緊
急掲示板などを活用して，コロナ禍での学校の対応等の連絡が的確に取れた。生徒への安全
を確保できるシステムが出来上がっている。
➂同窓会の会議については書面決議といった形で回数を重ねた。その中でも花壇整備活動，
生徒手帳につけた校歌のＱＲコードといった例年と継続した活動は行ってもらうことができ
た。

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，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施設の点検等事務局との連携し進めていく。
➂会長との密な連絡と内容の確認していく。

Ａ
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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：休校中のオンライン授業や学校再開後の授業を通して，授業と復習の大切さを意識
させた上で，学習を計画的に取り組ませることができた。また，生徒の学習状況を担任が適
宜確認し，面談を行うことで，学習習慣の確立を図ることができた。
２年生：授業や提出物の確認等をオンライン上で実施したため，教科担当者と担任が連携し
て生徒を指導することができた。基礎学力の向上をめざし「朝テスト→授業→復習」の学習
サイクルを確立することができた。
３年生：休校中のオンライン授業で理解が不十分であった単元については，特別編成授業や
課外授業を早期から行うことで，基礎学力の定着を図るとともに，受験生としての意識を涵
養することができた。また，課外学習会の実施回数を増やし，演習時間を十分に確保したこ
とで，苦手分野の克服につながり，このような状況下でも，しっかりと準備をした上で基礎
学力到達度テストに臨むことができた。
《スポーツクラス》
取り組み目標を達成させるため，基本的生活習慣の確立を最重点に掲げた。遅刻や欠席をせ
ず，自己管理のできる生徒になるよう，学年教員をはじめとする担任と部顧問を中心に指導
を継続した。生徒の中には高学力生徒も少なくないので，多様性を心掛けながら学習指導を
展開している。本年度は新型コロナ感染症の影響により様々な学校行事や試験などが中止と
なったが，その中でも基本的生活習慣や学習ペースを崩さないよう，教職員が一丸となり指
導することができた。今後は進学校の運動部であるという意識をより強く持たせながら，ア
スリートとしての自主性と目的意識を高めることで進路目標につなげ，試合結果でそれを確
実なものにできるよう，文武不岐を追求していきたい。

Ｂ

②進路指導 《進学クラス》
１年生：進路ノートを活用して自己理解を深め，自分と社会との関わり方を考えたり，自ら
の経験を踏まえたりするなど，様々な視点から志望する学部・学科を考えることで，将来を
見据えた文理選択をすることができた。日本大学の各学部・学科の紹介動画を視聴すること
で大学への興味関心を引き出すとともに，学問の視野を広げることができた。
２年生：進路適性検査や高校生活調査の結果を用いて，適宜面談を行い助言をすることで目
的意識を持たせることができた。また，オンラインオープンキャンパスを通して，学部の学
問内容や研究分野を調査したり，各種講演会に参加し，適切な職業観を養うことで，将来を
見通した適切な科目選択を行うことができた。
３年生：志望理由書サポート講座や論文ワークを通して，進学や就職に関する情報を収集し,
自身の興味関心がどのようなことに向いているのかを明確にし，適性を踏まえた上で進路目
標を設定することができた。日本大学への進学率は，進学クラス78.9%，スポーツクラス
33.3%,コース全体では70.5%であった。
《スポーツクラス》
学年教員をはじめとする担任と部顧問を中心にコミュニケーションを図り，年間を通して面
談を実施した。大学名や学部名にとらわれず，自分が就きたい職業を考えさせ，そのために
何を学ぶべきかを話し合い，ひとつづつ課題をクリアしていった。結果として今年度の３学
年では日大進学者２７名をはじめ，国公立大学合格者も輩出することができた。

Ｂ

③生徒指導 《進学クラス》
新型コロナウイルス感染症の影響により，今年度の高校生活の実質的なスタートが６月と
なった。二者面談を多く実施して生徒把握に努めるとともに，学年や教育相談部，教育カウ
ンセラー，保健室の先生方と情報を共有したことで，小さな変化も見逃さず，個々の生徒に
合わせた早期対応をとることができた。
《スポーツクラス》
本年度は新型コロナ感染症の影響により，１学年蓼科宿泊学習や２学年修学旅行が中止とな
り，さらにはスポーツクラス集会なども開催できなかったことは生徒の成長に多少なりとも
影響を及ぼすことになった。しかし，その影響を最小限にとどめるためにオンラインでの
「メンタル強化プログラム」研修を実施，担任と部顧問が連携して指導し，対応ができた。
今後は学校の品格や雰囲気づくりにスポーツクラスの生徒が積極的に関わることにより，よ
り高い意識を持った集団を形成できるよう努めていきたい。

Ｂ

④特別活動指導 《進学クラス》
新型コロナウイルス感染症の影響により，多くの学校行事が中止を余儀なくされた。しか
し，生徒一人ひとりが「今自分に何ができるか」，制限のある中でも学校生活を「どう充実
させるか」を考えて積極的に行動できた。自分の役割や置かれた状況を理解し，他に配慮し
た言動ができたことは，大きな成長であったと考える。
《スポーツクラス》
生徒たちには，常に先頭に立ち，学校行事を先頭で引っ張れる存在であれと指導してきた。
今年度は新型コロナ感染症の影響により様々な学校行事が中止となってしまったが，人の嫌
がる作業を率先してこなし，困っている仲間を助け，協力しあって学校生活が送れたと感じ
ている。

Ｂ

8 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

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，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：オンライン指導を活用して学習量を確保し，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。全体の底
上げは図れているが，最上位層の育成にはまだ十分とはいかない状況がある。探究型学習
は，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集中
的に学び，いい発表につなげることができた。
２学年：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」「Ｓ
Ｈクラス準１級全員合格」を掲げ，英語力の強化に努めた。
３学年：今年度より開始となった大学入学共通テストを見据えた指導を早期より行った。ま
た，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。東大・京大志望者の課外授業は科目ごとの課題添削指導，医療系
志望者へは小論文指導，筑波大志望者には論述対策指導，公募推薦志望者への志望理由書作
成・過去問対策・面接指導などを重点的に実施することができた。

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（総合型選抜・学校推薦
型選抜）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，東京大学１
名，国公立大学医学部医学科３名，筑波大学１４名，茨城大学１５名，国公立大学８６名の
合格者を出すことができた。
１学年：面談を通じて文理選択に向けて早期に学問研究を進め，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。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と思われる。
２学年：コロナ禍のため大学訪問やオープンキャンパスへの参加はできなかったが，オンラ
インでの研修会への参加や，各大学の学生募集の詳細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生徒への周知を随時行った。その結果，学校推薦
型選抜にを早期に意識して専門分野への理解を深めようとする生徒も現れている。
３学年：公募推薦入試を活用し，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，進路希望に対する課題の掌握に力を注いだ。ＬＨＲを
中心に入試制度についての指導を継続し，ミスなく受験に臨ませることができた。

Ａ

③生徒指導 コロナ禍による臨時休校中もビデオ通話アプリを通して毎日ＨＲを実施し，生活リズムを保
つための指導を全担任が実施した。
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。
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，知性に問いかける指導を心掛けた。
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。受験を控え，学習
や進路への悩みを抱える生徒に対しては，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，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：コロナ禍で修学旅行が中止となったため集団活動をできる場が大きく減ったが，文
化祭など学校行事に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：進路学習を中心に学問的な興味関心につながる課題について調べるなど，学校推薦
型選抜や一般入試に向けた基礎を確立することができた。また，これらの活動を通して級友
との絆や自己の進路への意識を深めることができた。

Ｂ
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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，生徒一人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。英語能力向上では英検を準１級６名，２級１７名が獲得して
いる。
２学年：英語力に関しては，平均的な生徒が多い集団であるが，この一年間の取り組みの結
果，大幅な進歩を遂げた。英検は準１級６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，力をつけて卒業させることができた。

Ａ

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
に対する興味関心も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得られた。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２名，ＩＣＵ・同志社・立命館・青山学院・中央・明
治・立教・法政・学習院・東京女子・津田塾各１名，日本１２名，そして海外大学１名など
の実績が出ている。

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 オンラインによる短期・中期留学を実施し，内容的にもオンキャンパスの留学に劣らないプ
ログラムを構築することができた。コースの新たな特色のひとつとなり得る。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
なって活躍する者もいて，全般的に積極的な活動振りが目立った。 Ａ

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

前年度からの継続案件および技術承継やマンパワー不足への対応から以下の４項目を当面の
目標とした。
①業務システムの効率化
②各種データベースのＳＱＬサーバーへの移行
③進路システムの改良
④ＩＣカード導入に向けての調査・研究

Ｂ

②活動の実際
　について

①コロナ禍のなか最も注力したのは，「保護者ポータルサイト」の機能拡張である。保護者
へのメール配信とＷＥＢ申込のシステムを連携させることにより，行事への参加申し込みや
各種調査を簡便にオンラインで行えるようになり，保護者・教職員の負担を軽減することが
できた。また新入生登校日関連の調査では，「保護者ポータルサイト」のシステムを応用し
て，実施部署の異なるコース・芸術選択調査，支部調査，スクールバス申込，教育相談部ア
ンケートをＷＥＢシステムで一括して行い，結果をリアルタイムに自動的に該当部署に振り
分けるシステムを構築することができた。
成績処理システムでは，担任配布用の帳票を紙媒体ではなく，担任ごとにＰＤＦで納品する
システムを構築した。
③進路処理の業務を，実際に運用しながら，時期毎・目的毎・サブシステム毎の素過程に分
離し座標付けすることができた。連動して関連ドキュメントを加筆訂正することにより，単
なる手順書からシステムマニュアルに変わった。
②④については，コロナ禍でＷＥＢ・オンライン関連のシステムの開発を優先したため，目
立った進展は無かった。

Ｂ

③活動の点検
　について

③については業務が素過程に分離されステップ数が少なくなった事により，発見された非効
率な処理を効率の良い処理に書き換えた。 Ｂ
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