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次のとおり学校評価を実施しましたので報告します。
取組の内容

校内評価

学校目標
具体的な手立て
<教育課程
>
（１）幅広
い学習ニ
ーズに応
える多様
で柔軟な
教育を展
開する。
（２）福祉
教育の充
実を図る
とともに、
特色ある
学校づく
りの推進

（１）①進路別履修モデル等を作

<生徒指
導・支援>
（１）社会
や集団の
一員とし
ての、規範
意識や社
会貢献意
識及び主
体的に社
会に参画
する力を
育成する。

（１）①集団の規則や時間を守り、
安全・健康に生活する力を育てる指
導を行うとともに、マナーや礼儀を
弁えた生徒を育成する。
②部活動や生徒会活動・委員会活動
の活性化を図り、生徒の主体性を育
む。学校行事等は振返りを行い次回
の計画につなげる。

評価の観点

達成状況

（１）①進路別履修モデル （１）①進路履修計画を作成し、適
成し、保護者・生徒に明示し選択に の有無、履修指導の状況、 宜履修指導を行った。
役立てる。
教科指導計画の作成状況
②11 月のキャリアガイダンスに向
②キャリアガイダンス等、体験的な ②体験的な学習等の取り組 けて準備、事前指導を行っている。
学習や進路を考えさせる機会を提 み状況
③1 学期に 7 件、夏季休業中に 111
供する。
③外部との連携状況、実施 件の地域ボランティア活動を行っ
③外部との連携などにより福祉ボ 状況
ている。
（２）ボランティア活動の取 （２）1 年の福祉講座では赤十字社
ランティア教育の充実を図る。
の被災地のボランティア状況の報
（２）福祉講座で、在校生のボラン 組み状況
告と、本校生徒が地域のボランティ
ティア実践例を紹介し、外部講師に
アを行ってきた事を発表出来るよ
よるボランティア活動の現状と課
うに指導している。
題を理解し自分がボランティアに
どのようにかかわればよいのかを
考える機会をつくる。

（１）①頭髪・服装指導の （１）①頭髪・服装指導は各学年
状況、遅刻の数、授業のチ 単位で実施できている。概ね生徒
ャイム開始チャイム終了・ は指導に従っている。 遅刻につ
交通安全指導の状況、保健 いては学期で 10 回以上遅刻をし
活動の状況、集会指導の状 た生徒を対象に実施した遅刻指導
は全学年で 43 人であった。授業の
況
チャイム着席については毎時間教
② 1 年 の部 活動の加 入率
員が校内巡回をしており、概ねで
80％以上、部活動・委員会 きている。集会時も私語はほとん
活動・生徒会等の活動状況、 どなく、整然と整列している。
振返りの実施状況

課題・改善方策等

学校関係者評価

（１）①新しいカリキュラム (保護者)
と大学等の入試科目の状況 (１)進路履修計画によって
を確認しながら進路別履修 履修指導をしているのはよ
モデルを作成する。
い。
②キャリアガイダンス実施 進路については入学後すぐ
後に次年度に向けて課題・改 に考えはじめる時間を作っ
善策を検討する。
た方がよい。
③外部との連携事業に向け キャリアガイダンスはとて
て、事前の準備をより充実さ も分かりやすい。
せる。
(学校評議員)
（２）福祉講座で 1 年生の生
徒が講座の内容を理解しや
(その他)
すいように事前指導を工夫
しておこなっている。

（１）①頭髪・服装指導は概
ね指導が徹底できているが、
一部の生徒が染色等をして
いる。担任を中心に、学年を
あげての粘り強く継続した
指導が課題である。そのため
には保護者との連絡を密に、
学年内で情報を共有して指
導を行っていく。チャイム着
席、集会時の整列指導は現状
をしっかり継続していくこ
とができるかが課題である。

(保護者)
（１）(Ｐ)遅刻 10 回以上で
指 導 を 受 け て い る 生徒 が
43 人というのは多くはな
いか。
頭髪・服装・挨拶など乱れ
もほとんどなく、指導が徹
底できている。先生が繰り
返 し 根 気 強 く 指 導 して い
る。霧校は真面目なイメー
ジがある。

学校評価
（学校評価）
（１）①生徒自身が進路を
考えながら履修計画を立
てている。
②体験的な学習に生徒は
意欲的に取組んでいる。今
後もより充実した内容に
なるよう検討していく。
③今後も生徒が積極的に
参加できる状況を検討し
ていきたい。
（２）福祉教育を実践する
うえで必要な講座の設定
を検討する。

（改善方策等）
（学校評価）
（１）①概ね指導について
は地域のご理解をいただ
けている。
②これからも部活動加入
率を上げて、部活動の盛ん
な学校を目指す雰囲気作
りをする。

（改善方策等）

<学習指
導・授業改
善>
生徒の学
習意欲を
向上させ、
上級学校
や社会で
の学習に
つながる
確かな学
力を育成
する

③霧トライバンクや HR、福祉委員
会等を活用し、就業体験・ボランテ
ィア体験・各種コンクール・各種検
定等への生徒の積極的な参加を図
るとともに、事前・事後指導を行い、
学力の向上を図る。
④生徒会を中心に生徒が主体的に
マナー向上に取組む。
⑤学年全体で生徒の情報を共有し
多面的な生徒理解に努め迅速で丁
寧な対応を行う。
（２）①教育相談コーディネーター
を活用し組織的な教育相談体制を
整備する。
②PTA と連携して生徒の自転車安
全点検を実施するとともに、事故が
起こらないように通学時における
法令法規に遵守する自転車の乗り
方を指導する。

③霧トライバンクや HR、
福祉委員会等を活用し、就
業 体 験 ・ボ ラ ンテ ィ ア体
験・各種コンクール・各種
検定等への生徒の積極的な
参 加 を 図る と とも に 、事
前・事後指導を行い、学力
の向上を図る。
④生徒会を中心に生徒が主
体 的 に マナ ー 向上 に 取組
む。
⑤学年全体で生徒の情報を
共有し多面的な生徒理解に
努め迅速で丁寧な対応を行
う。
（２）①教育相談コーディ
ネーターを活用し組織的な
教育相談体制を整備する。
②PTAと連携して生徒の自
転車安全点検を実施すると
ともに、事故が起こらない
ように通学時における法令
法規に遵守する自転車の乗
り方を指導する。

（１）授業の工夫・改善を組織的・
計画的に進める。また、生徒による
授業評価を効果的に活用する。
（２）休業中・平日の補習等の実施
を通し、一人ひとりの生徒に対応し
た指導を行う。

（１）授業見学、授業研究
の状況、生徒による授業評
価の活用状況
（２）補習等の実施状況と
参加者数

②１年生の部活動加入率は 70%で
委員会の活動状況については生徒
会本部を中心に中央委員会等を開
き、課題を見つけている。生徒会本
部はミーティングを通して、各行
事、活動での振り返りを行ってい
る。
③就業体験活動は 18 名が参加し
た。霧トライバンクの認知度はアン
ケートより向上している。また、職
員室前の掲示板の整理により、各グ
ループで情報発信の場所が機能し
つつある。福祉委員会では、毎年の
ボランティア実態意識アンケート
を 6 月に行い、夏休みのボランティ
アへの参加意識を高めた。霧高祭で
は、今年初めて委員会として参加
し、東日本・広島災害への募金活動
を行う事が出来た。
④正門での朝の挨拶運動を生徒会
本部を中心に展開する予定である。
（２）教育相談体制はコーディネー
ターを中心に毎月カウンセリング
を実施しており、1 学期の利用生徒
数は 10 人（延べ 18 回）である。
自転車の安全点検は 1 年生の入学
時並びに PTA と連携して 10 月に
生徒の自転車安全点検を実施して
いる。
（１）５月に全職員を対象に、研究
授業を実施し、意見交換を行った。
生徒参加型の授業を全校で研究し
ていく。７月の生徒による授業評価
の結果を各教科で分析し、2 学期の
授業改善に活用する。
（２）夏期講習に 15 講座を開講し
1519 名が参加し、参加者数は昨年
度より増加した。河合塾サテライト
講座（英語）には 66 名が参加した。
また、３年生対象の３泊４日の勉強
合宿には 48 名が参加した。
個々の進路に応じた面接・小論文指
導を行った。

②4 月当初の加入率は年々増
加傾向であるが、途中退部者
も結構いるので、退部理由等
を集計の上対策を検討して
いく。委員会活動を充実させ
る必要を生徒会本部は検討
しているので、生徒教員と話
し合い、良い方向へ改善して
いきたい。
③ボランティア関係では取
組む生徒は増加しているの
で、自主的な活動をさらに促
していく。
（２）教育相談体制は、学校
にスクールカウンセラー来
所日を毎学期告知している
が、より一層の周知をするこ
とにより、相談体制を充実さ
せていく。

(学校評議員)
①生徒の安全を考えより良
い学校作りをしてほしい。
ルールを守ることを大人が
実践していかなければいけ
ない
(その他)

（１）授業改善の取り組みと
して、１１月・１２月に外部
講師を招き職員研修会を実
施予定。１０月・１月には本
校職員による授業研修を予
定。また、１１月には授業見
学週間を設定、各教員が１講
座以上見学予定。
（２）今後も生徒の興味・関
心、進路希望に応じた補習等
を実施する。

(保護者)
今年初めて実施した勉強合
宿や夏期講習はとても評
価できる。
(学校評議員)
夏休みの勉強合宿はたい
へんよい試みなので継続
して欲しい。

（学校評価）
③参加者の満足度は高い。
今後も様々な活動の情報
提供を行い、生徒の参加を
促す。
④朝の挨拶運動を広めて
いけるように検討する。
（２）「個に応じた指導」
を念頭に置き、様々な課題
を抱えている生徒に、柔軟
に対応していけるような
教育相談体制をより一層
推進する。

（改善方策等）

（学校評価）
（１）学校の基礎となる授
業の質を向上させていく
ため、引き続き改善に努め
ていく。
（２）講習内容や実施時期
を工夫しより充実したも
のとしていく。

(その他)
（改善方策等）

<キャリア
教育>
（１）３年
間を通じ
たキャリ
ア教育の
体系化を
行い、生徒
のキャリ
ア発達に
応じた支
援を行い、
一人ひと
りの希望
進路を実
現する。
（２）部活
動・生徒会
活動・ボラ
ンティア
教育・学校
行事等を
活性化さ
せ、生徒の
自主的・主
体的な活
動を推進
し、汎用的
能力の向
上を図る。

（３）宿題や課題レポートなどを効
果的に実施し、家庭学習の定着を図
る

（３）宿題、課題レポート
の実施状況

（３）週末課題や夏季休業中の課
題を作成し、復習・予習に取組ま
せることで、継続的な学習体制を
確立した。

（３）課題の提出状況・達成
状況を確認し、家庭学習習慣
の確立を図っていく。

（１）①進路・履修計画を参考に生
徒自身が履修科目や進路を選択で
きるよう支援する。放課後の会議の
あり方を工夫し、生徒との面談時間
を確保する。
②教科や総合的な学習の時間、特別
活動を通して、生徒がシチズンシッ
プを発揮するために必要な知識・意
識・スキルを高める。
③一般受験者には、平日や休業中の
補習、河合塾サテライト講座、模擬
試験の充実を図るとともに、校内ガ
イダンス・学校見学を通して進路研
究を行う。公務員希望者には対策講
座、模擬試験を行う。
④生徒の多様な進路希望について
職員研修を計画的に実施し理解を
深める。
（２）①生徒の意見を意見箱やアン
ケート等で積極的に吸い上げ、生徒
会を中心に検討し改善を図る。
②生徒会行事の充実のために生徒
会生徒との意見交換を行い、充実し
た行事が行えるように工夫する。
③部活動の日を設定し、各部活動の
目標掲示やリーダーのための講習
会を企画する。

（１）①生徒との面談等の
支援の実施状況
②シ チズンシ ップ教育 の
実施状況と生徒の状況
③補習、講座、模擬試験の
実施状況
④職員研修の実施状況
（２）①意見の集約状況、
生徒 の参加数 やアンケ ー
ト結果
②職 員の時間 確保と行 事
につ いての生 徒アンケ ー
トの実施
③加入率の確認と部活動
の日の振り返りの実施

（１）①６月の放課後と夏休みに保
護者面談を実施した。他にも４月か
ら随時生徒との面談を行っている。
②社会参加・政治意識を高めるた
め、文化祭で緑区選挙推進協議会と
連携し、投票をＰＲする企画を行っ
た。モラル・マナー教育としては、
毎年１年次に携帯電話、交通安全、
性感染症予防、薬物防止の講座を実
施している。朝の読書を総合的な学
習の時間として毎朝実施している。
③校内模擬試験は３年生対象に３
回行い５月は 43 名、６月は 31 名、
７月は 61 名が参加した。３年生の
公務員希望者には対策講座を３回
行った。
④職員研修として４月に専門学校、
７月に大学の研修会を実施した。ま
た、実力テストの結果分析と生徒指
導のための研修会を実施した。
（２）①現在意見箱に募集中で今後
前向きな意見があれば、生徒会を中
心に検討する。
②文化祭充実のためにカウントダ
ウンボードを作成し、オープニング
やステージ装飾などで生徒の希望
を叶え、文化祭への意欲を喚起し
た。クラスマッチでは、クラスでの
団結をより高められるような試合
構成に変更し、とても良い雰囲気で
実施できた。
③4 月の部活動の日では一斉入部
と部活動目標の確認を行い、意欲を
高めるよう喚起すると同時に、活動
場所の整理整頓等で安全に活動で
きる環境づくりを行った。10 月の
部活動の日では新体制での組織、目

１）①今年度から多くのグル
ープ会議を授業時間内に設
定し、放課後の時間に余裕を
持たせている。今後も放課後
の時間確保を図っていく。ま
た、生徒にとってより効果的
な面接となるよう、面接の指
導法等についての職員研修
も検討する。
②今後も引き続き、シチズン
シップ教育の視点を取り入
れた活動の質・量の充実を図
る。
③勉強合宿の実施について、
組織的な取組みを検討する。
公務員希望者への支援につ
いて、時期や内容を検討し、
より多くの希望進路の実現
を図る。
④多様な進路希望に対して
きめ細かな支援ができるよ
う、今後も必要となる知識や
スキルについて職員研修を
実施する。
（２）①意見箱への要望を生
徒と検討しながら生徒が活
動しやすい方向へ改善を進
める。
②文化祭の総括を行い、日
程、内容などさまざまな反省
を検討し、次年度運営しやす
い形に改善していきたい。ク
ラスマッチではさらに有意
義な行事になるように生徒
の意見を聞き、改善していき
たい。
③部活動の活性化のために、

（学校評価）
（３）課題内容と実施時期
を工夫し、さらに効果的な
ものとする。

(保護者)
(１)夏休みの保護者面談
は今後も継続して欲しい。
面談や説明会の時期が早め
に 設 定 さ れ て お り よか っ
た。公務員希望者も早めに
面 談 し て い た だ き よか っ
た。
校内模試の参加や夏休みの
学校見学をもう少し促すと
よい。
大学や社会生活など卒業後
のことが想像できる話をし
てほしい。
(学校評議員)
(その他)

（改善方策等）
（学校評価）
（１）①今後も生徒、保護
者の必要に応じて積極的
に面談を実施していく。
②外部と連携した文化祭
での取組みはよかった。今
後も様々な機会にシチズ
ンシップの視点を取り入
れた教育活動をしていく。
③講習を通して生徒の学
習意欲と学力の向上が図
られた。公務員希望者にも
一定の支援ができたが、さ
らに効果的な支援につい
て検討していく。
④今後も生徒の指導に役
立つ職員研修を実施して
いく。
（２）生徒の意見を取り入
れ、よりよい活動ができる
ように職員がサポートし
ていく。
（改善方策等）

標の確認を行う予定である。また、 リーダーの養成や意識を高
リーダーのための講習会も企画す
めるための取組みを増やし
る予定である。
たい。

<地域等連
携>
地域との
連携強化
や広報活
動の充実
により、開
かれた学
校づくり
を推進す
る。

<学校運
営・学校管
理>
（１）事
故・不祥事
防止を徹
底し、教職
員の実践
指導力の
向上

①学校行事、委員会活動、生徒会活
動、部活動、ボランティア活動を通
して、地域と学ぶ生徒の活動を支援
するとともに、家庭や地域との結び
つきを深め、地域に根ざした生徒の
育成を支援する。
②チャレンジスクールや学校説明
会を開き、地域や近隣中学校との交
流を深める。
③本校の教育活動を適切かつ迅速
に提供するために、ホームページや
学校案内を工夫改善する。

（１）①校内システムの点検や問題
点の洗い出しを行う。
②職員の意識高揚を図るため、計画
的に研修を実施する。
③OJT の効果的な方法について検
討し、実践していく。
（２）防災マニュアルの周知徹底、
生徒の安全意識を高める防災教育
を実施する。

①生 徒と地域 との交流 の
場の設定、生徒が主体的に
地域 の方々と 関わり自 己
を活 かすこと ができた か
の検証
②チ ャレンジ スクール や
学校 説明会の あり方の 研
究と実践、充実した情報発
信の実施、地域との交流の
達成状況
③ホームページや学校案
内の研究の実施、適切な情
報伝達ができたかどうか
の検証

(１）①関係部署で校内ｼｽﾃ
ﾑの点検の実施、対策の検
討状況
②校 内研修の 実施状況 と
効果の検証
③OJT の効果的な方法を
検
(２)防災マニュアルの有効
的な 活用と防 災教育の 実
施状況

①夏休みまでに、のべ 111 名の生徒
が地域でボランティア活動を行っ
ている。2 学期以降も、地域と連携
をとり、地域ボランティアに参加予
定。霧高祭では約 3700 名の来校者
数があり、ご家族や地域の方々、他
校の生徒が生徒の活動を見に来て
くれました。ボランティア活動を続
けている生徒の活動報告会を教育
力向上事業の一環で 10 月に行う予
定である。
②チャレンジスクールでは、近隣の
中学３年生約 100 名をお招きし、
本校の授業見学を行った。学校説明
会を校内２回のほか、校外の２会場
でも開催し、部活動・委員会活動・
学習活動などの生徒の発表を取り
入れて行い、日ごろの教育活動の成
果を中学生や保護者の方に見てい
ただいた。学校見学週間・部活動見
学週間を設定し、392 名の中学生・
保護者の方をお招きした。
③本校の公認キャラクターの着ぐ
るみマスコットを製作し、広報活動
をおこなうなどの工夫をした。ま
た、ホームページ、学校案内の研究
を行い、より見やすく、情報がしっ
かり伝わるよう刷新した。
（１）不祥事ゼロプログラムを策
定、実施している。毎月各グループ
及び企画会議が担当し全職員参加
の事故・不祥事防止研修会議を４回
実施した。年間 10 回を予定してい
る。
（２）防災マニュアルの見直しとと
もに、生徒の防災方面別のリストを
作成した。２学期中には全学年３食
分の非常備蓄食糧が整備できる。８
月にシェイクアウトを実施し、10

①生徒が自主的に地域と関
わっていく機会をつくるた
めに生徒会生徒との連携を
密にして、生徒の要望を実現
できる環境づくりを目指す。
②チャレンジスクール以外
の中学校との交流も模索す
る。学校説明会、学校見学週
間、部活動見学週間の時期や
時間を中学生の予定に見合
った設定にする。これから実
施する学校説明会では、生徒
によるおもてなし隊を活か
し、生徒の姿を来校者の方に
見ていただくとともに、生徒
のコミュニケーション能力
の育成の場とする。
③ホームページを通して情
報を得ている中学生・保護者
が多いことから、より迅速に
正確な情報を掲載できるよ
うにして行きたい。学校案内
の紙面も研究を継続し、より
よいものにして行きたい。

(保護者)
①自主的なボランティア活
動を身につけて社会へ出て
ほしいので、今後もお願い
したい。
②（Ｐ）生徒のおもてなし
の姿を見せられるのは良い
ことである。
③（Ｐ）ホームページがと
ても見やすく学校説明な
どわかりやすい。
(学校評議員)
① 霧が丘高校と地域との
連携・協働をより進めてい
きたい。

（１）不祥事防止に向けた職
員の意識は高く維持されて
いるが、日常的な業務につい
ても「慣れ」に陥らないよう
に意識を高く持って取組ん
でいきたい。
（２）防災マニュアルをもっ
と有効活用できるよう職員
研修の充実を図りたい。

(保護者)
(１)安全、安心して学校生
活を過ごせるようにこれか
らも継続しておこなって欲
しい。
（２）(Ｐ)子どもたちの防
災意識を高め効果的な避難
訓練を実施してください。

(その他)

（学校評価）
①ボランティア活動は、一
部の意生徒に定着してい
る。報告会を通じて、取組
みを周知することは、参加
した生徒以外にも地域交
流の種を蒔くことになる
だろう。さらなる連携が求
められているので、検討し
ていきたい。
②今後も学校説明会が情
報伝達だけではなく生徒
の発表の場となるよう工
夫していきたい。
③ホームページがさらに
有効な情報伝達手段にな
るよう向上させていきた
い。

（改善方策等）

（学校評価）
（１）計画的に職員研修は
実施できている。日常的に
点検チェックを行い、意識
啓発に努めていく。
（２）災害に対して生徒の
安全意識を高めていきた
い。まちコミによる緊急連
絡システムの活用推進。

（２）生徒
への安全
意識を高
め、防災や
安全対策
の一層の
強化
（３）学校
内 の 整
備・美化に
努める。予
算の有効
活用

（３）学習環境の整備・美化に努め、 (３)校内の整備・美化の状
予算の有効活用を行う。
況、予算の執行状況

月に地震を想定した防災訓練を実
施する。
（３）美化委員会中心にゴミの分別
の啓発活動を行い、分別に向けた取
り組みを強化した。

（３）トイレの改修工事が今
年実施されるが、他の施設も
老朽化している。事務及び関
係諸機関と連絡を密にし改
善を図りたい。

（３）(Ｐ)教育環境の整備
に尽力いただき、生徒の学
校生活をサポートしてくだ
さい。
(学校評議員)
（１）生徒の安全を考えよ
りよい学校作りをお願いし
たい。

(その他)

（３）校内美化に努め生徒
の学習環境作りに努めて
いく。

（改善方策等）

