
平成２８年度 愛知県立時習館高等学校 学校評価結果

本年度の
凛として清々しく ～高き志と果断の挑戦～

重点目標

担
重点目標 具 体 的 方 策 総 合 評 価

当

学校安全マニュアル（地 (1)学校安全マニュアル（地震防 防災関連の目標を数年掲げることにより、担当者も
総 震防災）に基づく防災 災）を周知徹底する。 含め、非常災害時に取るべき行動について年々周知
学習の在り方の考察 (2)防災学習の内容を、より災害 徹底できているように感じる。しかし、 学校安全マ

務 時に近い状態になるように検討 ニュアル（地震防災）に基づくという点では、まだ
する。 まだ不十分であり、また学校内だけでなく、国、県、

部 (3)第２回総合防災訓練、防災学 市と連携し、常に最善策を考える意識を高く持つこ
習を実施し、当日の問題点を検 とが必要であることが分かった。
証する。

(1)ＳＳＨ・ＳＧＨのも (1)ＳＳＨ・ＳＧＨにおける学校 教務部の担当する仕事が広範囲かつ年間を通じてあ
教 とで、より充実した教 設定科目を中心に、指導内容・ るので、ミスなく仕事を片付けていくだけで精一杯
育活動を実施する。 配列の見直しなどを検討し、改 になってしまいがちである。しかし多忙な中で、教

務 (2)教務に関する内規を 善する。 務部員がそれぞれの役割分担を着実に果たすことで
整備し、業務内容の精 (2) 内規を検証し、整備する。 滞りなく教務の仕事が回っており大きく評価できる。

部 選をはかる。 来年度は毎週の教務部会をさらに有効に使い、業務
内容の精選をはかり、より効率的で充実した教育活
動ができるようにしていきたい。

(1)品位ある身だしなみ (1)品位ある身だしなみができる 身だしなみについては、教職員の共通理解のもと、
生 を遵守し、責任ある行 ように全職員で指導する。また どの学年の生徒も概ねきちんと着こなすことができ
動がとれる生徒を育成 新制服着用についての細かい課 た。特に保護者の評価が高く、制服の着こなしに関

徒 する。 題を改 善する。 する家庭での理解と協力が得られていると考えられ
(2)交通安全についての (2)生徒の交通マナーに対する自 る。交通安全についての生徒・保護者の評価は上が

部 意識を向上させる。 覚を促し交通安全の意識を向上 っているが、より効果を得るためには交通安全委員
(3)教育相談活動の一環 させるよう、発信の仕方を工夫 が自発的に活動するしくみを設ける必要があると考
として、いじめや不登 する。 える。特別活動においては部活動のボランティア参
校の未然防止や早期発 (3)Ｈ・ＳＲＴ委員会の開催やア 加に対する理解と協力態勢が一層高まり、生徒会行
見のための組織的な体 ンケート調査を実施し、全職員 事全般についても参加意識の高まりが見られた。
制作りを確 立する。 がいじめや不登校の未然防止や
(4) 学校行事、部活動、早期発見できる体制作りを行う。
ボランティア活動など (4)行事を運営する生徒への声か
に積極的に取り組むこ け、部連会や激励会の開催、各
とのできる生徒を育成 種ボランティア事業の広報を通
する。 して、 生徒が積極的に参加で

きる土壌を整備していく。

１年 将来を見通して、１年 一人ひとりの特性をつか 各学年で、進路目標達成に向けて適切な指導を行っ
進 高い進路目標を築き上 み、文理選択をはじめとして、 た。１年生は将来を見通した進路目標を設定させ、
げさせる。 将来の目標や希望を尊重した進 学年会全体で前向きな学習への取り組みを促し、各

路 ２年 高い進路目標を 路目標を設定させ、目標の実現 教科との連携も図った。２年生は高い進路希望を持
設定し、その希望を持 に向け、志望大学などを決めさ 続させ、主体的に学習に取り組めるよう冬休み一日

指 続させ、意欲的に学習 せる。 学習会などを実施し、３年生への足がかりを作った。
に取り組ませる。 ２年 進路行事（進路講演会、 ３年生は補講・学習会・個別指導を通して確かな学

導 ３年 進路希望を高く 学部・学科および大学別説明会）力を養成し、最後まで志望を貫く指導を行った。
持ち、最後まで志望を や担任面接などを通して、高い

部 貫く姿勢を持続させる。進路目標を維持させる。
３年 学年会と連携して、安易
に志望校をあきらめないよう指
導するとともに、大学別の説明
会や補講・学習会を充実させる。

(1)安全面に十分留意し (1)事故・ 怪我等の発生状況を 目標達成に向けて生徒・職員で協力してきたが、ア
保 て、 学校管理下（授業 集約分析し、全職員にも適時報 ンケートの結果や実績から考えると十分なものでは
・部活動・学校行事） 告して事故や怪我等の防止に対 なかった。

健 における事故・怪我等 する意識を高めさせる。 今年度の反省・評価を踏まえて生徒の健康や安全、
の減少を目指す。 環境の美化・整備を学校全体としても考えていきた

部 い。



(2) 校内の美化・緑化 (2)清掃活動や美化緑化活動を把
活動を充実させ、環境 握し、個人や部活動単位でも積
の改善や保全に努める。極的に取り組めるように啓発す
(3)教育相談係と連携し る。
て、不適応生徒に対し (3)相談が必要な生徒には、ガイ
て保健部としても適切 ドラインをもとに関係職員と連
な対応をしていく。 携をはかり支援していく。また、

外部機関を生徒・保護者に紹介
し積極的に活用を促していく。

文化的教養を身につけ (1)生徒・職員の幅広い知識や研 生徒や教員の幅広い知識や研究など文化的教養を発
図 るための行事を検討し、究の発表の場である教養講座の 表する機会をつくり、校内に文化が芽生えるよう努
書 実施する。 あり方を検討する。 めた。発表者を公募すると希望する生徒や教員が多
情 (2)生徒の文化的教養を高め、か く、発表日時の調整に苦労することがあった。また、
報 つ生徒が主体的に学ぼうとする 講演におけるプレゼンテーションの質が向上してき
部 意欲を向上させる教養講座を実 ていることも実感できる。

施する。 しかし、発表内容や時期によって聴講する生徒が少
なくなったことは残念であった。
総合的に見て文化的教養を身につけるために教養講
座を意欲的に実施できた。

ＳＳＨ、ＳＧＨ事業を (1)「ＳＧアジア探究」「ＳＧ国 該当学年、該当教科の協力を得て、ＳＳＨ事業、Ｓ
Ｓ 通じて、高い志を持ち 際探究」「ＳＳ探究」において ＧＨ事業ともに円滑な運営がなされている。生徒の
Ｇ 自ら学ぶことのできる 自ら課題を発見し、探究する力 自己評価も概ね良好であった。
部 生徒を育成する。 を育成できるよう工夫する。

(2)希望生徒対象のＳＳＨ、ＳＧ
Ｈ事業へのより積極的な参加を
促す方策について研究する。

(1)時習館高校の生徒と (1)凛として清々しい生徒となる あいさつの励行、身だしなみなど基本的生活習慣の
１ してふさわしい基本的 ように、心身の健康状態を高く 確立を目指してきた。まだ満足のいくものではない
年 生活習慣を身につけさ 保てるよう支援する。 が、多くの生徒が身についてきたものと思われる。
学 せる。 (2)各教科が学習目標を明確に 今後も本校の生徒にふさわしい態度を養っていく。
年 (2)各生徒の高い進路希 し、授業を中心とした学習体制 学習に関しては自ら考え、学習できる態度の育成を
会 望を可能にする学習姿 が築けるように助言と指導を行 目指してきた。自己の課題、進路を見据え、積極的
勢を確立させる。 う。 に学ぶ生徒が増えてきた。今後も高い進路目標を持

ち、それに向かって着実に努力できるよう学習指導
を行っていく。一方で学習に悩む生徒も見られる。
全ての生徒に対する細かい配慮を忘れずに、生徒と
向き合うようにしたい。

(1)自ら行動規範を遵守 (1)学年集会や担任面接を通して 日々の観察や面接を通して 生徒個々の状況を把握
２ し、後輩の模範となる 具体的な目的・目標を示しなが し、教員間で密に連携しながら指導にあたってきた。
年 べき責任ある行動がと ら、リーダーシップが発揮でき そのため、ほとんどの生徒が教員の指導を素直に受
学 れ、部活動や学校行事 るように喚起する。 け止め、自分の成長につなげている。部活動、ボラ
年 等においては中心的な (2)毎日の授業や休日学習会など ンティア活動、ＳＳ技術科学、ＳＧ国際探究、一日
会 役割を果せるようにす では自発的な取り組みを促し、 学習会に意欲的に取り組むことができたので、最高
る。 自己の進路選択においても前向 学年になっても学習だけでなく、学校の柱として模
(2)高い進路目標に挑戦 きな意欲・関心が持てるように 範となるように成長させたい。
する意欲的な姿勢が維 する。
持できるように、毎日
の地道な学習の積み重
ねによって、総合的な
学力を身に付けさせる。

(1)進路実現に向けて高 (1)進路実現のための指導の充実 生徒の進路目標達成に向けて、授業はもちろんのこ
３ い志を掲げ、自主的に をはかり、自主的・計画的に学 と、個人面談や学年集会での全体指導などの機会を
年 考え粘り強く努力させ 習に取り組む力を育成する。ま 捉えて、確固たる高い進路目標の堅持、その実現に
学 る。 た、面接等を通し、進路目標実 向けた学習のあり方、継続的な学習習慣の重要性な
年 (2)最高学年の生徒とし 現のための適切な助言と指導を どについて指導をしてきた。生徒も真摯に耳を傾け、
会 て、模範的な生活態度 行う。 粘り強い努力を積み重ね、学力を着実に向上させる
を身につけさせる。 (2)学校生活のあらゆる場面を通 ことができた。また、最上級生としての自覚を持ち、

し、最高学年という自覚を持た 学校生活の様々な場面において、下級生の模範とな
せ、けじめある態度を身につけ るような場面も多く見られ、３年間で心身ともに大
させる。 きく成長することができた。


