
領域 ね　ら　い 評価項目 達成目標
自己
評価

成果及び改善点 評価 学校関係者からの意見

徳育
建学の精神の実
践

目標を踏まえた学習活
動を実施し、指導と一
体化した評価を行う。

・挨拶の励行
・清掃指導の充実
・ボランティア活動の実施
・授業前の黒板・桟の清掃の徹底を図
る。

B

・１５名の徳育科教員と担任教員とのチームティーチ
ング授業を実施し、実技指導を充実させている。
・全３年生にデコパージュの授業を実施し、生徒の反
応も良く、充実したものとなった。特に女子生徒には
評判が良かった。
・ボランティア活動を計画し地域清掃を実施した。各
学年に工夫が見られた。
　３年生：総合学部はＰＴＡ奉仕作業
　２年生：地域清掃・駅周辺清掃
　１年生：愛鷹公園・暁秀初等学校・幼稚園

Ａ

・「礼法」からの精神を「徳育」の授業で受継い
でください。男子生徒の卒業式での姿が印象
的である。
・徳育の教育内容は、卒業後に活きてくる。
・デコパージュの授業はユニークである。
・加藤学園高校を誇りに思う気持ちをもっている
ことを、生徒の姿から感じることが出来る。
・運動部の生徒の挨拶はよいが、一部挨拶がで
きない生徒もいる。
・奉仕活動への取り組みはありがたいが、生徒
の取り組む姿勢に差があるように見えた。

校友会
校友会活動への
積極的参加

校友会活動を活性化
する。

・達成目標を掲げ、心身の鍛錬に励み
相互の信頼関係を構築する
・１年生は原則全員が校友会活動に入
部する。 A

・陸上競技部・柔道部・チアリーダー部・バドミントン
部・男女ソフトテニス部が、全国大会へ出場してい
る。
・吹奏楽部・化学部・音楽部・フォークソング部を中心
に、定期演奏会や発表会等を開催し、活発に活動し
ている。
・１年生は原則全員入部を推奨した結果、各部活動
が活性化している。華道部等も発表の場を広げてい
る。

Ａ

・運動部の全国大会出場はとても素晴らしいく、
生徒・顧問・保護者の方々の努力の賜物であ
る。
・文化部においても活躍している様子が分か
る。新たな活動の場を見つけている部活動もあ
り、今後とも更なる活躍を期待している。
・生徒と先生の連携により、成果を出している
が、そのことが今後に継承していくことを希望し
ます。

国際理解
教育

国際理解教育の
充実

国際理解教育の充実
を図る。

・海外への修学旅行を実施。
・短期留学を充実させ一層の促進をは
かる。

B

・すべてのコースで、ハワイへの修学旅行を実施し、
海外旅行を経験し、異文化に触れることが出来た。
・ユタ短期留学への参加者は10名であった。大きな
問題もなく参加者にとって有意義なものとなった。
・来年度は新たに
　　夏期短期留学（７月）としてカナダへ２週間
　　春期語学研修（３月）としてセブ島へ２週間
　の２つの短期留学を計画している。語学研修につ
いては、大学進学を意識した充実したプラントなって
いる。

Ｂ

・英語教育に力を入れることは、大切なことであ
る。海外での生活を体験することが必要である
ため、全校生徒の海外修学旅行の実施は今後
も続けてほしい。
・短期留学や語学研修の新たな企画がどうなっ
ていくのか楽しみである。
・国際理解の為には、留学生の受け入れ等も検
討してほしい。

今年度の重点目標
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加藤学園高等学校長　　　　　　　　　　　　　加藤瑠美子　　　　　

加藤学園高等学校関係者評価委員会委員長　　　田神　耕一　　　　　

学校教育目標
　建学の精神である校訓「至誠」は人間の最も大切な心構えであり、創立以来不変の教育理念として継承されている。
　教育は、知育・徳育・体育の調和のとれた育成にあるが、徳育の最高目標として、「至誠…まごころを尽くす」を掲げ、近代的知性にあわせて、誠実で品位ある人づくりを目指す。

ア　　生徒一人ひとりを大切にし、豊かな心を育てる エ　　基本的生活習慣の徹底

イ　　保護者・生徒が安心・満足できる学校づくり オ　　校友会活動への積極的参加、文武両道を目指す

ウ　　生徒の希望に沿った進路指導 カ　　国際理解教育の推進



領域 ね　ら　い 評価項目 達成目標
自己
評価

成果及び改善点 評価 学校関係者からの意見

授業改善の推進を図
る。

・各部・各コースの特性を活かし「生徒
一人ひとりの能力を引き出す授業」を展
開する。
・教科研鑽に努める。
・授業アンケートを活用し、生徒の要望
に応える。１学期末と２学期末の２回実
施。

B

・公開授業を２回実施し、実技科目を含め様々な授
業を見て頂けるようにしている。主な来校者は、高校
１年生の保護者・中学３年生とその保護者である。
・授業アンケートを１学期末と２学期末の２回実施し、
生徒からの意見も参考にし、授業力向上に努めてい
る。
・ICTやアクティブラーニング等の新しい授業形態を
積極的に取り入れていきたい。

Ａ

・公開授業への来校者は、高校１年生と中学３
年生の保護者が多いようであるが、高校２・３年
生の保護者にも来校してもらえるような工夫を
お願いします。
・アクティブラーニング等の実施には、教師の意
識改革が必要である。電子黒板など新たな教
具も取り入れながら、様々な研修を実施して新
しい教育方法を研究してください。

個に応じたきめ細かな
指導を行う。

・副教材を積極的に活用し、基礎学力
を定着させる。
・英検・漢検・情報処理検定等の資格取
得にチャレンジする。
・学習日誌を継続し、生徒個々との対話
と情報収集を心掛ける。

B

・１年生を中心に、学び直し教材を活用し、基礎学力
の定着に努めている。今後は、ICTを活用した学習
形態をすすめていきたい。
・検定試験については、英検や情報処理検定（2
年）・ニュース検定（PG1年）を全員受検とし、多くの
生徒が資格取得できた。また、漢字検定や数学検
定・歴史検定等の受験も呼び掛けている。

Ａ

・時代の変化に対応することは大変なことである
が、今の生徒たちはそれに対応する力があるの
で、IT教材の取入れを検討してください。
・上級の検定試験に合格した生徒を表彰するな
どして、検定試験を盛り上げてください。
・英語検定の全員受験は、保護者としてはとて
もありがたいことです。今後ともお願いします。

・規範意識
　モラル・マナー
の教育の徹底か
ら加藤プライドを
育成する

・校則の遵守
（問題行動・身なり）
・外部からの苦情
（公共の場での振る舞
い）
・校外指導結果
（特別指導・自転車マ
ナー違反）

・昨年度は問題行動がやや多く、全体
的に落ち着かなかったので、生徒・教員
共に緊張感をもち、未然防止型の指導
に徹する。
・校外指導を継続し、たとえ１件の苦情
でも全体として捉え伝達していく。
・毎日の校内・校外指導を継続し、生徒
指導部の全体としての指導力を維持す
る。

B

・問題行動は昨年度３１件から１３件に減少。頭髪・服
装違反等も全体的には良好な状況である。
・苦情は昨年８件から１３件に増加している。相手先
への対応や連絡、全校生徒への伝達指導・確認指
導は実施した。
・特別指導は、従来の担任指導に加え生徒指導部
長指導も行い、再発防止効果はあり、全体的には良
好な状況が継続できた。
・生徒の交通マナー遵守に対する、本校の率先した
取り組みを、県交通安全協会より表彰された。

Ａ

・９０年という歴史のある学校です。その歴史を
大切に受け継いでほしい。
・スマートファンに関係したトラブルは、多いと考
えられます。生徒向けに注意喚起するための講
座等を徹底して実施してください。
・外部の方からの苦情はないほうが望ましいが、
あったとしても素早い対応が出来ているようであ
る。素早い対応が大切である。
・様々な問題が起こった場合に、再発しないよう
な指導に全力を注いでください。
・生徒の諸問題にはカウンセリングが大切であ
る。

・安心・安全な学
校づくり
　事件・事故防
止及びいじめ・
暴力のない環境
整備

・交通事故防止
・いじめ・嫌がらせ・暴
力などの人間関係のト
ラブル
・盗難のない環境整備

・校外補導を減らさず、違反者に対して
も再発防止につながる指導の工夫をし
ていく。
・教員の意識を高く保ち、情報収集に努
める。
・生徒自ら貴重品管理のできる意識の
育成と、環境整備。

B

・自転車事故は昨年１５件から１４件と１件減少した
が、今後も生徒の自転車マナーについては、継続し
て指導していく。
・今年度はクラス内での生徒間のトラブルや暴力は
昨年度に比べほとんど無かったが、一部の部活動で
の人間関係のトラブルから退部する者や苦しむ者も
出た。顧問の早い対応と日々の観察が必要である。
今回の問題を学校全体としても重く受け止め再発防
止に努めたい。
・ＨＲでの盗難は無かったが、一部の部活での部内
盗難が多発した。部として再発防止策の徹底・継続
と、顧問からの日常的な注意喚起が必要である。

Ｂ

・高校生の自転車マナーは、社会問題にもなっ
ている。厳しい指導をしてくださっているが、命
にも関わることなので、継続して指導をお願いし
ます。雨の日の傘さし運転は危険であるため、
自転車通学者には雨合羽を必ず購入させるな
どしてほしい。
・学校内でのトラブルは常に０を目指してくださ
い。

生徒指導

教科指導

基礎・基本の確
実な定着と個性
を生かす教育の
充実



領域 ね　ら　い 評価項目 達成目標
自己
評価

成果及び改善点 評価 学校関係者からの意見

進路指導
進学・就職へ向
けての指導体制
の確立

生徒の進学・就職希望
の実現を図る。

・始業前・放課後の補習と個別指導の
実施。
・各種検定・資格取得に積極的に取り組
む。
・特進部と進学部の一部は、一般受験
に挑戦し、県内の４大学を含む国公立
大学２５名以上、早慶上理、ＧＭＡＲＣ
Ｈ、関関同立に２５名以上の合格を目指
す。
・校内進学相談会を効果的に運用す
る。
・教員の長期休暇中の外部講習への参
加。

B

・現在、一般受験に挑戦中である。
・国公立大学は、国際教養・静岡県立・山形・都留文
科・北見工業に合格。
・私立大学は、立教・法政（２）・学習院（２）・立命館
（４）・同志社・津田塾（６）・青山学院（３）・東京理科・
成蹊（３）・明治学院（５）・国学院（３）などに合格。
・国公立大学２次試験に向けて、個別指導を実施。
・校内進学相談会は６９校の大学・短大・専門学校に
来ていただき、３年の生徒・保護者・教職員が参加し
た。
・若手教員を中心に予備校研修を夏期休暇中に実
施。

Ａ

・国公立大学へ挑戦できる生徒が毎年でている
ことは、評価できる。
・今の時代の変化に対応した進路指導が必要
である。
・早期から情報提供し、それぞれの生徒の適正
にあった進路指導を実施・実現してほしい。
・教職員の研修は、常に実施していく必要があ
る。

教職員の
資質向上

教職員の資質・
能力の向上

校内研修の充実を図
る。

・公開授業を年間２回土曜日に実施し、
保護者の参加を促す。
・教科担当者は定められた期間内に研
究授業を実施する。
・模擬授業（カンファレンス）の実施
・学内の職員研修実施
・私学人として誇りを持ち、生徒の見本
となる節度ある言動・服装を常に意識す
る。

B

・公開授業を土曜日に実施し、中学生とその保護者
を含めて３００名以上の方が授業を見学し、多くの意
見を頂いた。
・カンファレンスは９年目となり、審査委員から貴重な
意見を頂いている。しかし、更に踏み込んだ工夫が
必要である。
・研究授業については、学校行事等の関係で計画
通りに実施できていない部分もあるが、可能な限り積
極的な実施を目指したい。

Ａ

・公開授業日以外にも学校開放日を増やして
ほしい。在校生の保護者の参加を促したい。
・カンファレンスに参加しているが、毎年担当の
先生が真剣に取り組んでいることが分かる。
・先生方の評価を見ると、自分に厳しくという思
いが感じられる。子供への指導を見ていると、
もっと高い評価をしてもいいと思われる。


