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青森県立八戸東高等学校

校舎　・　分校

平成 ２９ 年 　２月 １０日（金）

平成 ２８ 年 　２月 １３日（月）
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番号 （6）具体的方策 （7）具体的方策による目標の達成状況
（8）目標
の達成度

①授業交換による自習のない授業を実施し、授業時数を確保す
る。
②授業アンケートを実施し、授業改善に役立てる。
③家庭学習時間調査を実施し、家庭学習の実態を把握する。

①必要な授業時数を確保することができた。
②アンケートの集計・分析を通して授業改善を図っ
たが、基礎・基本の定着にはまだ改善の余地があ
る。
③自主的、意欲的な学習習慣を確立させるために個
に応じた適切な助言を行うことができた。

Ｂ

①キャリア教育の年間計画に基づき、諸活動を企画・実践し、成
果分析・事後評価を徹底する。
②生徒の実態を踏まえ、進路講演会、大学見学会、大学出前講
義、職業研究などを、学年と進路指導部が連携して適切な時期に
計画・実施する。
③外部講師を招いて進学実績向上のための「総合的な学習の時
間」を考える研修会を実施する。

①各学年が主体となり外部団体の協力も得て実施し
た。
②それぞれの進路行事をほぼ予定通り実施し、生徒
の進路意識を向上することができた。
③自主参加ではあったが、多数の意欲的な教員が研
修会に参加した。

Ｂ

①教育課程委員会を中心に、現行教育課程を見直し、次年度に向
けた編成作業を行う。
②本校の今後を考える校内研修会を行い、本校が抱える課題につ
いて話し合う。

①本校の現状に合わせた編成作業をすることができ
た。
②全教員が５つの議題についてグループで話し合
い、学校運営に参画する機会を得る。

Ａ

①生徒会活動及び学校行事を生徒が自主的に運営できるように指
導する。
②八東祭等の学校行事への積極的な参加を促すために、生徒会が
自ら企画し運営を行う。

①生徒会役員中心に生徒に「いじめ撲滅キャンペー
ン」やＳＮＳの危険について呼びかけるポスターの
製作を行った。
②生徒の意見が反映され、行事への参加状況が改善
した。

Ａ

①既存の施設を有効に活用し、効率的な練習により、上位入賞を
目指す。

①県大会、東北大会で優秀な成果を収め、全国レベ
ルの大会出場を実現させた部活動もあった。 Ｂ

①容儀・礼法に関する本校独自の「基本の心得」の内容について
指導を強化する。
②日常的な生徒観察と教員間での情報共有により効果的な生徒指
導を実践する。また、必要に応じて中学校とも連携して指導す
る。
③教育相談を充実させ生徒の悩みに応える指導を行う。

①挨拶、礼儀、身だしなみ、思いやり、時間厳守の
大切さなどについて指導することができた。
②、③出身中学校から情報を得ながら生徒の指導を
行った。また、悩みを抱える生徒や保護者からの要
望に応えてスクールカウンセラーの派遣を要請し支
援を受けることができた。

Ｂ

①効果的な学年ＰＴＡの計画と実施を行う。
②学年通信、学級通信の発行により、学校から家庭に随時情報提
供を行う。
③本校ホームページを整備し、情報発信や緊急連絡時のツールと
して最大限に活用する。

①ほぼ計画的に実施したが、参加者の減少が目立っ
た。
②学年や学級によって、通信の発行回数や内容の充
実度に開きが見られた。
③ホームページで提供する内容を大幅に更新し、タ
イムリーな話題も載せた。

Ｂ

①現存の体育施設や体育用具等を有効に利用し、生徒の体力増強
を行う。
②生徒の体力増進のため、来年度に向けて新たな体育行事を全教
員で模索する。

①体育科を中心に予定通り生徒の体育指導を実施す
ることができた。
②新企画として来年度は１年生で耐久遠足を実施す
る。

Ｂ

①健康診断や環境検査を実施し、生徒の健康や学習環境を改善す
る。また保健便りを適宜発行する。
②生徒の登下校の安全のために、交通安全教室、日々の登校指
導、自転車通学者への指導等を実施する。
③年３回防災訓練を実施し防災意識を高揚させる。また、緊急連
絡メールの加入を促進させ、緊急時の連絡網を確立させる。
④「ストレスチェック」や「時間外・休日労働調査」を実施し、
職員の健康状態や勤務時間を把握し、過重労働を防止する。

①健康診断、環境検査などは予定通り実施できた。
保健だよりによって疾病の予防を呼び掛けた。
②ほぼ計画通り実施できた。さらに「一列歩行」の
看板表示を学校周囲に掲示し、安全意識を浸透させ
た。
③緊急連絡メールの登録は約７７％まで向上し、自
然災害時の緊急対応については、生徒・保護者に文
書通達した。
④調査結果に応じて、職員の保健指導受診を指示し
た。

Ａ

①外国語指導助手（ＡＬＴ）を効果的に活用し、授業の補助だけ
でなく、異文化の紹介や英語の学習意欲向上に向けて取り組ませ
る。
②英語の資格試験に意欲的に挑戦させ資格取得を推進する。

①英作文の添削指導や米国の高校との文通による文
化交流をスタートさせ、生徒の学習意欲と国際理解
を大いに高めた。
②英検の受験生が大幅に増加し、英語による面接試
験に向けてＡＬＴも含め複数の英語教員で指導にあ
たり多数の合格者を出した。

Ａ

①ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の有用性
と、誤った使用法による危険性について計画的に指導する。

①情報の授業や集会等で随時指導した。
Ｂ

・本校においては、体力は全国標準に比べると平均
的なところで推移しているが、ボール投げの種目の
数値が低いため、体育の授業等で重点的に補ってい
きたい。
・本校職員のストレスチェックの結果では、全体的
な数値は全国平均よりは良い数値が出ている。
・教員の多忙感に対して、まず教員の超過勤務を減
らすことで、解消しようと努めている。そのため
に、年２回時間外・休日労働の調査を行い、実態把
握に努めている。校内研修でもその方策について話
し合う予定である。
・職場の労働環境や部活動活動場所の改善について
は、徐々に改善していきたい。

　学校ホームページで公表する。

(1)基礎的・基本的学習内容の
定着

自主的・自律的態度及び奉仕と協調の精神の育成

道徳教育の充実による人間としての在り方生き方を主体的に探究する態度や規範意識の育成

(1)英語によるコミュニケー
ション能力の育成と国際理解
教育の推進

(1)体育指導を通しての心身の
発達の促進

学校関係者評価

（9）-イ　学校関係者評価委員会の構成

     元本校教員　　　　　１名
   　学識経験者　　　　　１名
   　企業・経済関係者　　１名
   　地域住民代表　　　　１名
   　保護者代表　　　　　１名　　計５名

・生徒の体力が実際に低下しているとい
うデータはあるのか。
・職員のストレスチェックや時間外・休
日労働の調査を実施しているが、軽減す
るための方策は今後も継続してほしい。
・本校で部活動のコーチをしているとき
に感じているが、夏場の本校職員室と第
二体育館二階はかなり高温になり職員の
健康に問題があるので、冷房などの施設
が必要である。
・野球部の専用グランドがないと聞いて
いるが、何とかしてやれないものか。

・八戸市はＩＴ関連の誘致企業が数多
く、出前で小中学校などで出前授業をし
ているので、生徒にＳＮＳやネットの正
しい使い方について講演してもらうこと
も検討して欲しい。

2

・家庭学習時間調査結果を指導にどう活
かしているのか。
　１年…面談時に活用し、春の実施時よ
  り冬の実施時では大幅な増加があっ
  た。
　２年…全員に手帳を持たせスケジュー
  ル管理させ、面談時に活用している。
　３年…１，２年時は毎週実施し、面談
  時に活用した。３年時には行っていな
い。
・八戸市は「本のまち八戸」を目指し
「ビブリオバトル」等様々な取り組みを
行っている。本校でも同様な取り組みを
検討して欲しい。
・時間がうまく使えない生徒に担任など
から適切なアドバイスを行ってほしい。
・他校に比べて熱心な指導に感謝してい
る。

(1)基本的な生活習慣の確立

5

学習や進路達成に向けて積極的に取り組む態度の育成

(1)特別活動等への積極的な参
加

国際化・情報化社会に対する理解とそれに対応できる能力の育成

自　　　己　　　評　　　価

(3)適切な教育課程の編成

体力づくりと健康管理及び安全指導の徹底

 （3） 重点目標

(2)キャリア教育の推進および
主体的進路選択

（11）総括

・現状では活動場所や教員数などに限りがあるの
で、部活動を増やすことは慎重な検討が必要であ
る。
・本校でも科学的部門への応募に意欲的な理科教員
がおり、大学などで主催している大会へ積極的に応
募している。他の大会については、本校の教育内容
に合うものかどうか考慮しながら、参加が可能かど
うか検討していきたい。

(2)部活動の振興と充実

（5）評価項目

1

・生徒に家庭学習の習慣を定着させるために、今後
も家庭学習時間の調査は何らかの形で行っていきた
い。また、２学年で活用している「みらい手帳」が
効果をあげているので、１年次からの利用も検討し
たい。
・本校でも生徒に読書の習慣を身に付けさせ、表現
力を高めるために、来年度「ビブリオバトル」の実
施を検討している。
・一連のキャリア教育関連の進路行事等は、生徒へ
の教育効果を検証しながら、さらに精選しながら計
画を進めていきたい。
・本校の今後を考える校内研修会で各グループで話
し合われた意見については、今後の学校運営に活か
せる部分がないかどうか検討していきたい。
・今後も、本校の生徒にとって必要な学力を身に付
けさせるために、教育課程の検討は継続していく。

3

・生徒の問題行動の９割近くはＳＮＳがからんでい
るという情報もあるので、本校でもその危険性を深
刻に受け止め、情報の授業や集会などで指導した
り、生徒会が率先して標語を募集し、優秀作品を掲
示して注意を呼び掛けており、今後も継続していき
たい。
・今年度からスタートした米国の高校との文通は、
来年度も継続し、生徒の学習意欲の高揚に繋げた
い。

・春から本校独自の容儀・礼法に関する「基本の心
得」に従って生徒の指導が行われている。
・今のところ事故非行は発生していないが、悩みを
抱えている生徒の数は決して少なくはない。単に外
部機関の協力を得るだけではなく、教員自身も支援
の仕方について研修を積む必要があり、より迅速で
適切な対応が求められている。
・本校では、保護者や周辺地域の協力は比較的得ら
れているが、学年ＰＴＡの参加者が少ないため、企
画や運営を見直し、より多くの保護者の参加が得ら
れるように努力したい。

・町内で防犯指導のメンバーとして本校
近隣地区のパトロールを行っているが、
女子生徒から声を掛けてもらうこともあ
りとても感じが良い。良い習慣はさらに
広めてほしい。
・本校の自販機で購入しようとした際
に、「お先にどうぞ」と譲ってくれた生
徒がいて感じが良かったので、そういう
いいところはさらに伸ばしてほしい。

（様式１）

学 校 名

自己評価実施日

学校関係者評価実施日
（2）現状と課題

全日制の課程

   生徒のほとんどが大学、特に国公立大学への進学を希望しており、この進路志望を達成させることが学校としての目標の一つである。そのため、生徒に基礎学力の確実な定着を
図りつつ、より高い学力を身に付けさせるとともに、自ら計画的に課題解決に取り組み、将来設計ができる能力の育成を目指し、学校としてどのように取り組むかが課題である。

平成２８年度　学校評価結果報告書（高等学校用）

（1）学校教育目標

学校整理番号

ア　心身ともに健康で、奉仕と協調の精神に富み、豊かな個性と「生きる力」を備えた人間の育成
イ　自主的かつ意欲的に学業や課外活動に取り組み、絶えず学力と品性の向上に努める創造性豊かな人間の育成
ウ　国際化・情報化に対応する語学力、コミュニケーション能力、情報活用能力を備えた人間の育成

　本校の生徒は真面目で控えめな生徒が多い印象があるが、一方で国際舞台などで活躍したいという大きな希望を持っている者もいる。そのため、本校ではキャリア教育の年間計画に基づいて、生徒により高い進路意識を醸成し、学習意欲を高
めるために、外部団体や保護者の協力を得ながら様々な進路指導行事を実施している。しかしまだまだ改善すべき点が多い現状である。教員には先進校への視察や校外の研修への参加を奨励しており、参加した教員は大きな刺激を受けて生徒の
指導に活かしている。生徒指導面では大きな問題もなく落ち着いているが、様々な悩みを抱え登校できない生徒も毎年複数おり、保護者や外部団体と連携しながら生徒の悩みに応える努力を行うとともに、支援の必要な生徒に寄り添えるような
スキルを身に付けるための研修を実施していく必要がある。

(2)ＳＮＳの活用能力の育成

(2)家庭や地域との連携

（10）次年度への課題と改善策

4

(2)健康と安全の確保

（4）結果の公表

（9）-ア　学校関係者からの意見・
要望・評価等

・本校にない部活動の結成を希望する生
徒たちが出てきた時に、新しい部活動を
作ることはできるのか。
・ビジネスグランプリなどの大会に応募
しているが、現在は科学的な大会応募も
かなりあるので、他の大会にも目を向け
てほしい。


