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平成２９年度 学校自己評価システムシート（県立杉戸高等学校）
目指す学校像 部活動の盛んな進学校として生徒の自己肯定感を高め、社会に貢献する人材を育成する学校。

重点目標

１ 学力向上、授業改善に向け、効果的な取組を推進する。
２ 生徒の規範意識を向上させ、杉高生としてのプライドを身に付けさせる取組を推進する。

達
成
度

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

※ 学校関係者評価実施日とは、最終
回の学校評価懇話会を開催し、学校自己
評価を踏まえて評価を受けた日とする。

ほぼ達成（８割以上）
概ね達成（６割以上）
変化の兆し（４割以上）
不十分（４割未満）

出席者 学校関係者
7
事務局（教職員） 8
生徒
3

３ 中学校・地域関係者の本校に関する理解を深める取組を推進する。

名
名
名

※ 重点目標は３つ以上の設定も可。重点目標に対応した評価項目（年度達成目標を意味する。）は複数設定可。
※ 番号欄は重点目標の番号と対応させる。評価項目に対応した「具体的方策、方策の評価指標」を設定。

学校自己評価
年度目標
番
号

現状と課題

生徒の学習態度は良好で
あるが、自発的な意欲が不
十分である。授業アンケート
結果では、積極的に質問す
る生徒は２０％であった。
５５分授業の実施に伴い、
生徒の自発的授業参加を促
１
す、指導内容、指導方法の
工夫改善が必要である。

学校関係者評価
年度評価（２月１日現在）

評価項目

具体的方策

方策の評価指標

評価項目の達成状況

１ アクティブラーニ
ング等の授業方法を
研究し、生徒が主体
的に参加する授業を
展開する。
２ 生徒、保護者の
進路意識を啓発し、
進学実績を高める。

１ 他校の公開授業の参観や工
夫事例を研究し、生徒が主体的
に授業に参加する授業研究を行
い、教科ごとの協議を行う。

１ 授業研究の結果、生徒の主体的
学習活動が向上し、授業アンケートで
は質問、ノートについて肯定的自己
評価をそれぞれ５０%、７０%とする。

１ 概ね達成できた。授業方法
を工夫し、生徒が主体的に参加
する授業が行われた。授業アン
ケートの質問、ノートについて肯
定的自己評価は２２％、６４％で
あった。

達成度 次年度への課題と改善策

B

２ 概ね達成できた。
２－① 説明会や講演会等
実施し、進路意識を高めた。
埼玉県立大学に６名の合格
者を出した。５教科型セン
B
ター受験者は３０名である。
２－② 新テストの英語の対
応としてGTECを導入し、指
導に当たっている。
遅刻延件数は年々減少
１ 学校生活のあら １－① 引き続き朝学習の習慣付 １－① 全校の年間延遅刻件数を６０ １ ほぼ達成できた。遅刻者
数も少なく、近隣からの苦情
し、平成２８年度の遅刻件数 ゆる場面で、杉高プ けを４１期生でも実施することで学 ０件以下とする。
は延６００件程度であった。 ライドを身に付けた 力向上と同時に遅刻者を減少さ １－② 杉高プライドが称賛される記 もなかった。朝学習も定着し
朝学習の習慣を全校に根 自信と誇りを持った せる。
事を２０回以上ホームページに掲載 ている。
A
１－① ２月１日現在３７２件
付かせ学習する姿勢を身に 行動をとらせる。
１－② 部活動等での活躍をホー する。
である。
付けさせる。
ムページ等でも称賛し、誇りを持
１－② ２月６日現在１９回掲
たせる。
載している。
２
２ 概ね達成できた。 ボラン
２ 学校外活動にお ２ 学校外活動において自己をア ２ 海外派遣事業、進路セミナーな
いても積極的に参加 ピールできる機会を提供し、生徒 ど、県教委の主催する事業やボラン ティア清掃は２回実施した。
する生徒を育てる。 に積極的に働きかける。
ティア活動等に２０人以上の生徒が 地域行事に部活動として空
チャレンジし、９０%以上が参加満足度 手道部、ダンス部、野球部、 B
吹奏楽部が参加した。

２－① １年次より国公立大学希
望者を対象としたガイダンスや生
徒及び保護者の進路意識を高め
る講演会を実施する。
２－② ２０２０年度実施の新テス
トに向けて対策を検討する。

２－① 国公立型センター試験出願
者が３０名を超え、合格者２０名以上、
早慶上理及びＧＭＡＲＣＨにチャレン
ジする生徒が７０名を超え、合格者５０
名以上とする。
２－②学校説明会等で中学３年生に
本校の新テストに向けての対策を説
明する。

実施日（平成３０年２月１３日）
学校関係者からの意見・要望・評価

積極的に質問する生徒は２
２％であり、併せて５５分授業の
実施に伴う回数の減少をカバー
する効果的な授業内容・授業方
法を継続して検討する必要があ
る。さらに、大学入試改革や学
習指導要領の変更に伴う対策
を具体化しなくてはならない。

杉戸高校の生徒は授業をしっかり聞いてい
る。今後は、新しい学習指導要領にもあるよう
に、生徒の主体的・対話的で深い学びの視
点から積極的に、授業に取り組んでほしい。
55分授業の利点を生かして、１コマの授業
内容を充実させてほしい。
生徒の進路実現のために、新しい大学入
試に向けて、いろいろな取組を行うことはよい
ことである。

地域ボランティアを始め、学校
外の活動に積極的に参加させ
る必要がある。 県教委主催の
事業にも参加を促したい。

地域との交流、たとえば地元の小・中学生
に杉戸高校生が勉強を教えるなどの機会が
あるとよい。 以前やっていたこともあるので、
ぜひ復活させてほしい。
街中で、杉戸高校の生徒の善い行いを見
かけることがある。善い行いはどんどんほめる
べきである。
遅刻件数を減らすという課題はもう達成し
た、という事でよいのではないか。
生徒会が中心になって、生徒主体の活動を
増やすとよい。

ホームページのコンテンツを
充実させ閲覧数を増やすととも
に、学校見学会の内容を更に
工夫・改善し、本校の活動状況
をアピールしていく必要がある。

ホームページが頻繁に更新されるように
なったので見るのが楽しみである。
学校の良いところをもっとアピールして、生
徒募集につなげてほしい。
学校見学会に部活動の生徒が参加する試
みはよかった。
地域の学校として期待している。

に肯定的自己評価をする。

平成２８年度の学校説明会
事前申込者合計は１０６５件
（約２０００人）だった。さらに
多くの中学生が杉高に関心
を持ってもらえるよう、また、
中学生数が減少する中、入
試での倍率が１．１倍を下回
３ らないようにする必要があ
る。
ホームページで部活動の
ページを全顧問が適宜更新
できるようにするのが課題で
ある。

１ ホームページの
部活動情報更新を
組織的に行う。

１ 全ての部活動顧問がホーム
ページ更新にあたる。

１ 全ての部活動の更新を年平均２回 １ 概ね達成できた。殆どの
以上としアピールすることで本校の受 部活動で２回以上の更新が
できた。
検希望者を増加させる。

２ 地元中学校へ杉
高の状況が十分に
伝えられる。

２－① 広報部から『杉高だより』
を発行し、杉高生の生活をビジュ
アル的に伝え、学校説明会の参
加者数を増加させる。
２－②中学校訪問や各説明会等
を通して本校の活動を報告し、受
検生に本校の教育内容を十分理
解してもらう。

２
『杉高だより』を５回以上発行し、学
２－①
『杉高だより』を５回以上発行
し、学校説明会への参加人数を生
徒、保護者を合わせて２０００人以上と
する。
２－②入試倍率を１．１５～１．２倍で
安定させる。さらに、入学後に進路変
更する生徒をゼロにする。

B

２ ほぼ達成できた。 全教
員で分担して各中学校を訪
問し、本校をアピールした。
２－① 『杉高だより』は５回
発行できた。学校見学会と
各説明会の参加者人数は生
徒、保護者を合わせて約２８ B
００人であった。
２－② 学校説明会では内
容の工夫を行い、生徒を参
加させる形態を取り入れてい
る。

