令和３年度
目指す学校像

学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 県 立 志 木 高 等 学 校 ）

志木高スピリット（立志・言志・続志）の下、高い志を持ち、自分の夢を実現できる学校

※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。
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学習習慣の確立と授業改善により、主体的な学びを推進し、学力を向上させる。
志木高スピリットを醸成させ、夢の実現に向けたセルフマネジメント力を身につけさせる。
安心・安全な学校生活を保障し、学校生活に誇りと自信を持たせる。
地域とともに歩む、魅力ある高校づくりを推進する。

現状と課題
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校
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具体的方策

①生徒一人一人が主 ①・各教科が連携し、ＩＣＴを活用した授業改善に取り組 ①ＩＣＴ活用研修の実施状況、授業実践状況
授業アンケートの改善、検討状況及び実施状況
体的に学ぶ学習支援 む。
・授業アンケートの実施方法、活用を研究し、教員と生
教員相互の授業参観の延べ回数
の体制の充実、授業 徒の双方から授業改善を体制を作る。
研究協議の実施状況
改善の取組
・授業公開週間において教員相互で授業を見合い、授業
HP・GoogleClassroom活用状況

＜現状＞
志木校スピリット「立志・言志・
続志」は学校全体で共有され、根付
いてきているが、自学自習、家庭学
習時間の確保には、まだつながって
いない。進路指導に関する毎年の各
行事は定着している。コロナ禍で進
路活動にも制約が生じるとともに、
ＩＣＴの活用が不可欠となってきて
いる。
＜課題＞
生徒の進路意識を高め、日々の学
習につなげていく必要がある。各学
年でそれぞれの進路行事の目的を共
有し、教職員間の共通理解を図って
いく必要がある。また、ＩＣＴを活
用した進路情報の発信及び保護者と
の更なる協働体制が必要である。

①進路意識を高め、
高い志の育成、志を
実現する学力向上、
セルフマネジメント
力を育成する。

＜現状＞
注意喚起や見守り指導により、落
ち着いた学校生活は確保できている
が、ＳＮＳによるトラブルや交通事
故等の未然防止には至っていない。
コロナ感染予防対策は一定の成果を
上げている。
＜課題＞
学校内外での危機管理能力を育成
し、トラブルを未然に防ぐことが課
題である。また、学校生活に誇りを
持たせるためには、生徒に自己有用
感を持たせるとともに、個に応じた
指導体制及び、教育相談の充実が必
要である。またコロナ禍における学
校行事、部活動の充実ついて、新た
な発想や工夫が必要となっている。

＜現状＞
コロナ禍で地域交流活動が制限さ
れる中、ホームページ等、様々な媒
体をとおして、本校の魅力を発信
し、保護者・地域との交流を積極的
に行い信頼を得ている。
＜課題＞
地域とともに歩む学校となるため
には、本校の教育力を地域に発揮
し、開かれた教育課程を実現する必
要がある。コロナ禍の中での地域交
流のあり方について、検討していく
必要がある。

価
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年

方策の評価指標

＜現状＞
授業公開週間や教員研修を実施す
るなど、学校全体で授業改善に取組
む意識が醸成されている。令和2年
度末に各ＨＲ教室にプロジェク
ター、Ｗｉ-Ｆｉ環境が整い、
Chromebookが配備され、ＩＣＴを活
用した授業が実施可能となった。
＜課題＞
コロナ禍の中で、急速に進展する
情報化社会を主体的に学び、生き抜
く力の育成が重要となっている。学
習習慣の確立とともに、ICTを活用
した授業の工夫・改善が必要となっ
ている。
また、新教育課程の円滑な実施に
向け教育内容、観点別評価等の研
究・整備が急務となっている。

改善について協議する。
・HP及びGoogleClassroomを活用した自宅学習の支援、
個別指導のあり方を研究、実施
・学年及び教務が連携し、「ShikiDiary」を活用した学
習習慣の確立及び、自己管理指導に取り組む（通年）

評

課題提示回数、動画配信状況
各教科、ＨＲ担任による手帳活用指導の状況
手帳活用ガイダンス実施、通信発行状況
新聞の各教科における活用状況

度 評 価（

２月１日 現在 ）

評価項目の達成状況
【オンライン授業の実施等、コロナ禍における学習保障、生徒が主体的に学
ぶ学習支援体制を飛躍的に前進させることができた】
・緊急事態宣言中（9/6～10/1）対面、オンラインを併用したハイブリッド
授業実施1日6時間の学習を保障 「しっかりと取り組んだ」生徒85.9％
・GoogleClassroomを活用した動画配信、課題提示の日常化
・BYODに関する規定作成、ハイブリッド授業報告書作成
・ICT活用・オンライン授業実施研修会３回実施
・6月、11月に授業公開及び研究協議を全教科で、のべ12回実施
・手帳活用ガイダンス全学年実施（４月）
・考査、学年末等で手帳活用指導を断続的に実施。職員アンケート、生徒ア
ンケートによる活用場面や効果測定実施

達成度

A

②新教育課程の円滑 ②・教育課程委員会を中心に全校体制で取り組む
②教育課程委員会、研修会、各教科会等の実施状 【新教育課程の実施に向け全校体制で取組み、着実に進めることができた】
・教育課程委員会12回実施、教科会隔週実施
な実施に向けた取組 ・Ｒ４年度入学生の教育計画、評価計画、シラバス作成 況
及び履修指導計画の立案
・観点別評価の研究・整備

シラバスの内容及び進行状況
観点別評価の整備状況

・観点別評価研修会２回実施。
・Ｒ4年度入学生用シラバス「まなびの手引き」、評価規準、評価計画、履
修指導計画作成等、順調に進捗し完成予定。
・観点別評価総括、成績の内規改訂案作成（３月確定に向け順調に進捗）

①・志木高スピリット（立志・言志・続志）を常に学校全 ①志木高スピリットを自覚している生徒の割合
体で共有することにより、進路目標の明確化、日々の学習
模試の参加者人数、補講開講数および参加者人
への目的意識向上に取り組む。
数
・総合的な探究の時間・新聞活用事業を活用し、社会的視
自習室の活用状況
点を醸成し学びに向かう態度を育成する。
家庭学習（自学自習）時間の状況
・「ShikiDiary」を活用し、時間の管理、学習項目の整理
進路希望具体化の状況
等、セルフマネジメント力を育成する
生徒・保護者の進路指導に対する満足度
・早期から計画的な準備・対策ができるよう、模試、補講
等の指導体制を整える。
・自習室、ICTの活用等、生徒の進路希望に応じ、学習習
慣の確立に向けた支援を行う。

【継続的な、教科、学年と連携した進路指導により、志木高スピリット高い
志の育成体制が定着してきた】
・模試の参加人数 1年21人、２年72人、３年43人
・スタディサポート分析会を各学年で実施
・夏季補講29講座のべ302名参加（前年度251名）
・自習室、資料室ともに難関大を志す２年生の利用が増え、高い志を持つ生
徒のすそ野は着実に拡がってきている。
・LHRで手帳指導を実施、学習計画や目標を立てる習慣づくりができてい
る。
・「進路指導がよく行われている」と回答した生徒89.2％、保護者87.6％

②保護者の進路意識 ②・ＨＰ等を活用し保護者向けに進路情報を提供し、保護 ②保護者の学校行事等への参加状況
を高め、家庭と連携 者の進路意識を高め、「保護者・生徒・学校」の協働によ 保護者向け進路行事実施状況（年２回以上）
進路情報の発信（ＨＰ、スマート連絡帳年５回
した進路指導をおこ り進路実現をサポートする。
以上、進路通信年２回以上）
なう。

【コロナ禍の中、ＨＰ等を活用し保護者へ進路情報を継続的に提供できた】
・進路指導部、連携広報部が連携し、動画による説明会実施
・推薦入試、オープンキャンパス、模試等の成績など各種面談に向けた情報
提供

①事故防止と良好な
人間関係づくりを支
援し、安心・安全な
学校づくりを進め
る。

①・ＰＴＡ、地域と連携するなど、校内外における交通安 ①校外交通安全指導の実施状況
全指導を実施し交通マナーに取り組む。
年間重大交通事故件数
・携帯・スマホマナー教室の実施やポスターの掲示等によ
携帯・スマホマナー教室実施状況
りＳＮＳによるトラブルを防止を啓発する。
サイバーパトロールからの報告件数
・スクールカウンセラーを活用し、教育相談を充実させ、
スクールカウンセラーによるカウンセリング、
全職員の共通理解の下、個に応じた指導体制を作る。
特別支援委員会における情報共有の実施状況
・探究プログラム委員会を中心に自他を尊重する心を育む
人権感覚プログラム、在り方生き方教育等の実
教科横断的な学び、探究活動に取り組む。
施状況
・家庭と連携し、新型コロナ感染予防対策を適切に行い、
感染予防対策実施状況
感染拡大防止に取り組む。

【新分掌生徒支援部の立ち上げにより、個に応じた支援体制、安心・安全な
学校づくりが、より効率的、効果的に推進できた】
・年間重大交通事故０件 「交通ルールを守っている」生徒97.9％
・PTA・生徒・教員の協働による交通安全指導のべ9日12箇所にて実施
・下校時の見守り指導実施（随時）
・携帯・スマホマナー教室実施（12月）
・サイバーパトロールからの報告件数3件
・スクールカウンセラーによるカウンセリング22回実施、のべ人数33人
・スクールカウンセラーによる研修会実施
・スクールソーシャルワーカーによる保護者カウンセリング実施
・特別支援委員会６回実施
・昼食時の感染予防巡回指導実施

②生徒の自主的な取
り組みを支援し、学
校生活に自信を持た
せる。

②・コロナ禍の中で感染拡大防止の観点から安全・安心を ②学校行事の実施状況
最優先とし、学校行事や地域交流活動の運営に、生徒会を
地域交流活動や地域貢献活動の生徒の参加状況
中心に生徒が参画する体制を作り、生徒の自己有用感を高
学校行事・部活動に意欲的な生徒の割合
める。
・学校行事や部活動で成功体験を積ませ、学校への帰属意
識を高める。

【コロナ禍の中、感染拡大防止を最優先に学校行事を実施し、生徒の創意工
夫と自主性を引き出すことができた】
・文化祭実行委員、生徒会本部役員を中心に映像による文化祭実施。各クラ
スが作成した映像や体育館での生中継を組み合わせた形式は、生徒が個性を
表現する場を提供し、生徒の自己有用感向上に効果的であった。
・コロナ禍の新しい形の文化祭としてテレビ埼玉「マチコミ」にて紹介
（2/2放送予定）
・「部活動に意欲的に取り組んでいる」生徒68.7%
・「学校行事に積極的に取り組んでいる」生徒86.0%
・「志木高校に入学して良かった」と感じている生徒85.0%

①志木高校を中心と ①・本校を会場とした地域交流活動「志木高倶楽部プロ ①「志木高倶楽部プロジェクト」実施状況及び生 【コロナ禍の中で部活動を中心とした地域交流を継続的に行うことができ
徒の参加状況
た】
した地域交流の輪を ジェクト」を実施する。
・コロナ禍の中の地域連携について課題を明確化し実施
コロナ禍の交流活動の検討状況
・コロナ禍の中で「志木校倶楽部プロジェクト」は実施できなかったが、部
広げ本校の教育力を に向けた方策を立てる
活動を中心に小中学校や地域と連携し、本校生徒の活躍の場を拡げることが
地域に発揮する。
できた。

A

A

B

②ＨＰを本校の教育活動や魅力を地域に発信・交流する場 ②学校ホームページの更新、活用状況
とするとともに、生徒、保護者にとって有益な情報交流の
学校説明会、部活動公開の実施回数、参加状況
場として活用する。
・学校説明会、部活動公開等を充実させ、地域の保護者、
中学生に本校の魅力を積極的に発信する。

【様々な媒介を通して保護者、地域に向け本校の魅力を発信できた。】
・学校ＨＰ更新 運動部95件、文化部8件、こころざし日誌50件（1/11現
在）
・学校ＨＰ閲覧数70104件（6/1～1/11）1日平均300件
保護者向け進路説明会動画配信などＨＰ活用が進んでいる。
・学校説明会4回、部活動公開4回実施 1117組参加
・ＨＰにて学校説明会の様子を配信
・広報誌「ゆりかもめ」年3回発行
・「学校はHP等で情報をよく公開している」と回答した保護者81.0％
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令和４年３月２２日

学校関係者からの意見・要望・評価等

新型コロナウイルスの影響により、今年度も行事予
定の変更を余儀なくされた。学校行事においては、準
備期間の確保や実施形態の変更など、配慮事項が多い
ことから、各分掌、学年等と連携することが重要であ
る。ICTの活用については、オンライン授業実施が本校
全体のICT活用スキルの水準を押し上げた。次年度は令
和5年度の一人一台端末導入に向けた準備を進めるとと
もに、外部の情報収集等、さらなるスキル・リテラ
シー向上を目指し取組む。
手帳導入から４年が経過し経年変化を分析する必要が
ある。次年度はさらなる活用促進、セルフマネジメン
ト力の育成に向けて効果的な指導体制強化を図るとと
もに明確な数値目標を設定したい。
新教育課程実施初年度となる次年度は、的確な類
型・科目選択のための履修指導、観点別学習評価の適
切な運用等について、教務部と教育課程委員会、学年
が連携して取り組んでいく。

.コロナ禍の中でも、生徒さんのためになんとか学習時
間を確保しようと、積極的にICTを活用したハイブリッ
ト授業を展開した。そのために研修会や研究協議、相互
授業公開等を繰り返し行うなど、高校全体で組織的に取
り組んでおり、高く評価したい。コロナ終焉後も活用で
きる取り組みである。オンライン授業の取り組みについ
て、「分散登校期間中における本校の取り組み」の報告
書をみると、本当すばらしい。
・オンライン授業に関しては報告書・授業事例集も作成
し、教科の枠を超えた教員間での学び合いの機会になっ
たことが窺え、コロナ禍をプラスに転化させている。
・自宅学習の時間も増える中、生徒の学習習慣の確立に
は例年以上に苦労が大きかったことと思う。オンライン
授業を行う中での学習習慣確立には、ご家庭との連携が
一層重要になってくるものと思う。
・オンライン授業や評価でのルーブリック活用には大学
でも色々模索している。そうした面でも次年度は連携を
図る機会を設けられればと思う。

３学年になってから模試や補講を受け始めるのでは
遅い。１．２学年向けに進学をより意識させ補講を増
やして行きたい。次年度は新教育課程となり、類型制
導入となることから、生徒が自分の進路に合わせ、適
切に類型選択ができるよう、より踏み込んだ進学指導
を実施していく必要がある。進路行事、類型選択指導
を効果的に連動させていくため。教務部、学年との連
携を密にし計画・実施していく。
新入試制度への理解が定着するまで、より細かな情
報収集が必要とされている。オンラインを利用したよ
りタイムリーな情報発信を充実させていく

・「進路指導がよく行われている」と回答した生徒
89.2%、保護者87.6%はとてもすばらしい数値である。日
頃から進路指導が着実に行われていることのエビデンス
である。多様な生徒さんの進路があり、それぞれきめ細
やかに対応しなければ、このような高い満足度は得られ
ない。夏季補講29講座、参加者302名(前年度251名)も参
加者が飛躍的に伸びており、高く評価したい。
・生徒さんの進路ご希望は多岐にわたり、また社会の先
行きも不透明な部分が多い中で、一人一人の生徒さんに
寄り添った進路指導のあり方を学校全体で一丸となって
模索されていることが窺えた。
・「Shiki Diary」の有効活用を課題として挙げられる
場面が多い印象がある。進路目標のセルフマネジメント
は大事であり。Diaryも工夫に工夫を重ねて作成されて
いるものなので勿論否定はしないが、一方で、Diaryの
使用が目的化されないことも大事かと思う。（Diaryは
あくまで進路指導充実のためのツールと思う）。

次年度も「命を守る指導」を核として、交通安全、
手洗い、うがいなどを徹底させるとともに、自体を尊
重する心の育成を図っていく。
スマートフォンの利用過多が生活リズムを乱してい
ることが明確になってきている。次年度はＨＲ委員会
や生活委員会を中心に生徒自身によるスマートフォン
利用のルールづくりをすすめていく。
スクールカウンセラー活用体制が定着し成果を上げ
ている。次年度はスクールカウンセラー以外による教
育相談体制を整え、よりきめ細かく不安や悩みを抱え
る生徒を把握し、情報共有していく体制づくりを行
う。
学校行事を生徒が主体的に運営する体制づくりを進
め、学校行事ごとの委員会や係設置を検討していく。

・年間重大交通事故0件は、高く評価できる。そのため
に、先生方が、PTAや地域の人たちの協力も得て、日頃
から地道な取り組みをされていたからこその成果であ
る。
生徒の安全確保は、当然最優先事項であり、その他の取
組みも評価できる。
・コロナ禍の学校行事を、感染防止を最優先に、映像を
使ったりして工夫して実施して、教育をとめない行動に
は、頭がさがる。本当に生徒のことを思っている。
・いじめが2件認知されているとのことですが、まずは
いじめが「ある」ということを公にされていることに敬
意を表します。このご時世では心身に様々な不調が現れ
る生徒さんも少なくないものと思う、先生方にも平時と
は違う重圧がいろいろとかかってしまうものと思う。SC
やSSWの先生方とも連携しながら、生徒さんは勿論、先
生方や保護者の方々も含めた心身の不安除去を進めて
いってほしい。
・文化祭を中止とせず、映像によって実施されたことは
素晴らしいことと思う。対面で出来るに越したことはな
かったと思うが、この社会状況ではそれもなかなか難し
く、「コロナ禍でもできる学校行事のあり方」を模索す
る必要が生じてきているものと思う。今後に繋がる大き
な成果を挙げられたものと思います。

保護者緊急連絡「スマート連絡帳」の活用に課題が
残った。次年度は緊急連絡アプリを変更するととも
に、ＳＮＳを活用した情報発信についても研究してい
きたい。
コロナが収束せず先が見えない中で、地域交流事業
について検討を進めることが難しかった。次年度は今
年度スタートした学校説明会ボランティアスタッフ
を、地域連携スタッフとして発展させ、地域連携、地
域交流事業に繋げていきたい。引き続き学校説明会の
内容を充実させ、本校の魅力発信を行っていく。
コロナ禍の中で、ＰＴＡ総会をオンラインで行っ
た。次年度以降についても、オンラインを効果的に活
用し保護者全体が参加しやすい工夫を行い、ＰＴＡ活
動の活性化を図っていく。

・地域貢献を行うための社会活動に、生徒を積極的に参加
させることは、生徒の人格形成に極めて重要であり、地域
社会とともに生徒一人一人を育てようとしている志木高校
のすごさである。コロナ禍であり、どこも苦労して教育を
とめないことを目指しているが、はやくコロナが終焉して
ほしい。広報活動は実にすばらしく、学校HPの更新も、絶
えず行われており、見事である。
・コロナ禍で、地域と関わることについては今年度も本当
に困難の多い1年であったことと拝察する。学校説明会
や、オンラインでのPTA総会など、このような社会状況で
も出来ることを最大限に模索している。市内の生徒の割合
が少ないことを課題として挙げているが、見方を変えれ
ば、これは「近隣自治体でも志木高の認知度（・人気）が
高い」ともいえるものと思われる。問題・課題とする必要
はあまりないのではないかと思う。「コロナが収まったら
行いたい地域交流活動」について、可能であれば生徒さん
も交えながら色々と具体案を練り始めてみてもよいのでは
ないかと思う。

A

・志木高グッズ（付箋、不織布バック）作成

②保護者、地域に向
け志木高校の魅力を
積極的に発信する。

実 施 日

関

次年度への課題と改善策

A

A
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