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令和２年度 学校自己評価システムシート (埼玉県立草加西高等学校）
人に優しく、自分に厳しく、社会に貢献できる人間を育てる学校
～自らの力で夢を実現できる力を養う～

目指す学校像

１

主体的に学ぶ意欲と探究心を育む授業の充実

２

社会に通ずる規範意識の育成と、学校行事や生徒会活動・部活動の充実

３

個々の希望を叶え、生徒の人生を豊かにするきめ細かなキャリア教育の実現

４

地域連携の強化と積極的な情報発信による開かれた学校づくりの推進

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

（８割以上）
（６割以上）
（４割以上）
（４割未満）

ほぼ達成
概ね達成
変化の兆し
不十分

出席者

学校関係者
生徒

重点目標

４
７

名
名

事務局(教職員) ７ 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。

現状と課題

番号

【現状】
検定試験にチャレンジする生徒も増えてきている。
家庭学習の習慣が定着していない。
保護者の授業に対する関心が高まっている。
【課題】
・ワンランクアップを目指した学力を定着させるために、家庭
学習の時間を増やし、家庭学習を定着させること。
・主体的・対話的で深い学びを取り入れた授業内容を共有し、
見える化しながら充実を図ること。
・生徒が意欲的に学習に取り組む姿勢と、生徒の探究心を
1 育成すること。
・資格取得を学校全体で組織的に取り組むこと
・教師間の授業見学を通した学び合い、外部研修の内容に
ついて共通理解を図ること

【現状】
・きめ細かな生活指導は実践できている。
・主体的・自主的に行動できる生徒は増えてきており、
前向きに学習に臨み、安定した学校生活 を送れて
いる反面、心の支援を必要としている生徒がいる。
・登下校中の接触事故がある。
【課題】
・教員と生徒との信頼関係を強化し、一人一人が規律
ある態度を実践し、将来へ向けた自主自立と必要
な規範意識をより一層向上させること。
・引き続き、全職員の共通理解を得ながら、生徒の安
心、安全を確保し、充実した学校生活ができるよう
にすること。
2 ・生徒の自己肯定感を育てるため、活躍できる場を
多く設定すること。
・部活動の予算編成を適正に行い、活性化につなげ
ること。
・生徒が様々なところで自らの意思で決断し、行動
できるようになること。
・心の支援を組織的に行うために連携体制を強固に
すること。
・登下校時の安全を確保すること。

【現状】
・教科や各分掌との連携により、生徒の進路実現の達
成率は90％を超えている。
・大学等への進学者も増加しつつある。
・保護者への情報発信が不十分。

3

【課題】
・ワンランクアップの進路を目指してチャレンジする意欲を向上
させること。
・一般受験に臨むための準備を早い段階から行うこと。
・目標に向け最大限の準備ができる力を身につけさせること。
・引き続き、ｅポートフォリオについて研究し、完成を目指して
検討を重ねること。
・生徒の多様な進路希望への対応を今まで以上に組織的に
行うこと。
・保護者へ進路に関する情報発信を行うこと。
【現状】
・積極的な情報発信と施設開放、地域ボランティア等を行っ
ている。
・近隣中学校と良好な関係を築いている。
・学校行事や授業公開への保護者の参加数は年々増加し
ている。
・草加かがやき特別支援学校草加分校との交流は良好
である。
【課題】

4 ・地域の小・中学校との交流を継続して実施するとともに
定着化させること。
・ＰＴＡ活動への保護者理解と参加者を拡大すること。
・地域住民の方々が来校する機会が限られている。
・分校との相互理解を推進さるため部活動をはじめとする
交流を行うとともに、生徒だけでなく、職員の交流について
も新たに検討し実施すること。

学
校
年
度
目
標
評価項目
具体的方策
目標を掲げ、探究 ①教科間で積極的に連携を図り、生徒の家庭学習
心を持って学習に の時間を確保する。（通年）
主体的、意欲的に
取り組み、自学で ②主体的・対話的で深い学びを取り入れるとともに生徒
きる生徒を育成す の探究心を刺激する授業を展開し、職員間が学び合い
る
を行い情報共有を図る。（通年）
②教員の学校内研修、学校外の民間等の研修参加を
推進し、その内容を共有する。（通年）
③資格試験の情報を積極的に発信するとともに、合格に
向けた補習等を充実し、資格取得を推進する。（通年）

規範意識の向上 ①教職員間、保護者との連携を密にし、遅刻指導や
に自ら努め、自ら
身だしなみ指導等を実践することで基本的生活習慣
の意志で行動を
が生徒自らの力で身に付くように指導する。（毎日）
律する力を持った
生徒を育成する ②ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰによる教育相談を実施する。（毎月）
②校内教育相談体制を充実し、草加分校と連携した
体制を実現する。(通年）
②二者面談の実施。
③交通ルールやマナー等に対する生徒の規範意識を
醸成し、保護者と連携しての交通安全指導期間を
設けて指導を行う。（毎学期）

自

己

評

方策の評価指標
①生徒の家庭学習時間を昨年度より増加させ、
基礎学力を定着させるとともに学力向上を目
指す。
②教員間での授業を公開し、学び合いの場を設
けるとともに、情報交換を行う。研修を行い、取
組内容について情報共有を図る。
②学校外の民間等の教育機関への研修等に参
加し、その内容を校内研修会で共有する。
③資格試験の受験者数及び合格者数を増加
させる。
③各種検定試験の２級合格者を増やす。
(昨年度比）

①欠席数、遅刻数の減少を目指す。（昨年度比）
①皆勤者の増加を目指す。（昨年度比）
②ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰと連携を図り、生徒が充実した
学校生活を送れるように支援する。
②個に応じて、東部教育事務所と連携する。
②草加分校と協力した教育相談対応やケース
会議等を実施し、情報共有の機会を設定する。
②生徒との二者面談を計画的に実施する。
③交通ルールを守り、登下校時の交通事故を
無くす。 （昨年度比）

生徒会活動を活 ①生徒主体で運営する学校行事を活性化し、生徒会
性化し、学校行事 活動の核となる生徒会本部の活動を充実する。
や部活動を通じて （通年）
自己肯定感を身 ①生徒が自信を持てるように、教職員の見守りの体制
につけた生徒を育 を強化する。（通年）
成する。
②部活動加入率を前年度同様（９０％以上）維持し、
各種大会やコンクールで上位入賞ができるよう
適切かつ必要な指導者を配置する。（通年）

①生徒会の本部役員が各学校行事等の企画・運営
を今まで以上に生徒中心に行う。
①教職員が生徒の活動について、共通理解を持って
支援する。

希望する進路に ①３年間を見通した進路指導計画について共通理解を
向けて意識を高
図り、進路指導部を中心に学年と連携して行う。
め、ワンランクアッ （通年）
プの進路実現を
目指して早めに準 ②ワンランクアップの進路実現に向けて補習・個別面
備し、意欲的に取 談や小論文等の指導の他、教員向けの進路指導
り組む生徒を育成 研修（進学指導全般）を実施する。
する。
③長期休業中や放課後を活用して、公務員希望者
対象の講座や進学者、就職者対象の補習等を
計画的に実施する。（通年）

①進路指導主事による進路講話や進路指導研修等
を実施する。

④保護者会や個別面談等を通して、進路に関する情
報を的確に提供し、質の高い進路指導を継続実施
する。
①生徒自身が地域で活躍することで、地域住民や
小・中学校等に本校の良さを知らしめ、地域の高校
としての認知度を高める。（通年）
①ホームページを効果的に活用し、生徒の活動を積極
的に掲載する。（通年）

生徒自身が草加
西高校の広報役と
なり地域の活動等
に参加し、様々な
人との交流を通し
て思いやりの心と
コミュニケーション ②PTA・後援会理事会を中心として、保護者間の連絡
能力を持った生徒 や連携を強化するとともに、各種行事等に職員と一
を育成する。
緒に参加する。

③草加分校と連携し、日々の連絡を共有する体制を構
築する。また、各種行事を生徒だけでなく保護者、職
員が一緒に行い一体感を味わう。（通年）

②部活動加入率（９０％以上）を維持する。
②部活動実績。
②草加西高校部活動サポート事業を実行する。

②ワンランクアップの進路実現に向けて、生徒が希望
する進路の決定（１00％）を目指す。
②高大接続に対応した指導を計画的に実践する。
②教員向けの進路研修会を年2回程度、実施する。
③講座や補習を計画的に実施する。
③大学等が実施する進路説明会へ教員を派遣し、
常に新しい情報を把握、共有して生徒面談等で
還元する。
④ホームページ等で保護者へ進路情報の提供を
する。
④進路だよりを年１回以上発行する。
①学校説明会への参加者を550名以上を目指す。
（昨年度約560名）
①ホームページのトップページを積極的に更新する。
（昨年度比）
②地域ボランティア活動への参加部活と生徒数を
増加させる。
②保護者の授業公開やＰＴＡ活動、各種行事等
への参加数を増加させ、学校への関心を高める。
③合同での行事を実施する。
③日常での相互交流を図る。
③職員間の交流を図る。

価
年
評価項目の達成状況

度

評

価 （１月29日現在）

・全職員で授業研究に取り組み、授業中に家庭学習を働きかけ基礎学力の
定着、学力向上に努めた。
①休業中に各家庭に課題を郵送したり、オンラインで動画配信をして学習の
遅れが最小限になるように取り組んだ。
①家庭学習の働きかけをしたが、依然、テスト前に家庭学習の時間を確保す
る傾向が強い。
①授業内での小テストなど、基礎学力の向上につながっている。
②10月26日～１１月20日までを授業研究月間とし、学び合いの場を設けた。
約80名（内13名、分校職員）が授業に参観した。分校と協力して双方の授
業を参観できるように工夫した。今後も継続していく。
②オンラインでの駿台セミナーに3名職員が参加し、10月15日に授業力向
上研修で情報を共有した。また、ICT活用の研修会を同日に実施した。
スタディサプリ活用事例の発表会に2名の職員がオンラインで参加した。
③ビジネス文書実務検定を１年生全員が受検した。各検定とも受検者は
増加傾向にある。継続して受検者数と合格者数の集計を行う。
③それぞれの2級以上の合格者は１７名、昨年度より6名増。

・臨時休業等から規範意識の指導が難しかったが、通常登校後は全職員で
規範意識の醸成ができた。また、心のケアを充実した。
①コロナ禍の影響で欠席者、遅刻者は増加した。不登校傾向の生徒が２学
期中盤以降増えた。
①精勤者、皆勤者は緩やかではあるが増加傾向にある。
②毎月１回、スクールカウンセラーと連携を図ることができた。生徒が安心して
学校生活を送れるよう支援体制を検討しながら進めることができた。
②草加分校に必要に応じてケース相談をした。
②学期に１度、二者面談を計画的に実施した。また、必要に応じて二者面談
を重ね、生徒の学校生活を支援した。
②休業中はオンラインでのSHRを実施した。
③登下校時の接触事故が8件あった。昨年度より減少傾向（-4件）にある。
入院するような大きな事故はおきていない。
③交通事故０（ゼロ）を目指し全職員で取り組んだ。
・学校行事が中止になる中、生徒会の生徒が活動する場面を創出できた。
複数の部活動が上部大会、県大会に出場するなど主体的な活動を通し
て自己肯定感を高めた。
①生徒会本部役員が中心となって生徒総会、モザイクアート等の学校行事を
中心になって運営した。また、学校説明会は放送部の生徒が司会進行を務
めるなど、様々な部分で生徒が活躍した。
②部活動加入率87.7％。昨年度より1.6ポイント減少したが生徒会の帰属率を
加えると91.3％となる。
②弓道部が東日本大会出場、陸上競技部が関東大会出場、卓球部ベスト8、
女子ソフトテニス部が個人戦ベスト8など成果を収めた。また、放送部は上部
大会出場に値する成績を収めた。加えて、女子バスケットボール部、男子バ
ドミントン部、男女ソフトテニス部、硬式野球部など県大会に出場した。
②草加西高校部活動サポート事業におけるサポーターは5部活、9名の登録
があり、生徒の活動を支援している。
・将来を見通したキャリア教育の指導に取り組むとともに生徒の主体的な進路
活動を全職員で支援し、夢の実現につながる進路決定をしている。
①進路指導主事による講話10回、総合的な探究の時間を活用して3年間を
見通した指導を行った。
②本校の進路指導の方向性を草西ビジョン検討委員会で模索し、職員研修
を行って共通理解を図った。
②生徒の多様な進路希望に応じた指導を徹底し、決定率92.3%（1/22現在）
になった。
②計画していた外部講師を招いての進路講演会は実施できなかった。
③短縮した夏季休業中に補講や補習を実施した。考査前には学年、教科が
連携して補習を実施した。
③コロナ禍から大学等が実施する説明会等が中止となり、教員を派遣できな
かった。
④学年の進路行事について、ホームページで情報発信した。学年の進路
情報をホームページに掲載していく必要がある。
④各学年の進路指導部から進路情報を22回、保護者向けに発信した。
・地域で生徒が活躍する場は少なかったが、地域や近隣中学校及び保護
者、草加分校との連携を深めることができた。また、情報発信を積極的に
行った。
①第2回までの参加人数約688名。昨年度より増加（128名）している。
①ホームページのトップページ等の更新回数181回。その他、部活動の
ページを随時、更新し、生徒の学校生活の様子を含め、広く県民に公開
した。
①学年のページ、コロナ感染症のコーナーを新設した。
①ホームページのトップページを見やすく変更するとともに、スライドショーを
6回更新し生徒の活動の様子を公開した。
②地域のイベント等が中止になり生徒や職員を派遣できなかった。中学校の
出前授業や説明会に4名の職員と約35名の生徒を派遣した。
②学校行事が中止になったが、１年生はオンラインでの懇談会、2年生では
修学旅行説明会等を実施し、PTAとの連携を図ることができた。
③モザイクアート、パン販売等で分校との交流を深めた。モザイクアートは記
者発表を行い、3社の新聞社から取材を受け2紙に掲載された。
③日常の交流を充実させるため、共生推進委員会を中心に分校授業体験等
を実施した。
③職員の分校との合同研修を9/10に実施し、職員の交流を図った。

達成度

A

A

A

A

B

次年度への課題と改善策

学 校 関 係 者 評 価
実施日 令和３年２月１０日
学校関係者からの意見・要望・評価等

○休業中は特に各教科・学年・分掌との連携を深
め、生徒の家庭学習を目指した。
○学校再開後は授業等で家庭学習を習慣化させ
るように働きかけた。より一層の基礎学力の定着
と向上を目指す。
○お互いが授業見学を行える環境づくりを継続
していく。
○外部の研修等に職員が参加し、学力向上研修
で情報共有を深めるとともに、新学習指導要領
の実施に向けて意識を高める試みを更に推進
する。
○ICT活用を推進する。
○資格取得について整理し、生徒が計画的に受
検できるように支援するとともに積極的に呼びか
けを行い、受検者数増加を図り合格に向けて組
織的に対応する。

○アンケート結果で家庭学習の時間が減少した。
原因を検証し、家庭学習の時間を増加させるた
めの方策を検討してほしい。
○新しい手法を取り入れた授業を展開するため
に若手職員を育成してほしい。
○ICTを取り入れた授業は必須。草西ビジョン検討
委員会を中心にICTについて、環境整備を含め
数年計画で進めて欲しい。
○ICTの授業には教員のスキルアップが必要。校
内研修等を積極的に行ってほしい。
○中学でも一人１台のタブレットが配備された。大学
ではオンラインでの授業やレポート提出でICTを活
用している。高校でもタブレットに触れてきてほしい。
タブレットの一人１台の導入を早期にお願いしたい。
○図書館利用が増えている。読書が習慣化される
ように生徒に指導してほしい。
○資格取得については家庭学習にもつながり、とて
も有効であり、生徒の自信にもつながる。将来、社
会人としても重要であることを授業等を通じて生徒
に伝えてほしい。
○ALTの授業を２年生以降も実施してほしい。

○次年度も継続してきめ細かな生徒指導を行う。
○生徒指導の方針を全職員で共有しながら実践
していく。
○心のケアを必要としている生徒が多くなってき
ているので、全職員で生徒の学校生活を支援し
ていくとともに教育相談体制をより充実していく。
○分校との連携を強化し、生徒一人ひとりに対応
する支援をしていく必要がある。
○通学指導や巡回指導を継続する。
○交通安全を励行し、自転車マナーアップを意
識させる。

○しっかりとした生徒指導が行われており、全体的に
落ち着いて学校生活を送れている。職員との関係
も良好である。引き続き、きめ細かな生徒指導をお
願いしたい。
○心のケアを必要としている生徒のために相談体制
を引き続きお願いしたい。
○自転車マナーアップに力を入れ、交通事故ゼロ
を実現してほしい。
○コロナ禍で実施できなかった通学指導等を来年度
は行ってほしい。
○SNSに誹謗中傷等を掲載しない、詐欺等のトラブル
に巻き込まれないように指導してほしい。SNSにつ
いては生徒会が中心になって全校生徒へ働きかけ
てもよいのではないか。

○生徒に達成感を味わわせるために、生徒の主体
的な活動を全職員で支援してく。
○部活動に加入する生徒を増やしていくために、
部活動紹介等で積極的にPRしていく。
○学校外の活動がほとんどなかった。地域のイベ
ント等が再開されたら、校種を越えて活動し、生
徒の自己肯定感や責任感を育てていく。
○次年度も各部活動が活発に活動できるように
支援していく。安定的な予算の編成が課題であ
る。
○本校独自のサポーター制度を導入し、専門的な
技術と知見を持った方と連携を図っている。次年
度以降も継続していく。

○コロナ禍で学校行事が中止になる中、教員が工
夫して大縄跳び大会や綱引き大会を実施してく
れた。クラスメイトとの絆が深まり、団結出来てよ
かった。
○生徒会役員が主体的に学校行事を運営してい
けるように、教職員がサポートしてほしい。
○部活動の自粛があったが、その中でも主体的に
考えて行動することが出来るようになった生徒が
いた。工夫次第で生徒の自主性を伸ばすことが
出来るので先生方が意識して指導してほしい。
○コロナ禍で大会等が中止になったが、活動は活
発に行われていた。次年度以降も部活動の活性
化を進めてほしい。

○入学当初の１年生に対する進路指導主事の講話
を次年度以降も継続する。
○高大接続改革に関する入試の変更事項につい
て情報収集に努め、新しい情報を適宜、提供し
ていく。
○本校の進路指導の方向性を継続的に模索して
いく。
○希望する上級学校への一般受験に対応する支
援を行う。
○新教育課程編成の完成に向けて次年度も継続
して研究する。
○e-ポートフォリオやルーブリックの研究を推進し、
次年度以降活用を実践する。
○積極的に外部説明会等への教員参加を進める。

○コロナ禍で進路について考える時間が多く持て
たようだ。先生方が親身になって対応してくれて
いる姿が伝わっている。今後もお願いしたい。
○総合的な探究の時間での取組が生徒の思考力
やコミュニケーション力等の成長につながってい
るようだ。西高オリジナルの内容を構築してほしい。
○高大接続がスムーズに行えるよう、生徒への進路
意識の醸成は早い段階からお願いしたい。
○アンケート結果を受けて大学進学の指導を充実
させてほしい。学習を必要としている生徒のため
に授業以外での補講等を組織的に進めてほしい。
○先生方の負担を軽減しながら進路指導を進める
ために、現在、取り組んでいる内容を精選して新
らしい視点で生徒の進路実現につなげてほしい。

○地域でのイベント等が再開されたら、積極的に
生徒を派遣し、活躍の場を増やしていく。
○学校HPを活用し、学校の教育活動への取組を
PRして地域の理解や協力を推進する。
○１学年でボッチャを実施した。分校の先生方に
指導してもらい分校職員と西高生徒との交流が
生まれた。新たな取組を今後も検討していく。
○分校との交流を新たな生活様式で実施できるよ
うに検討する。
○分校との合同研修会を継続し、職員の交流の
場を創出する。

○地域とのかかわりが少なかったのが残念だ。来
年度、コロナ禍が改善されたら積極的に地域と
関わってほしい。
○ホームページの定期的な更新、必要に応じた
一斉メール配信はとてもよい。保護者に安心感
を与えている。今後もお願いしたい。
○中学生は学校ホームページをよく見ている。新
しい内容を掲載することで生徒募集につながる。
学校を知ってもらうためにも更新をお願いした
い。特に、部活動の大会成績は中学生にとって
重要なポイントだ。すべての部活動でページを
充実させてほしい。
○コロナ禍で分校との交流がほとんどできなかった。
来年度は交流に向けて、コロナ禍でも工夫して取
り組んでほしい。
○分校職員との交流は重要だ。教職員間の連携
を深めるとともに、生徒同士の交流の場を創出
してほしい。

