
※評価Ａ～Ｄ（Ａ：よく当てはまる、Ｂ：当てはまる、Ｃ：あまり当てはまらない、Ｄ：まったく当てはまらない）

評価内容 自己評価 外部評価

Ⅰ　高い志をもつ生徒を育てる
１　学習の深化・高度化を図り、知的好奇心を涵養し、自らを高めようとする心を育てる。（教務図書課・進路学習課）

【学校評価･生徒 3】「私は、各教科の授業に集中し、一生懸命に取
り組んでいる。」

２　 リーダー、フォロアーの役割を理解するとともに、見通しを持ち、何事にも積極的に取り組もうとする意欲を育てる。（生徒課）
【学校評価･生徒 1６】「私は、学校行事や学年行事に積極的に参加
し、自分の力を発揮している。」

【学校評価･保護者 ４】「子どもは目標をもって充実した学校生活を
送っている。」

３　マイコンパスを通して自分を知り、他とのかかわりの中で、自分を肯定的に理解し行動する力を育てる。（進路学習課）
（１） 学級活動において、自分について知るための活動を計
画的に行う。

【学校評価･教員 10】「生徒が「志を高く」掲げるための進路指導
がなされている。」 Ｂ A

４　「21世紀型能力の育成」の研究・実践を推進し、生徒の実践力を育てる。（研究課）
【学校評価･教員 ７】「校内研究を意識し、日常の学習指導の中で、
能動的に学習する授業が積極的に行われている。」

他校の授業研究会及び研修会に参加した教員数が５人以上。

５　健康・安全についての意識を向上させ、自己管理能力を高める。（保健課）
【学校評価･生徒 2】「私は、健康な生活が送れるよう健康管理に努
めている。」

【学校評価･生徒 14】「私は、清掃活動にまじめに取り組み、学習
環境を清潔に保っている。」

【学校評価･教員 24】「生徒の健康・安全について十分留意・配慮
しながら指導がなされている。」

【学校評価･教員 26】「安全点検、避難訓練などの安全指導が、定
期的に行われている。」

Ⅱ　創造的知性をもつ生徒を育てる
１　授業を通して生徒の主体的・協働的な学びを育成する。（進路学習課・教務図書課）

【授業評価 7】「先生の授業には、お互いに学びあったり、協力し
て問題を解決したりする場面がありますか。」

【学校評価･保護者 ５】「中高一貫教育校の特色を生かしたカリキュ
ラム編成のもとに、丁寧でわかりやすい授業を行っている。」

２　読書や道徳を通じて、生徒の豊かな感性と人間性を育てる。（生徒課・教務図書課）

３　学習メディアセンターの利用を通じて、生徒の探究心の育成に寄与する。（教務図書課）

４　マイ コンパスを通して、多様な生き方に関する様々な情報を整理・活用し、働くことの意義を思考する力を育てる。（進路学習課）
【学校評価･生徒 ７】「私は、学校生活の中で働くことや職業につい
て考えることがある。」

【学校評価･保護者 8】「子どもの職業観を育むために、働くことや
職業について考える機会がある。」
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（１）学級活動において、働くことについて考えるための活動を
計画的に行う。
・マイコンパスの計画に従い、進路学習課と連携しながら職業
観を育てる。

Ｂ B

B

（１） 学習メディアセンター利用を推進していく。
・学年、教科、関係各課と連携を密にし、授業・学活での利用
を推進する。
・新入生学習メディアセンターオリエンテーションでセンターの
利用について指導する。
・学習メディアセンター利用ガイダンスを実施し、社会・文化
的、技術的ツールやレファレンスサービス等を活用する能力
の育成を図る。

【学校評価･生徒 10】「私は、学習メディアセンターで読書した
り、学習したりするなど積極的に利用している。」

Ｃ C

（１）図書委員会の活動を通じ、広報紙で積極的に読書の啓
蒙をする。また、テーマ別閲覧コーナーや館内展示の工夫や
装飾などで利用しやすい学習メディアセンターの環境づくりに
努める。
・読書活動や道徳の実践により、豊かな感性と人間性を育て
る。

【学校評価･生徒 ９】「私は、本を進んで読んでいる。」

Ｃ

（１） 毎朝の健康観察で、生徒一人ひとりの状況を的確に把握
し、保健室や保護者との連携を密にしながら、生徒理解に努
める。
・保護者と連携を密にしながら、健康的な学校生活が送れるよ
う指導する。
・日々の健康観察を通して生徒の健康把握に努めるとともに、
養護教諭と連携しながら健康相談・教育相談を行う。
（２） 健康診断等で治療勧告のあった生徒が、確実に医療機
関を受診するよう、担任団と協力したり、学校保健委員会で専
門家の助言を得たりしながら取り組む。
（３） 清掃場所を2週ずつ交代しながら、取組む意識を高め、
新しい校舎をいつまでもきれいなままで保とうという姿勢を育
む。
・日々の清掃活動を通して、協働する大切さや公共物を大切
にする心を養うと共に、学習環境の整備に努める。

Ｂ A

（１） 主体的・協動的な学びを育成する学習・指導方法の授業
改善に取組むとともに、基礎学力の定着とその活用力の向上
をバランスよく達成するために、授業時間の確保に努める。 Ｂ B

（１） 学校行事や諸活動は、ねらいを含めて見直しと精選を行
い、充実した活動ができるように計画する。

Ｂ A

（１） 互見授業や１人１回の授業研究を通し、同僚性を構築
し、教員の授業力向上を図る。

Ａ A

A【学校評価･生徒 ４】「私は、各教科の授業がわかりやすい。」

目標と方策

（１） 生徒の能動的な学習につながる特色ある学習活動を計
画し、ＩＣＴ機器を積極的に活用するなど、生徒の興味や意欲
に働きかける教育環境を整えていく。
（２）授業においては、規律ある雰囲気を大切にし、探究的な
学びにより学力の向上を図る。
（３）協調学習等を通して互いに学び合う楽しさを実感させ、主
体的に学習する態度を育成する。

Ｂ

【基 本 理 念】 「高い志」「創造的知性」「豊かな人間性」
【学校教育目標】 １ 地域社会及び国際社会の発展に貢献しようとする高い志を育てる

２ 豊かな感性や探究心と論理的な思考力を基盤とした創造的知性を育てる



５　自分の力をつけるために、自己分析・自己管理ができ、見通しを持って学習できる力を育てる。（進路学習課）
【学校評価･生徒 8】「私は、毎日２時間以上の家学を行ってい
る。」

【学校評価･保護者 ６】「子どもの家学の取り組みは質・量とも十分
なものである。」

６　「未来創造プロジェクト」の探究的な学びを通し、生徒の課題解決力を育てる。（研究課）
（１） 「未来創造プロジェクト」において、東北芸術工科大学と
連携しながら、自ら課題を設定し探究するカリキュラムを構築
する。

【学校評価･生徒 6】「私は、未来創造プロジェクトへ真剣に取り組
んでいる。(東北芸術工科大学の先生の授業も含む。)」

Ａ A

Ⅲ　豊かな人間性をもつ生徒を育てる
１　家庭・地域との連携に努め、教育活動の充実と生徒の健全育成を図る。（総務課）

各種会合、行事への保護者の参加率75％以上。

携帯メール連絡網（マメール）の登録率75％以上。

【学校評価･生徒 19】「私は、学校からのプリントやたよりなどを
家の人へ渡している。」

【学校評価･保護者 14】「学校と保護者の連携が密であり、十分な
コミュニケーションがなされている。」

２　情報発信を密にし、東桜学館中学校・高等学校の広報活動に努め、地域に開かれた学校づくりに寄与する。（総務課）
【学校評価･保護者 １】「本校の基本理念や学校教育目標をわかりや
すく伝えている。」

【学校評価･保護者 2】「学校や地域の行事への参加などを通して、
開かれた学校づくりに努めている。」

【学校評価･保護者 3】「学年通信、学級通信などの配布物や東桜学
館ホームページを通して学校の様子がよくわかる。」

３　他の生徒や教師とのかかわりを通して、視野を広げ生活することができる力を育てる。（保健課・進路学習課）

４　他への感謝の心を持ち、互いに協力しあえる生徒を育てる。（生徒課）
【学校評価･生徒 1】「私は、進んであいさつや返事をしている。」

【学校評価･生徒 13】「私は、ボランティア活動に積極的に参加し
ている。」

【学校評価･生徒 17】「私は、仲間を大切にし、いろいろな活動を
協力して行っている。」

５　明確な目標をもち諸活動に取り組み、自主的・創造的に活動できる生徒を育てる。（生徒課）

６　地域社会の人々との交流を推進し、コミュニケーション力を身につけさせる。（進路学習課・研究課）
（１） 探究活動等を通じて、大学・研究機関や企業など地域社
会の多様な人々とふれあう機会を増やす。

【学校評価･生徒 6】「私は、未来創造プロジェクトなどを通して、
校外の方々との交流を積極的に行っている。」 Ｃ B

７　生徒・保護者との相談活動を通して、問題を抱えた生徒の早期発見と支援に努める。（保健課・生徒課）
【学校評価･生徒 18】「私は、学校に相談できる人がいる。」

【学校評価･保護者 11】「各種講話やボランティアなどの心の教育
に力を入れるとともに、カウンセリングﾞなどが利用しやすく、心の
ケアの体制が整えられている。」

８　食物を作ってくださる方々への感謝の気持ちを持ち、心と体を健全に成長させるために好き嫌いなく給食を食べる生徒を育てる。（保健課）
（１） 学校栄養士と協力しながら、地産・地消メニューについて
学んだり、給食委員会の「残菜０」を目指す取り組みを積極的
に行ったりしながら、心を育てる食育を推進する。

【学校評価･生徒 15】「私は、たのしく給食を食べることができて
いる。」

Ａ B

（１） 「心のアンケート」を月１回実施し、生徒一人ひとりの心の
あり方について把握し、必要に応じてＳＣや教育相談委員会と
連携しながら、問題の解決に取り組む。
・生徒観察や個人面談等を通して生徒理解に努め、長所を伸
ばしながら自己肯定感を醸成する。
・いじめの防止と早期発見・早期解決を図る。

Ａ A

A【学校評価･生徒 11】「私は、部活動を精一杯取り組んでいる。」

（１） 自治会活動等を通し、リーダーまたはフォロアーの立場を
経験し、集団として高め合い、実践することができるようにす
る。
・自治会活動を積極的に行い、志高い伝統つくりへと発展させ
る。
（２） 部活動を通し、定められた時間を効率的・効果的に取り
組むことができるようにする。
・部活動に積極的に参加させ、心身共に成長できるよう支援
する。

【学校評価･生徒 1２】「私は、自治会活動や学級の係活動などに責
任をもって取り組んでいる。」

Ｂ

B

（１） 朝夕、授業開始・終了時、給食前後のあいさつや会釈等
を通し、他への感謝の心を態度で表すことができるようにす
る。
・挨拶・身だしなみなどの基本的生活習慣を早期に確立させ、
東桜学館生としての自覚をもたせる。
（２） 様々な活動を通し、自分のよさに気づくことができるととも
に、他者のよさを賞賛することができるようにする。
・相手の立場になって考え行動することで、他者への貢献が
自らの喜びとなるようボランティア等の機会を設ける。

Ｂ B

（１） デイリーライフや学習計画実施表などを通じて、生徒の考
えや行動などを知る。
（２） MANABIタイムやActivityタイムなどを利用し、定期的に
個人面談を行い、学習や学校生活の悩みや相談を聞き、アド
バイスをする。
（３） 三者面談を通して、生徒の成長を評価し、生徒と保護者
に伝える。

【学校評価･教員 11】「生徒の成長に合わせ、適切なキャリア教育
が実践されている。」

Ｃ

（１） ＰＴＡ関係の活動及び行事への保護者の出席率を高め
る。
（２） 緊急連絡体制を整備する。

Ｂ A

（１） ＰＴＡ会報や学年だより等の刊行物を利用して、他分掌の
協力も得ながら、学校での指導を家庭・地域と共有できるよう
にする。
（２） ホームページ等を活用して、外部へのタイムリーな情報
発信を行う。特に、ＰＴＡ講演会・公開授業・未来創造プロジェ
クト発表会・東桜祭・体育祭は、保護者以外の地域住民を対
象とした広報活動も行う。

Ａ A

（１） 定期考査のときだけでなく、日常的に学習計画実施表を
配布し目標設定や振り返りをする。
・家庭学習時間を２時間以上確保させ、基礎的・基本的学力
の定着を図る。

Ｃ B


