
平成２６年度学校運営連絡協議会実施報告書 

 

１ 組織   

（1）都立石神井高等学校 学校運営連絡協議会（全日制課程） 

（2）事務局の構成 事務局長 主任教諭（総務）  事務局員  主任教諭、非常勤教員     計２名 

（3）内部委員の構成 

  校長、副校長、経営企画室長、主幹教諭（教務･生活指導・進路）、主任教諭（総務）    計７名 

（4）協議委員の構成（敬称略） 

中学校校長、区教育委員会社会教育主事、産業医、PTA 元会長、地域福祉施設長、同窓会副会長、地域消防出張

所所長、地域消防団分団長    計８名 

     

２ 平成２６年度学校運営連絡協議会の概要 

 （1）学校運営連絡協議会（第１～３回）の開催日時、出席者、内容、その他 

第１回 平成２６年７月９日(水)  場所 校長室 

出席者 協議委員６名、内部委員７名、学年主任１名  

内容 協議委員委嘱状交付、委員紹介、学校運営連絡協議会設置要項・協議会趣旨説明、平成２６年度年間行

事計画、本校の現状と課題、平成２６年度学校経営計画と昨年度の課題、生徒状況、平成２６年度学校評

価アンケートの内容および学校運営連絡協議会年間計画の検討、意見交換 

第２回 平成２６年１１月１９日(水)  場所 校長室 

出席者 協議委員６名、内部委員７名、学年主任１名 

内容 授業公開、学校評価アンケート結果報告、本校の現状と課題、生徒状況、協議委員からの意見 

第３回 平成２７年３月１１日（水） 場所 校長室 

出席者 協議委員５名、内部委員７名、学年主任１名 

内容 今年度のまとめ、次年度取り組むべき課題と方策、生徒状況、協議委員からの教育活動に対する意見 

（2）評価委員会の開催日時、会場、出席者、内容、その他 

第１回 平成２６年７月９日(水)  場所 校長室 

出席者 外部委員６名、内部委員７名、学年主任１名  

内容 評価委員委嘱状交付、学校評価の基本方針の確認、昨年度の学校評価結果の分析・考察、今年度の学校

評価の実施に向けた検討 

第２回 平成２６年１１月１９日(水)  場所 校長室 

出席者 外部委員６名、内部委員７名、学年主任1名 

内容 アンケート集計結果の分析・考察、課題の整理 

第３回 平成２７年３月１１日（水） 場所 校長室 

出席者 外部委員５名、内部委員７名、学年主任1名 

内容 本校の課題と改善に向けての方策、学校評価アンケートのあり方についての意見交換 

         

３  学校運営連絡協議会による学校評価 

（1）学校評価の観点 

 「学校への理解」「学校の意欲」「学校の実践」の観点で実施する。 

（2）アンケート調査の実施時期・対象・規模 （カッコ内今年度回収率） 

 ・９月 全校生徒  ８６５人 （９９.０％ 前年度比１.５％アップ） 

 ・９月 保護者全員 ８６５人 （６８.０％ 前年度比４.９％アップ） 



 ・９月 教職員    ５７人 （１００％ 前年度比同じ） 

（3）主な評価項目 

  学校運営、学習指導、生活指導、進路指導、特別活動・部活動、健康・安全、男女・平等、環境・福祉、施設・

設備、事務関係など３０の評価項目を、学校の実態に合わせて設定。 

（4）評価結果の概要 

    学校評価アンケートの回答選択肢において、「あてはまる」と「ややあてはまる」を肯定的な回答、「あまりあ

てはまらない」と「あてはまらない」を否定的な回答として､結果を検討。 

ア 前年度より肯定的な回答が増加した項目 

○生徒 質問３０項目のうち肯定的な回答が増加したのは２３項目で、きわめて評価が高いのは高校への入学、

授業規律（遅刻・中抜け）、生活態度（マナー・ルール）の遵守・指導、進路指導と情報提供、学校行事（体

育祭・文化祭）、部活動（人間関係）、防災指導、男女平等、大切に施設を使用、学校施設・設備の管理の

１２項目。 

○保護者 質問３０項目のうち肯定的な回答が増加したのは８項目で、きわめて満足度が高いのは高校への入学、

子供の成長、部活動（人間関係）、校内美化の徹底、大切に公共物を使用の５項目。 

○教職員 質問３０項目のうち肯定的な回答が増加したのは１８項目で、 きわめて評価が高いのは高校への入学、

授業規律（遅刻・中抜け）、授業への興味関心、進度、工夫、計画性・系統性、進路相談・指導、ホーム

ルーム活動の意義、学校行事（体育祭・文化祭）、部活動（人間関係）、防災指導、男女平等、社会的ル

ール学校施設・設備の管理の１３項目。  

イ 前年度より肯定的な回答が減少した項目 

○生徒   肯定的な回答が減少したのは３項目で、著しく減少した項目はない。 

○保護者  肯定的な回答が減少したのは１４項目で、著しく減少した項目はない。 

○教職員   肯定的な回答が減少したのは７項目で、著しく減少した項目はない。 

ウ 肯定的な回答上位５項目（カッコ内は肯定的な回答８割以上の項目数） 

○生徒（１４） 

項目１１ 私は高校生としての基本的なマナーやルールを守っている（９０％） 

２８ 私は学校の施設・設備を大切に使用している（９０％） 

４ 私は授業の開始の時間を守り、遅刻や途中退室をしない（８８％） 

１ 私は石神井高校に入学してよかった（８７％） 

１９ 私は部活動等を通して好ましい人間関係をつくっている（８７％）               

○保護者（１３） 

項目 １ 子供を石神井高校に入学させてよかった（９２．５％） 

１８ 体育祭・文化祭は伝統行事としてよく計画され楽しく充実している（９１％） 

１１ 子供は高校生としても基本的なマナーやルールが身についている（９０％） 

１９ 子供は部活動を通して好ましい人間関係をつくっている（８９．５％） 

４ 子供が授業に遅刻・途中退室をしないように注意している（８６％） 

○教職員（２２） 

項目 ９ 授業の内容や深度を生徒の理解度に合わせている（１００%） 

１９ 部活動等を通して好ましい人間関係をつくっている（１００％） 

２５ 学校では男女分け隔てなく平等に教育を行っている（１００％） 

１５ 学校は進路選択や科目選択の相談に適切に応じている（９９％） 

２６ 学校は教育活動を通じて人権尊重や社会のルールについて教えている（９９％）  

エ 肯定的な回答が５割に満たない項目 



 

○生徒 

項目１０ 私は教師の質問に進んで答えるなど、授業に積極的に参加している（４５％） 

２１ 私は日頃から読書をしている（４２％） 

３ 私は家庭で予習･復習を行い、毎日の授業に臨んでいる（４１％） 

○保護者 

項目２９ 家庭で子供に校内の美化に努めることを話したことがある（４７．５％） 

３ 子供は家庭で予習･復習をしている（家庭学習をしている）（４６％） 

２５ 家庭で男女平等について話をしている（４５％） 

９ ＰＴＡ活動にはできるだけ積極的に参加している（３８％） 

２１ 子供は日頃から読書をしている（３２％） 

○教職員 

項目２０ 私は学習と部活動を両立している（４７．５％） 

３ 子供は家庭で予習･復習をしている（家庭学習をしている）（２７％） 

２１ 子供は日頃から読書をしている（１０．５％） 

（5）評価結果の分析・考察 

ア 学校生活に関する項目 

「生徒は石神井高校に入学してよかった」については、生徒・保護者・教職員ともに肯定的な回答がきわめて

多く、昨年度よりさらに生徒が３％、保護者が０．５％、教職員が５％増加し、保護者は評価項目３０項目のう

ち最も高い数値である。 

「石神井高校での生活は生徒の夢や希望を実現する将来にとって有益である」について、保護者・教職員の肯

定的な回答が多いが、生徒は７２％と今ひとつである。自分の将来に向けて大きい夢や目標を高く掲げ、その実

現のために努力を重ね、石神井高校での生活を送ってもらいたい。 

イ 学習に関する項目 

「生徒は家庭で予習・復習を行い、毎日の授業に臨んでいる」は、生徒・保護者・教職員ともに肯定的な回答

がきわめて少なく、評価項目３０項目のうち生徒は最下位、保護者は２７番目、教職員は２９番目となっている。 

逆に「授業に遅刻・途中退室等をしないように努力している」の授業規律（遅刻・中抜け）では、生徒・保護

者・教職員とも肯定的な回答がきわめて多く、昨年度より生徒は４％、教職員は１１％増え、保護者は昨年度と

同じである。さらに、「授業を通じて生徒の学習意欲や興味関心等を高めている」については、昨年度より生徒は

６％、保護者は１％、教職員は６％増加している。 

「授業は計画的･系統的に指導している」、「授業は教え方や教材を工夫して分かりやすい」、「授業では実験・観

察･実習などの時間を設け興味関心を高めている」、「授業の内容や進度は生徒の理解度に合っている」、「教師の質

問に進んで答えるなど、授業に積極的に参加している」の５項目については、生徒と教職員の間の肯定的な回答

の差が大きい。「ＰＴＡ活動は学校（教職員）と保護者の交流を図る上で必要である」と「ＰＴＡ活動にはできる

だけ積極的に参加している」について、保護者はＰＴＡ活動に参加したい気持ちはあるが、時間がなかなか取れ

ない事情がある。「ＰＴＡ活動にはできるだけ積極的に参加している」について、保護者の肯定的な回答はきわめ

て少ないが、昨年度より２％増加している。 

ウ 生活指導に関する項目 

「生徒たちは高校生としての基本的なマナーやルールが身についている」については、生徒・教職員ともに肯

定的な回答が昨年度より生徒が１％、教職員が２７％増加し、保護者は同じである。今年度の評価項目の中で、

生徒は最も高い数値であり、教職員は昨年度に比べて最も大きい増加であった。 

「学校はいじめ等の生活指導上の問題に対して適正に対処している」と「学校は体罰や暴言をなくすために、



積極的に取り組んでいる」の２項目については、今年度新しく設けた項目であり、生徒・保護者・教職員とも肯

定的な回答が多い。 

エ 進路指導に関する項目 

「学校は進路について必要な情報提供をしている」と「進路指導は生徒の希望や適性を踏まえ適切に指導して

いる」の２項目において、生徒は昨年度より肯定的な回答がそれぞれ５％、８％増加したが、保護者・教職員は

少し減少した。 

「学校は進路選択や科目選択の相談に適切に応じている」について、生徒・教職員は昨年度より肯定的な回答

がそれぞれ７％、５％増加したが、保護者は３．５％減少した。 

オ 特別活動に関する項目 

「ホームルーム活動はクラスの雰囲気や活動に成果をあげている」について、肯定的な回答が昨年度より保護

者は０．５%、教職員は３％増加しているが、生徒は０．５%減少している。 

「体育祭･文化祭は伝統行事としてよく計画され楽しく充実している」と「部活動等を通して好ましい人間関係

をつくっている」の体育祭･文化祭、部活動等は昨年同様に肯定的な回答がきわめて多く、「部活動等を通して好

ましい人間関係をつくっている」は教職員の中で今年度最も高い数値である。 

次に、「学習と部活動の両立」については、肯定的な回答が昨年度より生徒は１％増加し、保護者は２％、教職

員も１２．５％減少し、教職員では今年度最も大きい減少となっている。 

「生徒は日頃から読書をしている」は、今年度新しく設けた項目であるが、生徒・保護者・教職員ともに肯定

的な回答がきわめて少なく、生徒は評価項目３０項目のうち２９番目で、保護者・教職員は最下位である。さら

に、「生徒は教室や廊下等の清掃やゴミの分別に積極的に参加している」について、肯定的な回答が昨年度より生

徒が４％、教職員が１％減少し、保護者は１％増加している。 

カ 健康・安全に関する項目 

「学校では心身の健康、交通安全や命の大切さに配慮した指導をしている」は、今年度新しく設けた項目であ

り、生徒・保護者・教職員ともに肯定的な回答がきわめて多い。 

「学校では地震や火災が発生した時の指導をしている」については、生徒・教職員は肯定的な回答が多く、昨

年度より生徒が４％、教職員が３％増加し、保護者は２．５％減少した。 

キ 男女平等に関する項目  

「学校では男女分け隔てなく平等に教育を行っている」と「学校は教育活動を通じて人権尊重や社会のルール

について教えている」の２項目について、肯定的な回答が昨年度よりそれぞれ生徒は１％、2％、教職員は２％、

５％増加し、保護者は２．５％、２％減少した。 

ク 環境・福祉に関する項目 

昨年度は「学校では環境や福祉･ボランティアなどの問題について学習する機会がある」について、肯定的な回

答が前年度と比べて生徒は３％、保護者は同じで、教職員は７％増加したが、今年度は昨年度より生徒は２．５％、

保護者は３％増加したが、教職員は４％減少した。 

ケ 施設・設備に関する項目 

「生徒たちは学校の施設・設備を大切に使用している」については、生徒・保護者・教職員ともに肯定的な回

答がきわめて多く、昨年度より生徒は４％、保護者は１％、教職員は１７．５％増加した。生徒の９０％は生徒

の中で今年度最も高い数値である。 

「生徒たちはすすんで校内の美化に努めている」の肯定的な回答が生徒は６９％であり、保護者・教職員も少

なく、今後改善していく必要がある。 

コ 事務関係に関する項目 

「学校の施設･設備の維持管理はきちんと行われている」については、生徒・保護者・教職員ともに肯定的な回

答がきわめて多い。特に、生徒・教職員は昨年度よりともに３％増加し、保護者は同じであった。 



 

４  学校運営連絡協議会の成果と課題 

（1）学校運営連絡協議会を実施して得られた成果 

学校評価アンケート３０項目における肯定的な回答について、割合の平均は、生徒７５％、保護者７２％、教

職員８５％で、三者の平均は７７％以上である。このことから、全体的には生徒・保護者も本校の教育活動をよ

く理解し、高い評価をしていると判断している。 

（2）学校運営連絡協議会を実施して明らかとなった課題 

①学校評価アンケートにおいて、全体的には高い評価をいただいているが、「予習・復習を行い授業に臨んでいる」

と「部活動と学習の両立」については、生徒・保護者・教職員ともに肯定的な回答が低く、学校の課題として改

善に取り組む必要がある。 

②生徒、保護者、教職員に認識の違いが著しい項目として、授業の指導方法、生活態度（ルールとマナー）、大切

に施設を使用、ＰＴＡ活動への積極的な参加があげられる。この点についても、その原因は何か、校内研修の実

施等により問題の共通認識を持って改善に取り組む必要がある。 

 

５ 学校運営連絡協議会及び学校評価を活用した教育活動の改善事項 

（1）学校運営 

・学校経営計画における目指す学校像、生徒像を周知し、学校改革を一層推進させる。 

・学年と分掌及び教科の仕事の区分けを明確にし、組織的に課題の解決に当たる協力体制を作る。 

・生徒や保護者、地域の方々にあらゆる機会を捉えて、学校の方針を説明し、理解を得る。 

（2）学習指導 

・家庭での予習・復習に取り組ませるため、課題をこまめに提出させるなどして、学校全体が勉強するのが当た

り前の雰囲気づくりをする。 

・生徒の８割以上がセンター試験に出願していることに鑑みて、授業の内容や段階について、学校全体で進路検

討会などを開催して、共通理解を図り、授業改善に取り組む。 

・進路指導室、向上館、図書館等の学習する場の一層の整備を進め、その有効活用を図る。 

（3）特別活動 

・部活動と学習を両立させる指導のあり方、方法等を工夫して改善する。 

・体育祭、文化祭の在り方を改めて再考し、一層の充実を図る。 

・夏休みの講習について、学年別指導から、学校全体の講座別指導等の展開を工夫していく 

（4）生活指導 

・服装・頭髪など学習する場にふさわしい身だしなみについて、生徒に自覚を持たせるとともに、指導を徹底す

る体制を確立する。 

・基本的なルールやマナーを守らせるとともに、高校生として自らの言動に責任を持たせる指導を保護者と協力

して行う。 

・地域の学校であることを踏まえ、自覚と対応等を指導徹底していく。 

（5）進路指導 

・３年間の進路指導計画表を活用し、進路決定率を高める進路指導を推進する。 

・年間２回の生活実態調査を実施し、生徒の学習時間の確保を図る指導を行う。 

・生徒・保護者への進路情報の提供に努め、面談週間や石神井進路カルテを活用した生徒への個別指導の充実を

図る。  

（6）健康･安全（保健･美化） 

・校内美化等に関する委員会活動を活性化させ、校内体制を一層充実させる。 



・薬物乱用防止教室・交通安全教室および防災訓練の他、ＳＮＳ,インターネットや性暴力等、広く危険から身を

守る指導を推進する。 

・時季に応じた情報を発信するとともに、校内でも組織を迅速に対応させ、生徒の支援体制を確立する。 

（7）男女平等に関する項目  

・保健や家庭科の授業でジェンダーについての正確な知識を得られるよう指導する。 

・日常の生活や活動の中で、性差による差別がないよう意識を喚起する。 

（8）環境・福祉に関する項目 

・環境学習会や総合的な学習の時間を通して、環境や福祉に対する理解を深める。 

（9）施設・設備に関する項目 

・学校評価アンケートの結果を踏まえ、指導していく。 

 

６ 「学校がよくなった」と考える協議委員の割合 

（1）協議委員人数 ８名 

（2）学校がよくなったと答えた協議委員の人数 

 

 

 

 

 

７ 職員会議及び企画調整会議への協議委員の参加実績及び成果 

  なし 

 

８ その他 

・学校評価アンケートの実施時期について 

  今年度は９月末にアンケートを実施し、１１月の第２回学校運営連絡協議会において結果を報告し、協議委員

からの意見および提言をいただいた。さらに、１２月から２月まで、各学年・分掌に新たに教科を加えて、検討

した課題と具体的な方策を第三回学校運営連絡協議会で報告し、来年度の具体的な改善策を提示することができ

た。  

そう思う 
多少そう 

思う 

どちらとも

言えない 

あまりそう

思わない 

そう思わ 

ない 
分からない 無回答 

１ ３ ０ ０ ０ １ ３ 


