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７ 平成３０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            

   （3）内部委員の構成 

      校長、副校長、経営企画室長、主幹教諭（生活指導・教務・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 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３０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３０年 ７月１０日(火)   場所 校長室 

出席者 協議委員 ８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綱・協議会趣旨説明、平成３０年

度年間行事計画、本校の現状と課題、平成３０年度学校経営計画と昨年度の課題、生徒状況、

平成３０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３０年１１月２０日(火)   場所 校長室 

出席者 協議委員 ８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３１年 ３月 ７日（木）  場所 校長室 

出席者 協議委員 ８名、内部委員 ６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３０年 ７月１０日(火)   場所 校長室 

出席者 外部委員 ８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３０年１１月２０日(火)   場所 校長室 

出席者 外部委員 ８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３１年 ３月 ７日（木）  場所 校長室 

出席者 外部委員 ８名、内部委員 ６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  ８６０人 （９９％    前年度比０．５％アップ） 

    ・ ９月 保護者全員 ５８６人 （６７．０％ 前年度比５％ダウン） 

    ・１０月 教職員    ５６人  （１００％  前年度比同じ） 

 （3）評価項目 

      学校生活、学習指導／PTA、生活指導、進路指導、特別活動、健康・安全、施設・設備、教育、組織、

事務関係に分類し、２７の評価項目を設定。 

 （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した。 
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      1）前年度より肯定的な回答が増加した項目 

     ○生徒  質問２７項目のうち肯定的な回答が増加したのは１６項目で、その中で特に増加が大きい項

目は、学習指導（授業の教え方・主体的な学び）、生活指導（マナー・ルール）の２項目。 

○保護者 質問２７項目のうち肯定的な回答が増加したのは６項目で、その中で特に増加が大きい項

目は、生活指導（マナー・ルール）、教育（チーム石神井）、組織（同窓会の支援）、の３項目。 

○教職員 質問２７項目のうち肯定的な回答が増加したのは１７項目で、その中で特に増加が大きい

項目は、生活指導（いじめ問題の対処）、特別活動（部活動内での良好な人間関係）、施設・設備（校

内美化・ごみの分別）の３項目。 

   2）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１項目で、学習指導４２％（予習・復習）となり、（前年度比

で３％減）となった。家庭学習の習慣化が更に必要であることが議論された。 

○保護者 肯定的な回答が減少したのは１６項目あるが、いずれもわずかな減少で、その中で特に満足

度が低い項目は、生活指導（体罰や暴言をなくす取組）と進路指導（進路の情報提供）の２項目で

あった。 

 ○教職員 肯定的な回答が減少したのは７項目で、その中で特に減少した項目は進路指導（明確な進路

希望）、学習指導（予備校・塾）（予習・復習）の３項目。 

   3）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（１３項目） 

項目   ７ 高校生としての基本的なマナーやルールを身に付けさせる指導を行っている（９１％） 

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

２５  学校の経営企画室（事務室）の対応は適切である（９０％） 

              ８ 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（８９％） 

１０ 学校は進路について必要な情報提供をしている（８９％）  

○保護者（１６項目） 

      項目 １４ 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（９５％） 

               １ 子どもを石神井高校に入学させてよかった（９３％） 

              ２０ 学校は積極的に校内の清掃やゴミの分別に参加している（９２％） 

              ２４ PTAは、学校を支援してくれている（９２％） 

              ２５  学校の経営企画室（事務室）の対応は適切である（９２％） 

○教職員（２３項目） 

項目  ７ 高校生としての基本的なマナーやルールを身に付けさせる指導を行っている（１００％） 

    ８ 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（１００％） 

         １５  生徒は部活動等を通して好ましい人間関係をつくっている（１００％） 

２０ 私は積極的に校内の清掃やゴミの分別に参加している（１００％） 

           １ 生徒は石神井高校に入学して良かった（９６％） 

4）肯定的な回答が５割に満たない項目 

     ○生徒：２項目 

項目  ５ 私は家庭で予習・復習を行い、毎日の授業に臨んでいる（４２％） 

   ２７  私が希望進路を実現するために、いまの自主学習時間は適切である（２９％） 

        ○保護者：０項目 

      ○教職員：１項目 

項目  ５ 生徒は家庭で予習・復習を行い、毎日の授業に臨んでいる（４２％） 

 

（5）評価結果の分析 

１）学校生活に関する項目 

「私は石神井高校に入学してよかった」については、昨年度に続き、生徒・保護者・教職員共に肯定的

な回答がきわめて多い。 

「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」については、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。生徒自身がより実感できるような教育

環境を生徒・保護者・教職員それぞれが考える必要がある。 

   2）学習指導に関する項目 

    「私は家庭で予習・復習を行い、毎日の授業に臨んでいる」は、生徒・保護者・教職員共に肯定的な回
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答が少ない。昨年度より生徒が３％、保護者が４％、教職員が５％減少した。 

「授業は教え方や教材の準備が工夫され、とてもわかりやすい」の肯定的な意見は、昨年度より生徒が７％、

教職員が２％増加したが、生徒と教職員の肯定回答の差は依然として大きい。 

「PTA活動の活動内容は保護者に分かりやすく紹介されている」は、保護者の肯定的な意見が７割を超

えている。 

「予備校・塾に行っていますか」では、行っていない生徒が３年２５人、２年６８人、１年７６人。週に

１回行く生徒が３年１０人、２年１２人、１年１１人。週に２日以上塾へ行く生徒が３年６１人、２年１

６人、１年１１人という結果が出ている。３年になると進学に向けて通う人数が増えているが、学校でも

講習を行っており、考察する必要がある。 

3）生活指導に関する項目 

生活指導の３項目については、肯定的な回答（全てにおいて８割以上）が比較的多い。生徒・保護者・

教職員共に肯定的な回答が多いものには、「高校生としての基本的なマナーやルールを身に付けさせる指

導が行われている」があり、生徒は昨年度と比較し４０％増加（９１％）、保護者は３５％増加（９１％）、

教職員は６％増加（１００％）した。 

「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」についても、生徒・教職員共に肯  

定的な意見が増加したが、保護者は４％減少している。この結果をふまえ①ＳＮＳ使い方指導②挨拶の

徹底③登下校のマナー向上④身だしなみ指導などを強化し、改善を図る。 

4）進路指導に関する項目 

進路指導の３項目については、肯定的な回答が比較的多いが、どの項目に関しても保護者の肯定的な

回答に減少が見られる。「学校は進路について必要な情報提供をしている」については、昨年度より生徒

は４％増加、保護者は６％減少、教職員は３％増加している。 

「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」については、昨年度より生徒が３％増加、

保護者が２％減少、教職員が１％増加した。 

「私は、進路の希望をはっきりと持っている」については、生徒・保護者・教職員共に肯定的な意見が

５割から６割程度となっている。この結果をふまえ、保護者向けの情報提供・講演会の機会を充実させ、

１階の自習室を有効に活用し、生徒の学習時間拡大と定着に努めたい。 

5）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」については、肯定的な回答が昨年度

より生徒は４％、教職員も３％増加している。保護者への評価項目として「子どもとホームルームの話

をすることがある」は１％減少した。 

「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」は生徒、保護者、教職員共に肯定

的な意見が極めて高い。「部活動等を通して好ましい人間関係をつくっている」は昨年と同様に肯定的な

回答が多かった。 

「学習と部活動の両立」については、昨年に比べると肯定的な回答が生徒は２％増加、保護者は５％減

少、教職員は４％減少した。文武二道の両立について難しさを感じている生徒もいるが、本校の基本方

針に基づき、高い意識を持たせ、目標に向かって地道に努力していく素晴らしさを継続して指導する。 

6）健康・安全に関する項目 

  「学校では心身の健康、交通安全や災害や命の大切さに配慮した指導が行われている」については、昨

年と比較し生徒は同程度（８５％）、保護者は２％減少（８８％）、教職員は５％増加（９５％）し、全

体を通して肯定的な回答がきわめて多い。 

「問題や悩みに対して学校は相談にのってくれ、支援してくれる」についての肯定的な回答は、教職員

が９割以上なのに対して、生徒と保護者は７割以上と多少の差が見られた。 

7）施設・設備に関する項目 

「私は積極的に校内の清掃やごみの分別に参加している」については、生徒が７割以上、保護者・教職

員が９割以上と差が大きい。 

8）教育に関する項目 

今年度の学校のスローガンに対する評価項目で「私はチーム石神井の一員であることを意識している」

については、生徒と保護者が７割強、教職員が８割強と肯定的な意見に差が見られる。今後も生徒の意

識を高めていきたい。 

「私は学校で人権尊重や社会のルールやモラルについて学ぶ機会が多くある」については、生徒は７ 

割、教職員は９割弱の肯定的評価であるが、保護者に対しての評価項目である「家庭で人権尊重や社 

会のルールやモラルについて教えている」については９割という高い肯定的意見であった。 
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   9）組織に関する項目 

     「同窓会は、学校を支援してくれている」については、生徒・保護者共に８割以上、教職員は９割の

肯定的意見であった。「PTAは学校を支援してくれている」についても同様で、比較的高い数値である。 

   10）事務関係に関する項目 

     「学校の経営企画室の対応は適切である」については生徒・保護者・教職員共に９割以上の肯定的回

答であった。 

     11）自主学習に関する項目 

     「私が希望進路を実現するために、いまの自主学習時間は適切である」については、生徒の肯定的な

回答が３割弱と低い。今現在の学習時間では、進学には不十分と考えている生徒が多いことが分かる。

学習時間の確保や家庭学習の徹底を図る必要がある。 

 

 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 

    昨年度の学校評価アンケート２５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７８％、教職員８５％で、３者の平均は８０％以上であった。 

今年度の学校評価アンケート２７項目における肯定的な回答については、生徒７７％、保護者８１％、教

職員８７％で、三者の平均は８２％となり、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於いて、全体的に高い肯定的な評価を頂いている。一方「家庭で予習・復習を

行い、毎日の授業に臨んでいる」・「私は学習と部活動を両立している」という２つの質問については、

生徒・保護者・教職員共に肯定的な回答が低い。また、今年度より新たに加えられた「私が希望進路を

実現するために、いまの自主学習時間は適切である」という質問についても、生徒の肯定回答が著しく

低い（２９％）。一昨年度より「文武二道の両立」を掲げて学校全体で取り組んでいる最中ではあるが、

より高い評価を得られるよう、学習と部活動のバランスの取れた時間活用方法を、継続して指導してい

く必要がある。 

②「私は進路の希望をはっきりと持っている」という質問については、生徒・保護者・教職員共に肯定的

な評価が低く、今後改善すべき大きな課題と判断できる。進路情報や様々な進路指導を行う中で、興味

のある分野や職業などを意識させる必要がある。 

 

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）学習指導／PTA／自主学習 

・定期的に課題を与え、提出を義務づけることで家庭学習の定着と家庭学習時間の確保を図る。 

・各教科の課題や状況を拡大学年会等を通して学年が把握して生徒を指導していく。 

・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、自習室（１階と２階。）、図書館等の学習する場の更なる整備を進め、その有効活用を図

り、始業前と放課後の自習と補習に対する校内体制を確立する。 

・授業での学習の成果を上げるために、机上整理や床の清掃、黒板の清掃など、学習環境の整備に取り

組み授業の効率を高める。 

・自主学習時間の確保・習慣化に取り組むために、隙間時間の活用・自習室使用の推進・朝学習の励行

に取り組む 

・模擬試験や学習到達状況・学習時間、進路希望等の定点観測資料の分析検討会を定期的に開催して指

導の改善に取り組む。 

（2）生活指導 

・その場にふさわしい身だしなみを生徒自身が判断し、着装を正すことが出来るようにするために、日

頃の継続的な指導と共に定期的な機会を設けながら、頭髪・服装・化粧・装飾品の使用等について指

導を徹底する。 

・挨拶指導に率先して取り組み、社会を担う人材として必要なマナーを身に付けさせる。 

・交通事故を防ぐために交通ルールとマナーを順守することの大切さを理解させる。自転車の左側通行

や並列走行の禁止、雨天時の雨合羽の着用指導の徹底などを継続して行うと共に、交通安全教室を活

用し交通ルールの理解を深める。 
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・SNS 使用のトラブルを防ぐために、SNS 石神井ルールを理解させ、情報モラル教育の充実を図るた

めに、日常の学校生活での継続した指導を行うとともに、講演会などを有効に活用し理解を深める。 

（3）進路指導 

・３年間の進路指導計画表を活用し、教科「人間と社会」、総合的な学習の時間におけるキャリア教育を

充実し、具体的な将来の希望を持つことが出来るようにし、より高い進学希望を実現させる進路指導を

推進する。 

・家庭学習時間調査を定期的に実施し、将来の希望に見合った自主学習時間の確保・習慣化に取り組む。 

・進路希望について、保護者と情報共有するために、年間の指導の流れ、指導状況を伝えるための取り組

みを工夫する。 

・生徒・保護者への進路情報の提供に努め、面談週間や学習到達状況と進路希望の定点観測資料を活用し

た生徒への個別指導の充実を図る。 

・保護者向けの進路に関する講演会をPTAと協力して実施する。 

  （4）特別活動 

・部活動や体育祭、文化祭などの行事でのなかで、同じ目標を達成するために、自らの役割を考え、集団

の中での責任を持ち、主体的に行動できる能力を養い、将来社会で活躍する「骨太の人材」を育成する。 

・部活動と学習の両立を図るために、様々な時間の使い方、効率的な学習方法の工夫の仕方を研究、実践

していく。 

・３年間を通しての受験勉強計画を立て、文武二道の両立を図り、志望校合格を勝ち取ることが出来るよ

うにする。 

・夏期講習と部活動の両立を図るため、対応できる様々な工夫に取り組む。 

・体育祭、文化祭について、良き伝統を継承し、さらに発展させていくことが出来るよう、生徒、教職員、

PTA、保護者、同窓会と連携して取り組む。 

 （5）健康･安全 

・来校者に気持ち良く使用してもらえる学校を維持するために、生徒主体で活動できる美化委員会の育成

や教員の美化意識の向上を図る。 

・より良い生活環境、学習環境を維持し、校内環境を整える。そのため、清掃用具、黒板用具、などを整

理、充実させる。 

・やがて起こると予想されている大災害にも対応できる防災意識を養うために必要な避難訓練等を消防署

等に協力を得ながら、計画、実行していく。 

・自らを守るための力を育成し、さらに他者を支援する心を育てるために、宿泊防災訓練、薬物乱用防止

教室、交通安全教室、情報モラル講演会、「人間と社会」での体験活動などで公共心を育成する。 

・学校、保護者、地域が生徒を支援できるような協力、連絡体制を確立するために、学校運営連絡協議会

を有効活用する。 

（6）施設・設備  

・視聴覚ホールや体育館放送設備など、経年劣化のために不備が現れたものについて、計画的に更新、整

備していく。 

・「きれいな石神井高校」を維持していくために、施設、設備を大切に使用する意識の向上を図る。 

・校庭大改修でより快適な施設づくりをする。 

（7）教育 

・授業、ホームルーム活動、部活動などの学校生活の中から、自分自身の理解、他者の理解、人権尊重の

精神を学び、社会で生かすことの出来る機会を増やす。 

（8）組織 

・「チーム石神井」という考え方、理念が広く認知されるように、教職員・生徒・保護者が理解できるよ

うな工夫に取り組む。 

・石神井高校を更に伸ばしていくことが出来るように、教職員が伝統ある石神井高校の魅力を理解し、よ

り良い学校に成長させることが出来るように努める。 

・「文武二道の両立」を実践するために必要な具体的な手立てを、教職員が率先垂範して示し、生徒が自

ら考え行動できる能力の育成に取り組み、「チーム石神井」として、生徒を将来社会で活躍する人材に育

成する。 

・生徒に有益な PTA 活動を実践するために、保護者と教職員が一体となり学校教育活動に連携して関わ

っていく。 
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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 

（2）学校がよくなったと答えた協議委員の人数 

 

 

 

 

 

 

自由意見 

   ・スマホ使用時間と勉強時間のバランスがうまくいっていないと感じます。勉強の時は、スマホを部屋

に持ち込まないことが大切かと思います。 

   ・現状の方向性で良いと思います。 

   ・今後も具体的な先輩方（卒業生など）の実例と照らし合わせて指導を行って頂きたい。 

    

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 

・評価制度のさらなる向上のため、協議委員による授業参観や保護者へのメール配信の充実を図る。 

・評価項目は、経年変化の把握のための共通項目以外も毎年度見直し、教育活動の改善に生かす。 

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 

６ ２      


