
令和２年度 浦和麗明高等学校 学校自己評価シート 

 
 

学 校 目 標 建学の精神である「みんなから愛され、信頼される人」「社会に役立つ人」「勤労を尊び前進する人」を育てることを探求する。 

本年度の目標 
（１）教育理念及び教育方針の徹底   （２）基本的マナーの習得と生徒指導の徹底 （３）進学実績と進学率の向上 
（４）安心・安全な教育環境の整備   （５）「六つの生徒指導心得」の徹底    （６）コミュニケーション力の向上 

達成度 

Ａ ほぼ達成 (８割以上) 
Ｂ 概ね達成 (６割以上) 
Ｃ 変化の兆し(４割以上) 
Ｄ 不十分  (４割未満) 

 評価項目 現  状 具体的な方策 評価指標 経過・達成状況等 
達

成

度 
次年度の課題と改善策 

学校関係者評価 

実施日 令和３年６月１１日 

学校関係者からの意見・要望等 
評
価 

１ 

教  務 
 
教員授業力 

強化の取組

み   

 

教育環境の

充実 

・生徒(コース)により予習、復習に対しての姿勢に差
が見られるが、その差が少なくなってきた。 

・昨年度よりもさらに入試基準を上げたため、学習能
力及び意欲の高い生徒が増えている。 

 
・不審者対応として監視カメラが充実し、今後にさら
に活かされるはずである。 

・災害対策においては、さらなる意識の共有化、備蓄
品の充実が求められる。 

 

・基礎学力の底上げ 
・生徒の関心をひくような授業の組み立て 
・予習復習の意義の徹底 
・教科指導部との連携により、スタディサプリ、DMM英会話を有意義
に活用する 

・長期休暇中の課題提供およびその確認を行う 
 
・日々 の施設、備品安全管理点検 
・避難訓練の実施 
・災害時の非常食確保 
・救急救命講習の実施 
・節電の奨励 

・基礎学力の定着 
・教科への興味、意欲の向上 
・学習習慣の定着 
・授業満足度の向上 
・授業力の向上 
・試験前の学習習慣の定着 
 
・防災対策（備蓄品を含む）の
確保 

・環境衛生面の安全の確保 
・美観等の確保 

・スタディサプリの実施が定着し、学力向上が期待できる 
・朝夕ともに自習室で学習する生徒が増加している 
・定期試験前に学校に残り教員に質問する生徒が増え、学
習への意欲の向上が感じられる。 

 
・火災報知機、非常放送、消防設備、汚貯水槽の定期点検の
実施 

・校舎施設、備品の安全点検の実施 
・空気、照明、照度、飲料水の定期点検の実施 
・災害対策備蓄品の確保 
・通報訓練および防災意識の徹底 救急救命講習の実施 

B ・共学一期生が卒業し、二期生の学年になる。一期生はそ
れなりの成果を残したので、これを次年度にもつなげる
ことが重要になる。さらに保育進学コースが廃止となっ
たことで専門的なコースが完全になくなり、全コース進
学に向けた内容になる。それに対応できるよう環境を整
える必要がある。 

 
・校舎設備に関しては、新校舎および内装を新装したもの
を維持するうえで使用上の留意点を教師・生徒に伝えて
ゆく必要がある。特に次年度も多くの新採用があるた
め、授業指導力の向上はもちろんだが、学校施設の使用
という視点でも共通理解を持ち、それを生徒に伝えるこ
とが必要と考える。 

・コロナ関係で行事が無
くなってしまうのは
残念。何とか感染防止
の対策を講じながら、
できる限り行って欲
しい。 

 
・駐輪場に屋根のない箇
所があるが、雨天時の
使用はどのようにな
っていますか。 

 

B 

２ 

進路指導 
 
進路指導
の充実 

・共学一期生が卒業を迎えるので、学校案内等に掲載 
 されている大学合格目標を達成する。 
・大学現役進学率の向上、上位大学の合格数増加を引 
き続き目指す。 

・大学入試改革初年度のため、総合型・学校推薦型・
一般入試の対策に関して、今まで以上に早期対策が
求められる。 

・学校全体として、入学後のことも考慮し、一般入試 
 での受験を推進する。 
・コロナ渦において、オープンキャンパスを中止する 
 大学が増えている。 
・社会の変化が激しいので、将来の目標が定まりにく 
 い生徒がいる。 
・保護者の進学への意識がより高まってきている。 

・進学校への転換について、職員会議等で教員意識の向上を図る。 
・各学年進学に向けたイベントの実施 
・模擬試験実施後に生徒向けの報告会の実施 
・教科指導部との連携を推進し、進学に対する意欲を高める 
・総合型・学校推薦型の併願可能な大学入試を利用した受験パター 
 ンの周知徹底を図る。 
・英検利用や少ない科目での一般入試に関して周知徹底を図る。 
・土曜日に実施している高大連携プログラムに関して、生徒が興味 
 を持つよう、参加する企業を多くしていく。 
・オンラインでのオープンキャンパス等を、校内の掲示板等を利用 
して積極的に案内していく。 

・土曜日の社会科見学や昼休みの映像放送を利用して、将来の社会 
に関して知る機会を多くする。  

・保護者への対応（面談、説明会等） 

・大学の合格目標 
  国公立・早慶上理 30名 
  GMARCH レベル    60名 

成成獨国レベル   60名 
   日東駒専レベル   70名 

大東亜帝国レベル 70名 
・専門学校、就職希望者の合格 
・１年生・２年生に関しては、 
 模試の上位者を昨年比で 
 増加するようにする。 

・大学の合格状況 
  国公立・早慶上理  26名 
  GMARCH レベル     45名 

成成獨国レベル    77名 
   日東駒専レベル   135名 

大東亜帝国レベル 130名 
 国公立早慶上理・GMARCHレベルの合格者は、目標に到達
しなかったが、その他のレベルの合格者に関しては、目
標を大きく上回ることができた。 

 学校推薦型に関しても、東京医科歯科大学・上智大学等 
 の最難関大学に合格が出たのは大変良かった。 
・専門学校・就職希望者はほぼ全員合格した。 
・新三年生に関しては、共学一期生の模試成績を全体的に 
 上回ることはできなかった。 

B ・大学の合格目標 
  国公立・早慶上理  35名 
  GMARCH レベル     70名 

成成獨国レベル    80名 
   日東駒専レベル   100名 
 学校案内等で紹介している大学合格目標を達成できる 
 ようにしたい。 
・共学一期生の浪人生に関しても、登校して勉強する環境 
を整えたり、予備校に通う生徒も定期的に支援していき 
たい。 

・コロナ渦で実施できなかった取り組みに関して、社会 
 情勢を見ながら、可能なかぎり実施していきたい。 

・一般受験、総合型、推
薦、また専門等、それ
ぞれに向けた生徒に
対する教員の手厚い
対応、指導そして内容
の更なる充実を希望
します。 

B 

３ 

生徒指導 
 
生徒指導
の充実 
 

・規範意識や交通安全に対する意識に希薄な生徒は 
殆ど見受けられなくなった。 

・遅刻者に関しては、５分前登校にギリギリの生徒が
若干いるものの、全体的には時間厳守に取り組もう
とする生徒の割合は非常に高い。 

・学校生活を意欲的に送ることのできない生徒は減
ってきてはいるものの、対人関係に悩む生徒はかつ
てとさほど変化はない。 

・男女間のトラブルは殆どなく、互いに尊重し合う関
係性をうまく保っている。 

・ほとんどの生徒が挨拶をしているが、しっかりと声
に出すということに関しては、やはり個人差が見受
けられる。 

 

・職員による積極的な玄関・廊下等での挨拶の徹底、外部からの来
校者に対し、生徒からの自主的な挨拶の徹底。 

・生徒通用門において、生徒会主体による挨拶運動を行い、生徒間
の挨拶の活性化及び徹底を図る。 

・遅刻率を毎月発表することにより、教室遅刻率0.3％（40人学級で
2人/月）の目標値をクラス、学年毎に徹底をさせる。 

・生徒心得・夏休みの心得を全校生徒に配布、指導することにより、
長期休暇中の生徒のあり方をLHRで徹底させる。 

・クラブ活動の積極的加入と共に、継続的に活動させる。 
・担任を始め、学年団・授業関係者が日頃の生徒の状況を観察し、
気になった時点で、教員間の情報の共有化を図る。 

・通学路における要所においての交通安全指導。 
 

・遅刻、欠席者の減少 
・問題行動の減少 
・活気のある学校生活 
・頭髪服装等違反者の減少 
・退学者の減少 
・自転車運転違反者の根絶 
・交通ルールの遵守 
・課外活動の活性化 
・通学路の環境整備 
 
 

・挨拶推進運動等は新型コロナウィルス感染症蔓延防止の
観点から実施することはできなかった。 

・女子生徒に関しては全体的に落ち着いており、頭髪等で
問題対象となる女子生徒は殆どいない。男子生徒に関し
ては長さ・カットの仕方等により細かな部分での指導を
要したが、大きな問題とまではならなかった。 

・警察、鉄道警察隊、非行防止あおぞら等による交通安全
指導、薬物乱用防止講話等は新型コロナウィルス感染症
蔓延防止の観点から実施することは出来なかった。 

・自転車マナーアップの推進校としての意識は常に図って
おり、登下校時による指導対象者はほとんどいない。 

B ・担任・学年主任、学年団のみならず、全職員による生徒
指導の徹底及び情報共有の連携を図る。 

・８時25分（始業5分前）登校の徹底。 
・登下校時、校舎内ならびに来校者に対する更なる挨拶の
徹底を図る。 

・遅刻、欠席者の状況把握と共に早期指導に重点を置き、
欠席過多や転学者の抑止、防止に努める。 

・友人関係の変化にも着目しながらの各学期ごとの二者
面談、6月、11月に行ういじめ防止アンケートの実施に
より、いじめの未然防止に積極的に取り組む。 

・学校行事、課外活動への参加を促し、活気ある学校にす
る。 

・スクールカウンセラーの活用及び連携により精神的な
ケアにも積極的に力を入れていく。 

・厳しい緊急事態宣言の
最中、登校させたい
親、家庭の事情で登校
させられないと思っ
ている親等がいる中
で、登校の選択肢があ
ったのは親としても
ありがたかった。 

・遅刻指導などをしっか
りとしていただいて
いるので、家庭として
は助かっています。評
価はＡでもよいので
はないでしょうか。 

A 

４ 

教科指導 
 
教科指導
の充実 

・日々の授業や定期試験に向けた勉強に意欲的に取
り組む生徒が年々 増えてきている。しかし、平素の
家庭学習の習慣が定着していない生徒が多いため、
試験前の学習が一過性のものとなってしまい、知識
の蓄積につながっていない生徒が見られる。 

・模擬試験に対する意識も高まり、意欲的に取り組む
生徒が増えてきている。しかし、模擬試験の結果の
みに注目し、復習の重要性を認識できていない生徒
が見られる。 

・大学受験において優先度の高い英語の学習状況を
図る「英語検定」の準２級以上取得者が少ない。 

・毎朝のＨＲでの小テストを徹底して行うと同時に、定期試験１ヶ
月前～２週間前に「復習テスト」を実施することで、学習内容の
復習と家庭学習の習慣化を図る。 

・模擬試験の復習を各教科・科目の課題とし、平常点に組み込むこ
とによって生徒がより意欲的に模擬試験の復習に取り組むこと
を促す。 

・河合塾で採用されている学習アプリ「Monxer（モノグサ）」を活
用し、単語力・リスニング力の向上を図る。 

・ＤＭＭ英会話の積極的な活用により、頭の中に英語回路の形成を
促し、「読む」「書く」「聞く」「話す」すべての処理速度の向
上を図る。 

・各種模擬試験の途中経過（前
年比・前回比）を定点観測す
る。 

・各種検定試験の受験者数と
合格者数 

・最終的な大学合格実績 

・Ｒ２大学合格実績 
【国公立早慶上理レベル】：26名 
【ＧＭＡＲＣＨレベル】：45名 
【成成獨國レベル】：77名 
【日東駒専レベル】：135名 
【大東亜帝国レベル】：130名 

・英検２級合格者は増加してきたが、生徒在籍数に対して
は少ない。 

・「復習テスト」や模擬試験の復習は、各教科の先生方の協
力により実施することができた。また、成績上位者を掲
示することで意欲の喚起を促した。 

B ・学校内での自習環境や制度を確立し、充実させる。また、
３年生特選コースに対しては、休日・休暇中の自習室開
放を実施し、生徒の学習時間の増加を促す。 

・毎朝のＨＲの小テストの質や量を見直し、生徒の学力に
見合った適切なレベルのものを検討し、実施する。 

・模擬試験の復習に対する意欲を高めるために、定期試験
での出題等により、その内容の定着度を高める。 

・スタディサプリやモバサテをより活用し、難関国公立・
私立大学入試に対応できる学力の定着を図る。 

・教員の授業力向上につ
いて、どのような形で
行っているのかを教
えていただきたい。 

・英検等の合格者に対し
ての小松原学園育成
振興会からの表彰が
あることを、保護者や
生徒全体にもっと周
知していただいたほ
うが良い。 

・試験最終日等の検定で
はなく、もう少し余裕
を持った日程にして
いただけないか。 

B 

５ 

広  報 
 
広報活動
の充実 

・入学者数 417名 （男203名 女214名） 11ｸﾗｽ 
特選Ⅰ類  76名 (男32名 女44名) 2ｸﾗｽ 
特選Ⅱ類  41名（男24名 女17名） 1ｸﾗｽ 
特選Ⅲ類  80名（男43名 女37名） 2ｸﾗｽ 
特進Ⅰ類 101名（男37名 女64名） 3ｸﾗｽ 
特進Ⅱ類 120名（男68名 女52名） 3ｸﾗｽ 

・単願 262名 併願 155名 

・上位層獲得の為の方策 
・男子学生獲得のため、掲載記事の工夫、部活動体験増設 
・説明会・個別相談会：北辰結果返却週の終日実施 
・オープンスクール：8月2回実施 
・地域個別相談会：17:00～20:00実施 
・上位層獲得が見込まれる京浜東北線浦和・大宮、高崎線強化 
・徹底した塾訪問強化  
・相談者の多い地区に担当者を増やし、中学校訪問時間短縮 
同日、早めに塾訪問実施 

・入学者数と単願・併願の数 
 単願200 併願1400 
・京浜東北線沿線・高崎線沿線 
 の入学者数増加 

・入学者数 421名 （男177名 女244名） 11ｸﾗｽ 
特選Ⅰ類  69名 (男28名 女41名) 2ｸﾗｽ 
特選Ⅱ類  77名（男25名 女52名） 2ｸﾗｽ 
特選Ⅲ類  76名（男38名 女38名） 2ｸﾗｽ 
特進Ⅰ類 119名（男54名 女65名） 3ｸﾗｽ 
特進Ⅱ類  80名（男32名 女48名） 2ｸﾗｽ 

・単願 256名 併願 165名 

A ・上位コース入学者を増やし、入学者350名ほどに抑える 
・重点地域の広報活動を強化 
・進学に向けた効果的な取り組みを大きく宣伝 
（上位層進学者への効果的な広報活動） 
・新しい学校紹介VTR作成 
・ｵー ﾌ゚ ﾝｽｸー ﾙを8月に2回実施し、中学生の行動するﾀｲﾐﾝｸ゙  
を逃さない 

・特進Ⅱ類の募集停止による影響を最小限に抑える 
・朝霞・新座・東所沢・新秋津方面の上位層獲得のための 
開拓を実施する 

・制服が上品で、受験生
の親からも評判が良
いと思います。 

A 


