
学校自己点検・評価総括  

 
 
本学付属高等学校・中学校における自己点検・評価活

動は，平成 18 年度から全校一斉に実施をはじめ，毎年

度，実施後に内容及び設問の見直しと検討を行っている。 
 
評価方法は開始当初から次の３点を基本として実施

している。 
①「組織的な自己点検・評価」 

②「教員個人による自己点検・評価」 

③「生徒による授業評価」 

  
①「組織的な自己点検・評価」は，学校の組織的な取組

みや成果を調査・点検することにより，現状，取組目標

の達成状況，翌年度以降の取組方策及び改善に向けたス

ケジュールを導き出すことを目的として実施している。 
 
②「教員個人による自己点検・評価」は，教員（専任・

非常勤）が自分自身の教育活動に関して点検・評価を実

施し，評価できる点，問題点，次年度の目標を導き出し，

各教員の教育力の向上を図ることを目的として実施し

ている。 
 
③「生徒による授業評価」は，学校教育の中心が授業で

あることから，その結果を各教員が授業改善を図るため

の材料として活用することを目的としている。そして，

生徒により良い授業を提供して教育効果を向上させる

とともに，組織的な取組みとして各教科でも活用してい

る。生徒による授業評価の結果は，各教員の授業改善に

活用されるほか，教科単位の教育改善や学校全体として

の課題の確認など，組織的活用も進んでいる。 
 
ここでは，自己点検・評価総括として，各校で作成し

た「学校自己評価票」の内容を基に組織的な取組みにつ

いて総括し，本学付属校の現状と今後の取組課題につい

てまとめた。評価項目等は以下のとおりとなっている。 
  

評価項目 評価事項 担当分掌 

教育活動 

教育の内容，方法 

教務部 
教育課程，シラバスの充実 

教科研修，スキルアップ 
その他教務に関する事項 

学校生活への配

慮 

生活指導の内容，方法 

生活指導部 生活指導の組織体制 
その他生活指導に関する

事項 

課外活動 

生徒会活動に関する事項 

生徒会指導部 
部活動に関する事項 
課外活動の組織，指導体制 
その他課外活動に関する

事項 

進路指導 

進路指導の内容，方法 

進路指導部 

進学指導体制 

生徒の進学状況 

生徒の就職状況 
その他進路指導に関する

事項 

保健衛生 

保健衛生の体制 

保健衛生部 
環境対策 

生徒の健康管理 
その他保健衛生に関する

事項 

図書 

読書指導の体制 

図書部 
蔵書，座席数等，図書室

の環境 
図書の管理 

その他図書に関する事項 

広報 

広報活動の組織体制 

広報部 
校内・外に対する広報活

動の適切性 
生徒募集 

その他広報に関する事項 

管理運営 

分掌・会議・委員会等の

組織体制 

事務室 
財政状況 

施設・設備，校地，校舎 
労務 

その他管理運営に関する

事項 
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① 教育活動 

９月実施の高３基礎学力到達度テストへの取組みと

して，行事の見直しを含めた各校の対応がなされた。 

一般受験指導を高校２年生から開始したり，高校３年

生のクラス編成を一般受験希望クラスと推薦希望クラ

スに編成したり，外部講座の見直しを図ったりと早い段

階での生徒の意識づけを行った。基礎学力向上に向けて

の対策としては３教科（国語・数学・英語），地歴公民・

理科を加えた５教科の講習・補習等を実施している。基

礎学力の定着のため中高一貫校では朝自習・放課後学習

（フォローアップ・ハイレベル講座）の実施，朝テスト

の実施や各種検定試験への取組等を行っている。                           

高校３年生の基礎学力到達度テストが９月実施とい

うことで，特別編成授業と卒業前教育の実施を例年の１

月から 11 月開始と時期を前倒しして対策を講じている

学校もある。 

教員の指導力・授業力向上のため，研修会やセミナー

へ積極的に参加を促し研鑽を積み，校内での授業参観・

授業見学・研究授業に生かしている。 

生徒による授業評価アンケート結果に基づく授業改

善については，教員一人一人が授業評価結果を基に自己

評価票を作成し反省点を振り返り，授業改善を図ってい

る。 

また，研究授業・公開授業の実施を通し，各教科で今

後の改善点等を話し合ったり，教科間の垣根を越えての

意見交換で次年度の授業へ生かすべく検討がなされて

いる。 

 

② 学校生活への配慮 

各校生活指導に対する教員の意識向上や教員間の温

度差解消のため，事例をもとに共通認識を持ち，きめ細

かな生活指導に努めている。 

 躾教育を含む基本的生活習慣の確立のため，生徒と教

員間での積極的な挨拶運動の励行を多くの学校で実施

している。また，学年集会等での定期的な頭髪・服装指

導を実施するなど各校工夫して取組んでいる。 

 道路交通法の改正に伴い登下校時の事故防止のため，

ＨＲで改正点の資料を配布，自転車事故防止の講演会を

実施，登下校時の通学路巡回指導の実施など登下校時の

安全確保に努めている。 

 インターネット関連による危険性・問題については，

各校サイバー犯罪予防の専門家を招き講演会を実施し

生徒・保護者に注意喚起を促し，民間のネットパトロー

ル会社等の業者からの情報を活用するなどトラブル等

を未然に防ぐための対策が取られている。 

 いじめ防止のための取組みとして，日本大学作成の

「いじめ防止リーフレット」（教職員用・生徒用・家庭

用）を配布し，いじめ防止に対する認識を共有し啓蒙活

動を行っている。学校内には「いじめ対策委員会」を設

置し，いじめ防止の基本方針の策定等いじめ防止の周知

徹底，いじめのない環境づくりを目指した。また，「い

じめ」に関する各種研修会に教職員が積極的に参加し情

報収集に努めている。その他「学校生活アンケート」を

定期的に実施し，アンケートの結果を共有し，いじめの

予防・早期発見につなげている学校もある。 

 ブログ・ツイッターへの対応としてパトロールの業者

を導入し，インターネット上の監視や生徒が中心となっ

て，いじめの標語・スローガンのポスターを作成掲示し

啓蒙活動を行っている。 

 

③ 課外活動 

 ９月実施の高３基礎学力到達度テストに合わせ，学校

行事の見直しがなされた学校は多く，従来規模の充実し

た学校行事となるよう生徒会は自主的・積極的な関わり

方を示してくれた。特に文化祭は「ＮＵ祭」参加という

こともあり各付属高校との交流にもつながった。また，

文化祭が地域との交流の大きな役割を担っている学校

もある。学校行事に生徒会が積極的に関わることで一般

生徒の生徒会活動への理解が深まり，学校全体としての

生徒会活動の活性化につながっている。 

各種委員会活動においても中心となる生徒が主体的

に活動し，生徒会との協力態勢を作っていくことで委員

会活動も充実したものになっている。 

 各付属校は部活動も盛んに行われており，吹奏楽部や

ダンス部やチアリーディング部などは地域や多くのイ

ベントに参加し学校の広報的役割も果たしている。 

 ボランティア活動の一貫としてエコキャップ回収運

動を実施しているが，ＮＰＯ法人がワクチン代を寄付し

ていなかった問題発覚後，回収運動を辞めてしまった学

校も出ている。多くの学校は文化祭における募金活動，

参加団体の収益等はユニセフをはじめとする福祉団体

に寄付という形で社会貢献している。 

 
④  進路指導 

  各学校では，担任だけの進路指導にならないように，

進路指導部と学年会が連携して進路指導を行っている。

ミスマッチのない進路選択が出来るように，進路ガイダ

ンスを適正な時期に行い，「働くことの意義」「職業とは」

「大学の学部学科を知ろう」等の学ぶ計画がされている。

進路ガイダンスでは教員の指導だけでなく，外部講師の

講演や卒業生からのメッセージも取り入れ，常に進路意

識の向上を図っている。また，多くの学校で各担任が多

様化する入試制度に対応できるように進路の手引等の

マニュアルを作成している。 
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  授業評価アンケートにおける生徒自身に係る質問に

おいて，多くの学校で授業への取組姿勢は高ポイントで

あるが，「予習など必要な準備をして授業に臨んでいる」

「学んだことを忘れないように復習している」「疑問点

は自ら調べたり，先生に質問している」など，自ら進ん

で学習する意欲のポイントが低くなっている。各学校で

は，キャリア教育の充実や卒業生の講和など様々な進路

学習を行っているが，入学当初から生徒だけではなく保

護者に対しても進路に対する意識を高めて頂く取組み

など，自ら進んで学習する意欲を高める対策が今まで以

上に必要であろう。 
  日本大学への進学者の増加対策については，全ての付

属学校が取組んでいる。生徒だけでなく保護者に対する

説明会の実施やオープンキャンパスへの参加の促しな

どが行われており，成果が上がっている学校が多い。一

方，学校間の学力差や地域性などで日本大学への進学者

数が目標まで達していない学校もある。また，基礎学力

到達度テストによる新推薦制度が定着していないため，

日本大学への推薦出願をためらい，確実な他大学の指定

校推薦を受験する生徒がいるのが残念である。 
日本大学基礎学力到達度テストの時期が以前の統一

テストより早まり，ＡＯ入試や推薦入試等においても早

い段階で進路が決定する生徒が多く，進路決定後の学習

意欲が低下する生徒の対応と，進路未決定生徒への指導

が問題となっており，早急な対策が必要である。 
私学として卒業後の進路は生徒募集に大きく影響す

る。選ばれる魅力的な学校にするためにも，進路指導は

ますます重要になっている。付属高校として日本大学へ

の進学者を増やす一方，生徒の多様な進路希望に応える

ことも大切である。学校によっては，国公立大学や難関

私立大学に対応したコース（特進コース）を設置してお

り，日本大学の付属として日本大学への進学者の増加を

目指す進路指導と，他大学等希望者の進路指導のバラン

スに苦慮している様子がうかがえる。 

 

⑤  保健衛生 

学校保健法で定められている生徒の健康診断は全て

の学校で滞りなく実施されており，問題のある生徒に対

しては保護者，担任，養護教諭，学校医などと連携し適

切に対応している。教職員の健康診断もほとんどの学校

で 100％の実施率で，その結果のフォローを実施してい

る学校が多い。今後は全ての学校で実施率 100％の実現

が急務である。 
 日常の健康管理は，多くの学校でうがい，手洗いの奨

励や各部屋の入口に消毒液を設置したりマスクの配布

をしている。また，保健室だよりを発行し，健康管理や

救急処置の仕方などの情報を提供している学校も多数

ある。 
熱中症対策においては，年々，発症する生徒が増加し

ており，その対策として体育や部活動での熱中症防止マ

ニュアルの作成や，製氷機を数台設置するなどの対応を

している学校もある。今後は，このような熱中症対策が，

全ての学校で必要と思われる。 
 インフルエンザなどの感染症については各学校で予

防や感染した場合の取扱いを定め，周知している。教職

員のインフルエンザ感染予防のため，希望者に対し学校

でインフルエンザ予防接種を行い，接種率を上げている

学校もある。 
 各学校に設置されているＡＥＤ（自動体外式除細動器）

については，緊急事態が発生しても落ち着いて対処でき

るように，教職員や生徒に対しＡＥＤの使用方法や心肺

蘇生法などの研修が行われている。 
 メンタルヘルスに関する対応では，各校で相談しやす

い場所に相談室を設置するなど，利用環境に配慮してい

る。近年カウンセラーへの相談数が増加している学校が

多く，その役割はますます大きくなっている。活動内容

は生徒からの相談だけでなく保護者や教職員からの相

談，事件事故遭遇後の心のケアなど多岐にわたっており，

相談件数も増加傾向にあるため，カウンセラーの来校日

数を増やしたり常駐にしている学校もある。 
 
⑥ 図書 

図書館・図書室利用の促進や，利用環境の整備や読書

指導を取組目標としている。 
活用しやすい環境作りについては，各校において蔵書

の充実の工夫が図られており，更にデータベース化や図

書貸出，蔵書の検索システム等が導入され，管理体制も

充実してきている。  
読書指導の取組みとしては，夏・冬の長期休暇中の図

書室の開室日数を増やし，長期休暇前に全生徒に読書案

内を配布している学校や，「読書マラソン」や「多読賞

（中学校）」を設け，個人及びクラスに対して読書意欲

の増進を図っている学校もある。また，「図書館だより」

「新着案内」「推薦図書」等の配布や，「学級文庫の設置」

「ブックキャラバン開催」「下校時に玄関付近での図書

貸出」「ビブリオバトル」「朗読会」等の取組みを通じて，

読書への意識づけと蔵書の充実に役立てており，これら

の活動は生徒の読書に対する啓発及び図書委員会活動

の活性化にもつながっている。 
閲覧室の工夫としては，図書室内に「推薦図書・新着

図書コーナー」や「生徒からのリクエストカード」を設

置しているほか，読書のみならず「自習スペースの充実」

という観点にも目を向け，生徒が利用しやすい空間配置

を進めており，環境整備に当たっている。 
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図書館利用の促進という観点では，図書館を近隣住民

の会合に提供し，地域社会と連携している学校もあり，

各校の取組みに工夫がうかがえ，効果を上げている。 
 
⑦ 広報 

少子化や公立指向が高まる中，いかに受験生・保護者

に対して教育活動・学校情報・受験情報等を提供できる

かが，受験生，入学者の獲得及び安定した経営につなが

っていく。その意味で，そうした情報を外部に発信する

広報活動の役割が重要となっている。  
各校とも「学校案内」の作成に当たっては，受験生に

魅力を十分ＰＲできるよう写真や内容が工夫され，充実

化が図られている。また，「学校案内」のＷｅｂ掲載の

他，早期刊行など，広範囲な情報の周知に努めている。 
説明会等の広報活動での生徒募集に際しては，教職員

全員での広範囲な中学校訪問の展開や，「塾訪問」や「重

点エリア」を設けてのピンポイントでの広報活動を行っ

た学校もある。また，学校案内ＤＶＤを作成し，広報活

動に利用するなど，戦略的な募集活動が見られる。 
このほか，学校内での「入試学校説明会」「塾対象説

明会」や，校外で行われる「出版社・塾・予備校主催」

「地域・学校・保護者主催」「私立中高協会主催」等の

説明会も積極的に参加し，広報活動を行うことで，認知

度と教育方針の理解度を向上させ，志願者の増加及び受

験生の学力層のアップを図っている。  
Ｗｅｂ広告やポータルサイトなど，受験生・保護者の

受験校選びの情報源としての「ホームページ」の果たす

役割は年々大きくなっている。各校とも，受験生・保護

者向けにホームページのリニューアルや動画による発

信を行うなど充実を図っている。教育活動などの学校情

報を迅速に情報発信するため，更新回数の増加に努めて

いる。 
また，新聞広告・駅広告による広報活動や，併設校で

は学部との連携を魅力としてアピールしている学校や，

Ｗｅｂ出願を実施した結果，大きく受験生を伸ばした学

校もあった。  
広報活動において，各校がそれぞれ工夫をしながら，

独自の取組みを実践し，効果を上げている。 
 
⑧ 管理運営 

管理運営における取組目標は，分掌・会議・委員会及

び財政，施設・設備等である。 
分掌・会議・委員会に関しての回答では，適材適所の

分掌配置に努め，組織の連携強化により円滑な業務進行

が見られるとともに，教職員の意思疎通が図られていた。

委員会に関しては今年度の検証を行い，統廃合を含めた

見直しの必要性があると結論付けた学校もあった。 

財政に関して回答した学校では，安定した生徒募集対

策につなげるための入試制度の検証，節電への取組みに

よる経費削減や環境への取組みについての回答があり，

効果が上がっている。 
施設・設備に関しては，新校舎やグランド等の施設完

成に伴った施設の使用方法の充実に向けた取組みや，施

設設備の改修改良，用具の点検改修，ＬＥＤ化が図られ

るなど，安全面の向上がなされた学校もあった。 
また，耐震補強工事が完了した学校では，より安全安

心な教育環境が構築されている。現在新校舎建築中の学

校でも，工事期間中の教育環境と生徒の安全に配慮がな

されている。  
その他，情報科教育設備の充実として，ＩＣＴ教育や

アクティブ・ラーニングに向けて，タブレットを教職員

全員に配布し，ＩＣＴ教育の推進の方向性を持たせた学

校や，教職員の一時滞在時間超過者に対しては，産業医

との面談を当該者に通知し，実際に面談を行っている学

校や教職員の職務ワークシェアを推進している学校も

ある。  
最後に，学校組織の安定化という点では，教員の確保

において，各教科の人員構成等を考慮した上で，中長期

的な視点に基づき，新規採用・異動による採用が検討さ

れている。  
以  上 
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