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学校自己点検・評価総括 

  

本学付属高等学校・中学校・小学校では，各学校が教育活動などの学校運営の状況について

自らで点検・評価を行い，魅力ある学校づくりのため改善・改革に取り組むことを目的として，

毎年度，自己点検・評価活動を実施している。 

 

評価方法は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 

学校の組織的な取組や成果を調査・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 

全教員が，自己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 

  学校教育の中心である授業に関して，生徒からの評価を受けることにより，個々の教員の

教育力の向上，ひいては組織全体の教育の質的向上を図ることを目的として実施している。 

なお，令和２年度においては，新型コロナウイルス感染拡大の影響から，「生徒による授業

評価」は実施せず，「組織的な自己点検・評価」及び「教員個人による自己点検・評価」の２

点の評価方法により実施した。 

 

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：教育活動 

評価事項：●教育の内容，方法●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 

担当分掌：教務部 

高等学校新学習指導要領の対応については，「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授

業作りの実現に向けて，各校とも委員会などを経て完成又は次年度の早い時期の完成を目指し

ている。「総合的な探究の時間」の実施については，担当者，使用する資料，教科書や，実施す

る時間等を決定し実現している。今後その評価やシラバスについてもさらに検討を進める。 

中学校においては，2021年度が新学習指導要領の年となる。「道徳」の教科化における評価に

ついても準備を進めている。 

高大接続改革については，多くの学校で高大連携教育が新型コロナウイルス感染症の影響に

より，実施できなった。しかし、その反面これを機にＩＣＴ機器を利用したオンラインでの実

施を試みた学校の報告もある。 

ＩＣＴ機器については，新しくタブレットを導入した学校では，教員研修の実施，授業の相

互点検などを行い，教育力の向上を図った。また，新型コロナウイルス感染症の影響により，

オンライン授業の導入やオンデマンド授業用の教材研究に組織的に取り組んだ。国際交流など

も軒並み中止となったが，オンラインを利用したプログラムを実施した学校もある。 

学習については，主体的な取組，家庭学習の充実による基礎学力の向上を目指す。学内での
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自習室の利用，学習アプリを用いた弱点補強習を促している学校もある。小学校においても，

宿題などで家庭学習の習慣化ができる工夫を行い，自ら学ぶ意識を作っている。 

授業改善に向けた取組，教員の資質向上に関しては，各種研修会への参加，相互授業参観や

研究授業の実施などは，本年度は多くの学校が中止を余儀なくされている。保護者の授業参観

も中止されている。 

 

評価項目：学校生活への配慮 

評価事項：●生活指導の内容，方法●生活指導の組織体制●その他生活指導に関する事項 

担当分掌：生活指導部 

いじめ防止の取組として，日本大学作成の「いじめ防止リーフレット」を用いて，教職員研

修の実施，保護者においては，保護者会等を利用して家庭への啓もうを図っている。「いじめア

ンケート」，「学校生活アンケート」を小学校，中学校，高等学校とも年２～３回実施し，定期

的な個人面談なども行い，問題の早期発見，相談しやすい環境づくりに努めている。スクール

カウンセラーと関係教職員で情報を共有し，必要に応じて専門機関への報告，相談を実施して

いる。しかしながら，本年度は新型コロナウイルス感染症の影響により，計画していた全ての

教員研究会，保護者講演会を実施することは難しかったようである。 

ＳＮＳの利用に関連する指導としては，サイバー犯罪防止講演会やネットリテラシー講座な

どを開催し，不適切な表現，インターネット上のトラブルなどについて説明及び注意喚起をし

ている。各校ともネットパトロール等を利用して，ＳＮＳトラブル防止対策に取り組んでいる。 

通学，登下校の安全指導としては，通常の社会マナーに加え，コロナ禍での対応として，三

密の回避，マスクの着用，時差登校，スクールバスの定員の調整，電車，路線バスなど公共機

関でのマナーの指導等，注意喚起を行っている。自転車事故防止については，交通安全教室の

実施，交通安全に関したリーフレットの配布，保険加入の推進等を行っている。 

防災訓練では，地震対策，火災対策について実施している。非常食などにもアレルギーフリ

ーのものの導入なども行われている。 

  

評価項目：課外活動 

評価事項：●生徒会活動に関する事項●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 

担当分掌：生徒会指導部 

本年度は，新型コロナウイルス感染症の影響により，生徒会としての学校行事，体育祭や文

化祭，新入生歓迎会等においては，ほとんどが中止となったが，短縮実施やオンライン形式で

の実施など，工夫をしながら実施している例も見られる。 

日本大学体育大会，ＮＵ－Ｋ（関東圏内付属交流）も中止となっている。 

部活動においては，多くの大会等が中止となった。活動自体も十分な活動はできなかったが，

活動の制限などのガイドラインを作成し，保護者の承諾書等の提出により実施している。 

ボランティア活動については，委員会を作り，新型コロナウイルス感染症の制限の中でも積

極的な活動を行っている学校もある。しかしながら，近隣での清掃活動，近隣小学校の行事へ

の参加，保育園ボランティア等は，その実施が難しかったようである。 
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評価項目：進路指導 

評価事項：●進路指導の内容，方法●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 

担当分掌：進路指導部 

令和２年度は，進路指導に関して大きな変革が行われた１年であった。 

まず，高大接続改革入試が開始された。30年間続いた大学入試センター試験が廃止となり，

新たに「大学入学共通テスト」が開始され，「知識の理解の質」を問う問題や，「思考力・判断

力・表現力」を駆使して解く問題が出題された。その趣旨に基づいて，当初，国語と数学で記

述式問題が導入される予定であったが，採点基準，採点体制，採点期間等に問題があり，本年

度は見送られることとなった。さらに，英語の民間試験の採用についても様々な問題点が指摘

され，先送りされることとなった。 

入試の名称については，従来のＡＯ入試は「総合型選抜」，推薦入試は「学校推薦型選抜」，

一般入試は「一般選抜」と変更され，名称の変更に伴いその内容に関しても「知識・技能」，「思

考力・判断力・表現力」，「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」に関する評価が判

定基準に盛り込まれることとなった。 

日本大学への付属推薦入試に関しても，これらの名称変更が行われたが，基礎学力到達度テ

ストの記述式問題の採用については，令和元年度入学生から年次進行で実施されてきた。また，

記述式問題については，４月のテストでのみ実施され，令和３年度３年生９月のテストは従来

どおりマークシート方式で実施される。 

このように，本年度は入試改革の転換点になる重要な１年であったが，その一方で，新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響で，進路指導に関しては様々な変更や対応を余儀なくされた。 

まず，令和２年４月に行われる予定であった基礎学力到達テストが中止となり，２年生４月

に実施されたテストと３年生９月に実施されたテストの点数を３：７で評価し，この点数を基

にセレクションが行われた。また，日本大学への進学に限らず，一般選抜を避けて学校推薦型

選抜や総合型選抜に受験生が殺到した。これは，早めに進学先を決定したいという安全志向の

受験生・保護者の心理からであった。 

日本大学への進学者増に向けての取組についても，新型コロナウイルスの感染拡大は大きく

影響を与えた。例年，各付属校で行われている進路説明会や推薦基準説明会は，１学期に予定

されていたものは対面式からオンラインでの実施に変更され，学部訪問や大学模擬講義（出張

講義）も中止またはオンラインでの実施に切り替えられた。また，各学部で実施されるオープ

ンキャンパスについてもほとんどがオンラインでの実施となった。その一方で，日本大学への

進学率は，各校とも例年並または例年以上の数字となった。これはコロナ禍においても，各校

で進学者増に向けて様々な試みを行った結果であるとともに，一般入試の実施に不安を覚えた

受験生が推薦入試で早めに進路を決定したいという安全志向が働いた可能性もある。 

 学力向上に向けての取組としては，各種講習や校内予備校，模擬試験等も，オンラインを用

いて実施したり，家庭に持ち帰っての実施となる学校が多かった。 

キャリア教育については，適性診断，適学適職診断，夢ナビプログラム等を活用して，担任

が指導する上での参考にしたが，これらの実施についても休校期間中に自宅で ipad を利用し

て回答し，担任に結果を送るという手段を用いた学校もある。 

その一方，小学校ではコロナ禍にありながらも，生物資源科学部の施設を利用した遠足や農

場実習を行うことができた。また，同学部の教員による特別授業を実施し，普段とは異なった

目線で教科に興味を持つよう児童に働きかけ，日本大学の魅力を伝えるとともに帰属意識を高

めた。 
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ＩＣＴの活用に関して，各学校共に活用度が飛躍的に伸びた１年ではあるが，年度初めの臨

時休校期間中に「Classi」や「ロイロノート」などのオンラインサービスの利用が全国規模で

集中し，つながりにくかったりシステムがダウンしてしまったりと，ＩＣＴ担当者がトラブル

対応に追われた１年でもあった。その中でも，日本大学がいち早く Google Meet（後半から Zoom）

の包括契約を開始したため，臨時休校期間中においても，学級担任と生徒が個人面接や三者面

談を行ったり，保護者会を実施したりすることができた。また，進路説明会や推薦基準説明会

については，動画を作成して配信することにより，重要な情報を繰り返し参照できるメリット

を発揮した。特に，説明用の動画をカテゴリー別に作成（付属推薦等日本大学進学に関する動

画，大学入学共通テスト等他大学進学に関する動画，大学学費に関する動画等）し，生徒・保

護者は必要な動画だけを選択して視聴するという利便性を最大限に活用できた学校もある。 

本年度は，新型コロナウイルス感染拡大の影響で実施できなかったことも多かったが，逆に，

ＩＣＴを用いて新たな進路指導の可能性も広がった。平時に戻った際も，従来の対面式での指

導とＩＣＴを活用した指導の上手なハイブリッド形式を模索することが求められるであろう。 

 

評価項目：保健衛生 

評価事項：●保健衛生の体制●環境対策●生徒の健康管理●その他保健衛生に関する事項 

担当分掌：保健衛生部 

今年度は，新型コロナウイルス感染症対策に大きな時間とエネルギーを使うこととなり，学

校運営に大きな影響があった。各校の保健衛生部では，生徒や教職員の安全・安心を第一とし

て，新型コロナウイルス感染拡大防止策として様々な取組がなされた。具体的には下記のとお

りである。 

・次亜塩素酸ナトリウム溶液，アルコール，マイペットスプレー等を使用した校内消毒の徹底 

・生徒及び教職員の健康管理と把握（「classi」アンケートや健康調査票等の利用） 

・体調不良生徒が出た場合の報告の流れや，生徒・家族のＰＣＲ検査結果の報告の流れの整理

と周知 

・新型コロナウイルス感染疑いに係る出席停止生徒の報告書の改訂と運用 

・体調不良生徒に対する学校と家庭との相互連絡（出席停止の日数と症状の経過等について） 

・生徒登校時のサーマルカメラによる体温チェック管理 

・飛沫防止用パーテーションと机上シートの導入 

・マスクの常時着用による熱中症対策の啓もう 

・教室のこまめな換気の喚起 

・教員による昼食時教室巡回と放送による感染対策の呼びかけ 

・ポスター掲示や「保健だより」の発行を通しての健康指導や情報提供 

以上の取組の成果として，おおむねクラスター発生に至ることはなく，生徒の健康管理につ

いては各校で良好に実施できていた。さらには，インフルエンザウイルスやノロウイルス（感

染性胃腸炎）などの予防に，新型コロナウイルス感染拡大防止策が大いに役立っており，感染

症拡大を最小限度に留めることができた。 

また，例年の取組として「学校保健計画」に基づき，生徒及び全教職員の健康管理を行って

いる。年度当初には実施できなかった生徒の定期健康診断も，例年どおり受診率はほぼ100％を

達成できている。しかしながら，密を避ける教育活動の観点から，ＡＥＤ救命講習会，性に関

する講習会，避難訓練等の行事が各校で実施できず，身を守る指導への課題が多く残ってしま

った。 

新型コロナウイルス感染拡大防止への対策として，緊急事態宣言中には一斉休校が行われ，
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教育活動が再開したその後も，時差登下校の実施，部活動の中止や活動縮小，学校行事の中止

等，生徒の日常が失われていく中で，身体的・心理的不調を訴える生徒が増えた。日常生活や

学習において配慮を要する生徒が，どの学校においても増加傾向にある現状を鑑みて，生徒の

メンタルケアの充実を図ることが急務とされている。学級担任，養護教諭，スクールカウンセ

ラー，関係教員と生徒・保護者との連携をより緊密に行い，生徒の状況を早い段階で把握し，

個々のニーズに合わせた支援を提供できるよう体制を整備する必要がある。専属のカウンセラ

ーが常駐する体制を取り，協力体制の強化及び生徒対応の組織化を図っている学校もある。一

方で，保健衛生部の人員不足や，生徒相談室の配置を問題として挙げている学校があり，特に

生徒と直接対応し支援していく人員の充足については早急な対応が求められている。 

その他，特出する内容としては，学校での傷害事故の発生時には，学級担任，担当教諭，部

活動顧問を含めて連携を取り迅速な情報収集や報告が行われ，傷害事故報告一覧を作成し，教

職員会議で毎月報告を行っている学校もあった。また，産業医の協力のもと校内でのインフル

エンザ予防接種の実施により感染の拡大を防止する配慮を行っている学校もある。ＡＥＤの講

習会を教職員だけでなく，保健体育の授業において胸骨圧迫講習を実施し，危機対応能力の向

上や命の尊重教育に役立てている学校も見られた。他にも，教員への特別支援に関する研修会

参加の機会を増やすとともに，支援を必要と思われる生徒に関する情報提供を各部署で行い，

適切な対応を迅速に進める組織作りを行っている学校もある。校内美化活動が積極的に取り組

まれたり，ボランティア活動の一環としての献血活動を行ったり，その啓もうと協力活動の周

知徹底がなされている学校もあった。 

小学校では，昼休みの児童が校舎外に出る時間帯には，教員が常に見守るように努めたり，

校舎内では廊下で出合い頭の事故が起きないように，日頃から走らないように声掛けを行った

りと，中高とは異なった肌理の細かい配慮や指導を行っている。 

 以上のように，コロナ禍における学校教育が円滑に進められるようになるため，保健衛生部

が担当する範囲は多岐に渡っている。今後も新型コロナウイルス感染拡大防止策をより一層進

めつつ，生徒のメンタルサポートの必要性が高まっている現状を鑑み，保健室の充実や養護教

諭，スクールカウンセラーの配備を充実するとともに，学年団と情報共有しながらチームとし

て対応することの重要性が増している。保健衛生の視点から生徒の安全と教育現場の充実を図

っていく必要がある。 

 

評価項目：図書 

評価事項：●読書指導の体制●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 

担当分掌：図書部 

新型コロナウイルス感染症のため，十分な活動ができていない状況であるが，安心して図書

室を利用できるよう手指アルコール消毒の徹底，ソーシャルディスタンスの確保，定期的な換

気，利用者や利用時間の把握等の取組を行った。感染症対策の徹底により安心感につながり，

利用者が増加した事例もある。また，読書を推進する活動として生徒のリクエスト本を多数購

入したり，多読賞の設定，ビブリオバトル等の取組等がなされている。 

図書委員の活動については，感染症対策のため活動の制限もあったが，「カウンター係」とし

ての役割に加え，図書室の環境を整えたり，図書通信の発行やポスターの作成などコロナ禍に

おいても多岐にわたって活動を行った。 

ＩＣＴ教育の充実に伴い，生徒へタブレットを配布している学校が多く，「classi」やＳＮＳ等

を利用して図書室の広報活動を行ったり，電子図書館を開設したりした事例もある。また，探
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求学習において，図書室を有効活用してもらえるよう，各教科との協力・連携の仕方の検討を

行っている。 

蔵書管理においては，データ化は進められているものの，廃棄図書の整理などアナログの部

分での課題が残されている。司書教諭の配置について，学校司書が専任職員として任用される

ことが理想であろうが，派遣スタッフが主に選書・発注・受注・配架・蔵書管理等を行ってい

るのがここ数年の状況である。 

小学校では，付属校としてのメリットを活用し，同系列の中学校・高等学校や市の図書館か

ら調べ学習用の図書を借りられるようにした。また，１，２年の国語の授業を週１時間，図書

館で読書の時間として実施することにより，読書に親しみ，生徒の成長につなげることができ

た。 

  

評価項目：広報 

評価事項：●広報活動の組織体制●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 

担当分掌：広報部 

今年度は，新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として，令和２年３月からの全国一斉休

校をはじめ，学校関係者以外の入校禁止措置，ソーシャルディスタンスの確保，大規模イベン

トの自粛など，各付属校とも広報活動にとって困難をきたす状況の一年間であった。各校の広

報に対する自己評価は低くなると思われたが，全付属校が掲げた広報関係22項目のうち，15項

目で「Ａ」評価となっており（68.2％），昨年と比べても遜色のない高評価であった。理由とし

ては，例年のような学校に多くの受験生やその保護者を集めて行う入試・学校説明会を中止し，

オンライン説明会，Ｗｅｂ説明会，学校紹介動画のホームページへのアップ，YouTube を利用

した説明会のライブ配信，学校情報を発信する外部業者の利用など，インターネット環境を利

用した学校や入試の紹介・説明を駆使しことがあげられる。授業のオンライン化と共に，広報

活動も一気にオンライン化が進んだ一年であった。それでも受験生や保護者からは学校説明会

や学校施設見学，入試相談等への要望が多くよせられ，各付属校ともそれに応えるべくＷｅｂ

で事前予約制として人数制限を加えた説明会，少人数でのキャンパスツアー，人数を制限して

回数を増やした入試説明会，オンライン相談会など，様々な工夫によって生徒募集活動を行い，

例年と同等の説明会等への参加者を集めている。こうした努力の甲斐もあって，コロナ禍の中

で志願者数を増やすことができたとの報告が11校中８校から記載されている。 

 また，今年度は特に首都圏の付属校において塾訪問数を増やしたことで，塾を介しての志願

者数増加につながったとの報告がいくつか見られた。これまで塾を対象とした入試・学校説明

会を校内で開催する学校はあったが，さらに塾へ出向いて募集活動をすることによって，塾の

先生の進路指導に役立っており，志願者数を増やす手立てとして参考になると思われる。 

 学校の紹介については，ホームページを充実させた学校がいくつか見られた。受験生やその

保護者が，学校を知る最も多いきっかけとして挙げているのがホームページで，見やすい画面

構成，学校の教育方針や学校生活，学校行事，クラブ活動，制服，ブログなど，工夫を凝らし

たホームページによって志願者増につながったとの報告もされている。 
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評価項目：管理運営 

評価事項：●分掌・会議・委員会等の組織体制●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 

担当分掌：事務部 

分掌会議・委員会等においては，新たなプロジェクトに対応する委員会等を組織し，活発な

意見交換ができるような新たな方法を取り入れること，会議資料をＰＤＦ化して iPad を利用

したペーパーレスでの運用を促進するなど，円滑な会議・委員会の運営を行うための工夫が多

く見られた。しかし一部の学校では新カリキュラム作成について検討する委員会に，仕事が集

中する傾向があったことが報告されている。 

 施設の保全・管理については，いずれの学校で「安心・安全な施設」を確保するための整備

が行われ，特に災害に強い施設，防犯対策，交通安全，新型コロナウイルス感染症対策として

の空調・換気施設整備などが見られた。 

 財務の安定化については，将来の校舎建て替えのための財源を確保するため，経年劣化によ

る必要不可欠な最小限の修繕，冗費の節減，ゼロベース予算，財源確保のための安定的な生徒

募集など，財務の健全化のための努力が見られた。 

 教員の働き方改革については，部活動の終了時間を早めて教員の帰宅時間に配慮，新型コロ

ナウイルス感染症対策で実施できなかったが，競技スポーツ部の学生を招聘して部活の指導を

依頼することで教員の負担を減らすこと，変形労働時間制による勤務管理の徹底や教員の意識

改革等の対策が行われてきた。 

 その他，発達障害を持つ生徒のために専門カウンセラーを任用し，エゴグラムを教員・生徒・

保護者で共有する試みや，生徒の学力の三要素のうちの思考力・判断力・表現力，主体性・協

働性を測るルーブリックを検討する委員会を立ち上げて，生徒のＰＤＣＡサイクルを構築する

新たな試みも見られた。 

 

以  上  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 令和２年度 

全学自己点検・評価報告書 

―付属高等学校・中学校・小学校― 

                           

発 行 令和３年５月発行 

    日本大学 

編 集 付属高等学校評価専門委員会 

    〒102-8275 東京都千代田区九段南 4－8－24 

電話 03-5275-8427 


	1-表紙
	3-総括 
	17-奥付

