令和元年度 学校経営計画に対する中間評価報告書
石川県立金沢二水高等学校
重点目標

具体的取組

１ 学習指導：
探究型授業を推進
する。アクティブ
ラーニングの手法
を効果的に導入し
て、生徒の自主的
な学習態度を養成
する。

① 生徒が「予習→授業→復習」の
学習サイクルを確立し、主体的
に学習に取り組むようにする。

平日の家庭学習時間の平均が３時間以上である
生徒の割合が
Ａ：８０％以上
Ｂ：７０％以上
Ｃ：６０％以上
Ｄ：６０％未満
昨年度：５７．８％

② 変化の激しい社会の中で、生徒
が将来様々な問題や課題に直面
しても対応できる論理的思考力
や表現力を身につけるように授
業改善を推進する。

「授業を通して思考力が高まった」、「授業を
通して表現力が高まった」の問いに対して「あ
てはまる」と答える生徒の平均が
Ａ：５０％以上
Ｂ：４０％以上
Ｃ：３０％以上
Ｄ：３０％未満
昨年度：３１．６％

③ 授業やあらゆる学校行事の機会
を利用して、自分の意見や調べ
たことを発言・発表できる場と
雰囲気をつくり、失敗をおそれ
ずに応答や意見発表ができる生
徒の増加を図る。

「授業中に積極的に発言・発表することができ
る」と答える生徒が
Ａ：７０％以上
Ｂ：６０％以上
Ｃ：５０％以上
Ｄ：５０％未満
昨年度：４８．６％

④ 探究型授業の基盤となる豊かな
知識を身につけるため、生徒の
読書活動を推進する。また、二
水版ビブリオバトル（競技スタ
イルの書評プレゼン大会）を充
実させることにより、的確な発
信力の育成にも一層努める。

図書の貸し出し冊数が
Ａ：3,000冊以上 Ｂ：2,800冊以上
Ｃ：2,600冊以上 Ｄ：2,600冊未満
昨年度：2,916冊

学校関係者評価委員会の評価
学校関係者評価委員会の評価結
果を踏まえた今後の改善方策

実現状況の達成度判断基準

集 計 結 果（カッコ内昨年同時期結果）
７月 生徒アンケート結果
よく･おおむねあてはまると答えた割合
１年生：４７.５％ （４５.５％）
２年生：３３.２％ （４６.４％）
３年生：８３.２％ （８２.１％）
全 体：５４.６％ （５７.９％）
【達成度Ｄ】
７月 生徒による授業評価結果
「あてはまる」と答えた割合
思考力が高まった：３６.１％
（３２.６％）
表現力が高まった：３１.１％
（２７.１％）
平 均：３３.６％
（２９.９％）
【達成度Ｃ】
７月 生徒アンケート結果
よくあてはまる
：１１.６％
（１２.０％）
おおむねあてはまる：３６.１％
（３６.２％）
合 計：４７.７％
（４８.２％）
【達成度Ｄ】
７月末時点 図書の貸し出し冊数
２,１８２冊
(１,４７５冊)
【達成度Ａ】

分析（成果と課題）及び後期の扱い（改善策等）
・昨年同期より3.3ポイント減少した。３年生は1.1ポイント、
１年生が2.0ポイントの上昇であったが、２年生が13.2ポイ
ントも減少した。例年、２年次で落ち込む傾向にはあるが、
１年次の同期より12.3ポイントも減少している。
・今後は、朝学習や昼休み等の「すきま時間」の活用をさらに
進めるともに、学習の質的向上を目指す必要がある。
・昨年同期より3.7ポイント上昇した。例年のように、思考力
より表現力が約５ポイント低い傾向は変わっていない。
・学年別では、１年生：34.5%(昨年同期30.5.%)､２年生：31.5
%(同26.1%)、３年生34.6%(同32.7%)であり、全学年とも上昇
している。
・「思考力」及び「表現力」はどの教科でも共通に必要な能力
である。引き続き、あらゆる場面を通して高めていく。

・昨年同期より0.5ポイント減少し、ここ数年間の上昇傾向に
歯止めがかかった。
・ＡＬを取り入れた授業や総合的な学習の時間における課題探
究の研究発表など、授業中での発言の機会は増加している。
しかしながら、自主的にかつ積極的な発言となると少なくな
ってしまう。授業での一層の工夫が必要である。

・今年度も昨年度に引き続き、授業利用時には、事前にテーマ等
を聞き、県立図書館の図書も借り受け、調べ学習が効果的にな
るよう努めている。また、特設コーナーの設置、手づくりポッ
プの作成等も継続して実施した。読書週間中は、生徒自身の選
書による一斉読書も実施した。
・貸出冊数は、昨年度同時期より 47.9％増加した（１年 40.3％
増、２年 51.1％増、３年 67.9％増）。年度の後半は、二水版
ビブリオバトル大会等を通して、読書活動を一層推進してい
きたい。

・家庭学習時間の目標３時間の達成に向けて、生徒に対する指導やアドバイスを適切に行っていく必要がある。
・記憶の定着には睡眠も重要であると聞く。健康面からも睡眠時間の指導もあってよいのではないか。
・生徒の積極的な発言を引き出すため、教員のファシリテーションの研修も必要ではないか。
・自宅での学習だけでなく、放課後や休み時間、登下校時など、隙間時間を活用した学習時間の確保について指導を継続。
・基本的な生活習慣の確立は重要と考えており生徒指導面での取り組みを行っているが、保健指導とも併せて引き続き取り組んでいく。
・校内での研修や、外部研修へ派遣した教員による還元研修などを行っており、今後も必要な研修を行っていく。

重点目標
進学指導：
保護者との連携を
深め、高い進路目
標を強い意志を持
って実現する生徒
を育成する。

具体的取組

実現状況の達成度判断基準

集 計 結 果（カッコ内昨年同時期結果）

分析（成果と課題）及び後期の扱い（改善策等）

① 担任面談、学年集会、進路講演
会、進路説明会等で、積極的に
情報を提供することによって、
より高い志望を掲げ、その志望
を貫ける生徒を育てる。

３年生の９月段階で難関大・金大を志望する生
徒の割合が
Ａ：６５％以上
Ｂ：６０％以上
Ｃ：５５％以上
Ｄ：５５％未満
（今年度新規基準）

９月初旬に志望校調査を実施予定
（２５０名 全体の６３.５％）
【達成度 】

９月初旬に志望校調査を実施予定

② 進路検討会や日常の情報交換を
通じて、授業や部活動で関係す
る生徒の成績を把握し、進路志
望について助言に努める。

「授業を受け持つ生徒や顧問をしている部の生
徒の成績を把握し、進路志望についての助言に
努めているか」の問いに対して、「よくあては
まる」または「おおむねあてはまる」と答える
教員の割合が
Ａ：９０％以上
昨年度
Ｂ：８０％以上
よ
く：３１．４％
Ｃ：７０％以上
おおむね：５１．４％
Ｄ：７０％未満
合
計：８２．８％

７月 教職員アンケート結果
よくあてはまる
：３０.０％
（３３.８％）
おおむねあてはまる：５２.９％
（４５.１％）
合計：８２.９％
（７８.９％）
【達成度Ｂ】

・
「よく」の割合は昨年同期に比べやや減少しているが、
「おお
むね」の割合は増加したため､「合計」は4.0ポイント増加し
た。
・今後も、生徒の志望状況の変化が把握できるよう、進路希望
調査や模試ごとに、生徒の成績や志望校の閲覧資料等、情報
提供を行いたい。
・進路検討会での協議などを踏まえ、進路志望について、助言
できるように、日常の情報交換と共有をさらに進め、多面的
な指導体制をつくって行きたい。

③ 保護者懇談や保護者対象の進路
説明会、生徒への面談をとおし
て、生徒の進路に関して保護者
と緊密な情報交換を行い、信頼
関係を築く。

「本校の進路指導や保護者への情報提供は適切 ７月 保護者アンケート結果
であるか」の問いに対して「よくあてはまる」ま よくあてはまる
：１５.０％
たは「おおむねあてはまる」と答える保護者の割
（１３.６％）
合が
おおむねあてはまる：６３.６％
Ａ：９０％以上
昨年度
（６７.２％）
Ｂ：８０％以上
よ
く：１９．２％
合計：７８.６％
Ｃ：７０％以上
おおむね：６２．３％
（８０.８％）
Ｄ：７０％未満
合
計：８１．５％
【達成度Ｃ】

④ 担任面談、学年集会、進路講演
会、進路説明会等で目標達成に
向けての生徒の取り組みを評価
し、意欲を高めるとともに、入
試対策を充実させることにより
進路実績の向上を図る。

現役合格者数が
Ａ：金大が８０以上かつ難関大が３０以上
Ｂ：金大が８０以上かつ難関大が３０未満
Ｃ：金大が８０未満かつ難関大が３０以上
Ｄ：金大が８０未満かつ難関大が３０未満
（今年度新規基準）

・
「よく」の割合は昨年同期に比べやや増加しているが、
「おお
むね」の割合は減少し、
「合計」は2.2ポイント減少した。
・３年生に対しては受験に向けた面談および懇談を丁寧に行っ
ていき、信頼関係を深めたい。
・２年生、１年生に対しては入試制度の変更について、進路説
明会､保護者懇談などをとおして的確な情報提供に努めたい｡
なお、１年生には文理選択の説明もしっかりと行いたい。
・スケジュールノートも情報を記録、伝達する手段の一つとして
活用を進めたい。

学校関係者評価委員会の評価

・進路指導や進路の情報提供について、生徒に比べ保護者の満足度が低いようであり、分析やその対応も大切。

学校関係者評価委員会の評価結
果を踏まえた今後の改善方策

・大学入試改革の過渡期であり実際に定まっていない部分もある。ニュース等での断片的な情報もあり不安に思っている保護者が多いようであり、学校として情報収集に努めるとと
もに、保護者懇談会や保護者向け進路説明会など、様々な機会を通じて適切な情報提供を行っていく。

重点目標

具体的取組

実現状況の達成度判断基準

３ 生徒指導･部活動：
人間形成に主眼を
おいた生徒指導を
行い、進学校にふ
さわしい部活動を
追求する。

① 効率的な部活動による生徒の学
習時間の確保や、学習環境の整
備に努めるとともに、部員が主
体的に活動する指導を工夫し、
技能や成績を向上させる。部活
動で得た自信を勉学につなげ真
の文武両道を目指す。

①

勉強と部活動の両立ができている」と答え ① ７月 生徒アンケート結果
る割合が
よく･おおむねあてはまると答えた割合
Ａ：８０％以上
Ｂ：７０％以上
１年：８０.４％ ２年：７２.５％
Ｃ：６０％以上
Ｄ：６０％未満
（７２.４％）
（６５.５％）
昨年度：７３．３％
３年：７９.４％ 全体：７７.４％
① 高校総体の学校順位が
（８０.９％）
（７２.９％）
Ａ： ８ 位以上
Ｂ：１０位以上
【達成度Ｂ】
Ｃ：１２位以上
Ｄ：１３位以下
② 年度成績は冬季競技終了後に確定
昨年度：１４位

・１・３年生と比べ、２年生の落ち込みが気になる。県総体後
に退部者が出ていることを踏まえ、実態を把握し、顧問や学
年団と対応を検討したい。

② 生徒が挨拶を自ら積極的に行う
よう、教職員が一致した指導を
行い、生徒の自覚を高める。

「挨拶はしっかり行っている」と答える生徒が
Ａ：６０％以上
Ｂ：４０％以上
Ｃ：２０％以上
Ｄ：２０％未満
昨年度：３３．８％

・昨年同時期より、すべての学年で数値が大きく増加した。
・生徒会のあいさつ運動や，部活動での指導により、生徒の自
覚がより高まった。

③ 本校の「いじめ防止基本方針」
に基づき、いじめアンケート、
個人面談・保護者懇談や学校行
事等の取り組みを堅実に実施す
ることで、いじめの発生を防
ぐ。

「十分取り組んでいる」と「取り組んでいる」
の割合が
Ａ：９５％以上
Ｂ：９０％以上
Ｃ：７５％以上
Ｄ：７５％未満
昨年度：９８．５％

④ 日頃からの生徒観察をとおして
気づいたことを見過ごさず、学
校全体が連携して、心身の調和
を基盤とした生徒の人間形成を
図る。

「担任・教育相談室・保健室等と連携し、問題
（悩み）等を抱える生徒の早期発見・早期解決
に努めているか」の問いに対して「よくあては
まる」「おおむねあてはまる」と答える教員の
割合が
Ａ：９０％以上
Ｂ：８０％以上
Ｃ：５０％以上
Ｄ：５０％未満
昨年度：９４．３％

保健室の外科的利用の件数が、
④ 部顧問や保健体育科等と連携
し、生徒自身がけがの予防(熱中
Ａ：４００件未満 Ｂ：５００件未満
症予防含)、傷病時の対応等(Ａ
Ｃ：６００件未満 Ｄ：６００件以上
ＥＤ講習、応急処置等)ができる
昨年度：４７３件
よう指導を行い、自己管理能力
を高める。

集 計 結 果（カッコ内昨年同時期結果）

７月 生徒アンケート結果
よくあてはまると答えた割合
１年：４９.５％ ２年：３７.３％
（３９.３％）
（３２.５％）
３年：４３.９％ 全体：４３.６％
（３７.３％）
（３６.４％）
【達成度Ｂ】
７月 教職員アンケート結果
十分取り組んでいる：５７.１％
(４０．８％)
取り組んでいる
：４０.０％
（４０．０％）
合 計：９７.１％
【達成度Ａ】
７月 教職員アンケート結果
よくあてはまる
：４０.０％
（４７．９％）
おおむねあてはまる：５０．０％
（４３．７％）
合計：９０.０％（９１.６
）
【達成度Ａ】
７月時点 外科的利用件数（４～７月）
１３５件
（１８８件）
【達成度Ａ】

分析（成果と課題）及び後期の扱い（改善策等）

・今年度も、学年団の迅速な面談等で、いじめにつながりかね
ない人間関係トラブルを把握し、その後の指導・観察等に役
立てることができている。今後も継続して取り組んでいきた
い。

・配慮の必要な生徒について、関係者との連絡を定期的に、又
必要に応じてすみやかに実施し、共通理解を図ることができ
た。
・悩みや問題を抱える生徒について、関係職員と共有し、組織
的に支援していく体制を継続していきたい。

・今年度は、陸上大会が実施されなかったこともあり、５月の
けが人数が減少した。
・体育の準備体操・補強運動を例年以上に正確に実施している
ことが、ケガ予防に繋がっていると考えられる。
・２学期以降も、部顧問・体育科と連携しケガ予防に努め、保
健室来室時の機会を通して保健指導も行っていきたい。

学校関係者評価委員会の評価

・発達障害や性的マイノリティーの問題などへの対応も必要な時代となっている。スクールカウンセラーの活用や教員の研修会などをしっかり行う必要がある。

学校関係者評価委員会の評価結
果を踏まえた今後の改善方策

・発達障害なについて研修により理解を深めるよう継続して取り組んできている。また、スクールカウンセラーと連携しながら支援が必要な生徒への対応にあたっている。今後もこの
取り組みを継続していく。

重点目標
４ 教職員が常に改革意
識を持って業務の効
率化をはかり、より
よい教育活動を追求
する。

具体的取組
会議運営や文書作成のさらなる
効率化を行い、また、ICTスキル
アップや業務の優先順付け等を
通して、教職員の業務効率化の
意識を醸成する。

実現状況の達成度判断基準
「生徒と向き合う時間の確保に努めている。」
の問いに対して「よくあてはまる」と答える教
員の割合が,
Ａ：８０％以上
Ｂ：６０％以上
Ｃ：４０％以上
Ｄ：４０％未満
昨年度４１．４％

集 計 結 果（カッコ内昨年同時期結果）
７月 教職員アンケート結果
よくあてはまる
：４０.０％
おおむねあてはまる：５０.０％
合計：９０.０％
【達成度Ｃ】

分析（成果と課題）及び後期の扱い（改善策等）
・昨年同時期より10ポイント以上向上しており、おおむねあて
はまるという肯定的な回答を含めると９０％の教員が生徒と
向きあう時間確保に対する意識を持てている。
・今後さらに業務改善やタイムマネジメントに努め、教職員が
生徒理解を基盤とした教育活動を行うため、生徒と向き合う
時間を確保するよう指導していく。

学校関係者評価委員会の評価

・様々な問題に対応するための研修や受験指導など多岐にわたる力をつけるためには、教員の多忙化を改善することは難しいのではないか。

学校関係者評価委員会の評価結
果を踏まえた今後の改善方策

・多忙化の改善に向け、業務の効率化やメリハリをつけた職務や指導を心がけるよう意識改革に取り組んでいく。

