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平成３０年度 伊那西高等学校 学校自己評価表

建学の精神

うつくしく生きる
今年の重点目標

高松学園初代理事長である髙松了秀は、真宗の教育を実現すべく、「新しい時代にふさわしい教
養豊かな女性を、伝統の念仏の心をもとに育てたい」という願いのもと、学校法人高松学園を創 １．指導方法の研究開発と効果的な学習活動（学習）
設した。本学園では、この願いを「うつくしく生きる」ということばで表現し、建学の精神とし ・ ICT 教育およびアクティブラーニングを充実させ、先進的な学習方法を確立させる。
ている。 ・生徒の学力を把握し、効果的な学習指導を行うことで、学力の定着と向上を図る。

・１００％の進路実現
「うつくしく生きる」には、「うつくしい生き方」「うつくしい世界」というものがあることに

気づかないといけない。そして、私自身が「うつくしい生き方」をしておらず、また、「うつくし ２．特別活動のあり方の再構築（クラブ）
い世界」を生きていないということに気づくことが必要である。 ・計画性があり、目標や課題を明確にした活動にする。
「うつくしい生き方」や「うつくしい世界」を求め続けていく生活の中で、「うつくしい生き方」 ・地域との連携を深め、地域に理解される学校作りを行う。

や「うつくしい世界」にたどり着くことができるのだ。したがって、「うつくしく生きる」とは、
手段ではなく、結果である。「うつくしく生きる」ことを手段とすると、かえって醜い生き方をし ３．高校生らしさと自己肯定感の確立（生徒指導）
てしまうことになる。 ・生徒理解を深め、教育相談体制を充実させる。

・「清潔感」を大切にし、「伊那西高等学校」の生徒であることに誇りの持てる
私たちは、それぞれが異なる存在であり、それゆえにそれぞれが尊い存在である。そして、そ 学校を維持する。

の違いを認め合い尊重し合うことが大切である。
私たちが考え得ることは、私たちが知っている世界のほんの一部である。しかし、自分が考え ４．教員力の強化（教員研修）

得る、あるいは、自分が知り得る事柄を真実のように考えてしまっている。 ・生徒のために何が必要か、生徒のために何ができるかを大切にする職員集団を形成する。
真実の世界は、私たちが考え得るもっと先の、もっと奥深いところにある。 ・自己研鑽に努め、「～ができる」教員になる
私たちは、自分の人生の意義を自分で見つけることはできない。周りの願いに応えることで見 ・一人一人が「伊那西高等学校」のあるべき姿について考え、自分の果たすべき役割を

出していくしかない存在である。周りに願われ、待たれ、それに応えようとすることにより、私 意識し、毎日の活動を行う。
自身が育てられ、うつくしい世界に導かれるのである。 ・生徒が目標とできるような「大人」「社会人」でありたい。

教育方針 ５．学校改革
・コース制度を見直し、可視的で魅力のある学校作りをする。

１．こころの教育を大切にします。 ・入試方法を見直し、実際的で効果的な入試方法を策定する。
私たち一人ひとりは、それぞれが「青い花」「黄色い花」「赤い花」「白い花」である。そして

それぞれが、「青い光」「黄色い光」「赤い光」「白い光」を放っている。そのどの光も素晴らし
い。私が尊い存在であると同時に、周りの人たちもみな尊い存在であることを大切にしよう。

２．こころ豊かな女性を育てます。
女性の地位は、一昔前に比べるととても向上した。仕事の種類も領域も広がってきている。こ

のことは歓迎すべきことである。しかし、大切なことは女性の男性化でもユニセックス化でもな
い。女子校で学ぶ意味を理解し、女性が社会で活躍する時代だからこそ大切になってくる女性が
本来持つ能力や特性を磨いていこう。

３．あたりまえなことをあたりまえに
「身だしなみ」「あいさつ」「掃除」を大切に考えている。それは、どの時代においても普遍

的に大切にされることであるからである。このこと自体が、高く評価されたり、利益をもたらすと
いうものではないが、あたりまえなことがあたりまえにできる生活を積み重ねていこう。

中長期的目標

教育方針に則り、地域に信頼され、生徒一人ひとりが輝ける学校をつくろう。
１．生徒一人ひとりが、本校生徒であることに対し誇りを持ち、自己肯定ができるようにする。
２．生徒一人ひとりが、それぞれの目標を持ち、自己実現ができるようにする。
３．「伊那西高等学校」の特徴作りをし、「入学したい学校」を創り上げる。
４．「伊那西高等学校の特徴」に合わせ、施設・設備の充実を図る。
５．地域の信頼を高め、地域における本校の位置を確立させる。

中長期的目標を具現化するための具体的到達目標

① 建学の精神に基づき、心の教育を大切にする。
② 高校生らしさ、清潔感を大切にする学校であり続ける。
③ 自分の居場所や自分自身を大切に考えられる毎日を構築する。
④ 授業を大切にし、生徒が努力と満足ができるようにする。
⑤ 教員同士あるいは家庭との連携を密に取り、皆で一人の生徒を育てていくという姿勢を持つ。
⑥ 生徒と教師が常に一緒に活動し、相互理解の中で共通の目標を持つ。
⑦ 生徒の基礎学力の定着と上級学校への入学試験あるいは就職試験に対する実践力を養う。
⑧ クラブ活動の充実を図り、生徒が達成感とさらなる目標が持てるようにする。
⑨ 地域との恒常的な関わりを大切にし、地域の学校としての地位を確実なものとする。。
⑩ 新しい教育課程への移行にあたり、本校の現状と特長が生かされる内容を目指す。
⑪ 教員研修を積極的に行い、生徒への還元をはかる。
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今年度の重点目標に基づく具体的な施策及び留意点

１．指導方法の研究開発と効果的な学習活動

具体的な施策 留 意 点 評価 実施内容及び反省点 来年度への課題

① ＩＣＴ教育、アクティブラーニングの充 ・教科内で、教材研究や研究授業を行う。 ・研究授業（ＩＣＴ、ＡＬ）の実施 ・多くの事柄を実施できたことは良かった
実 ・他教科に学ぶ機会を持つ。 ・電子黒板、ホワイトボードの活用 が、それに伴って教員の負担が増えてし
・「学び直し」の充実 ・他校の取り組みに学ぶ。（特別支援先進校、中学 ・Classi の活用 まっている。
・基礎学力の定着 校、進学実績の急成長校など） 基礎力診断テストの直前学習 また、実施内容に不徹底があったり、検
・「わかる」「楽しい」授業 Web テストの配信 証が充分に行えないこともあり、成果が
・「振り返り」を大切にする A 学習記録 上がっていない、あるいは、成果を教員
・家庭学習の定着 生徒カルテを利用した面談 間で共有できない部分もある。
・生徒の学力の把握とそれに基づく教育 ポートフォリオの蓄積 内容の精査を行うとともに、実施の徹底、

方法の研究 ・授業アンケート 教員間の成果の共有を行っていきたい。
・授業見学週間
・テスト前補習・テスト前ドリルの実施
・長期休業前の課題一覧の作成

② シラバスの利用と検証 ・常にシラバスに照らした授業の展開。 ・年度初めにシラバスを作成し、学期毎に ・シラバスの内容の点検、授業の進行状況
・反省点を次に活かす。 検証を行い、部分的に修正した。 のチェックを念入りに行いたい。

A ・生徒にシラバスを示すことで、生徒から
のチェックを受けられる体制を作りた
い。

③ 受験に対応できる学力の充実 ・指導方法の研究。 ・模擬試験の結果検討会を実施。 ・生徒及び家庭の希望を尊重しつつも、学
・模擬試験を効果的に取り扱う。 ・各種研修への参加。 校としてもう一歩踏み込んだ進路指導を
・学力の伸長の様子を把握し、指導内容と指導方法 B ・それぞれの学校や企業の特性と希望する 行っていきたい。

を見直しながら進める。 生徒像などを研究し、適切な進路指導を
・生徒の個性に合った学校・企業選択、入試・受験 行った。

方法選択を徹底させる。

④ 高大連携 ・姉妹校、関連学校に対する理解を深めることによ ・飯田女子短期大学（３年生） ・２年生の大学講座について、講義内容に
り、建学の精神の再確認する。 A ・大谷大学・愛知文教大学・清泉女学院大 より、広く生徒が受講できるような方法

・専門的な講義を受けることで、教養を高める。 学（２年生） を検討したい。
・多様な学問分野(職業分野)があることに気付き、

進路選択の幅を広げる。

⑤ 新カリキュラムの構築 ・動向を見極めながら、本校としてのあり方を模索 B ・英数国の３教科について、「高校生のた ・スピーキング、聞き取り問題、記述式問
する。 めの学びの基礎診断」対策の授業を、週 題など、「高校生のための学びの基礎診

１単位実施した。 断」の形式にあわせた授業を組み入れた
い。

⑥ 生徒の進路志望に応える ・進路指導の充実を図り、適切な進路へ適切な方法 A ・インターンシップを実施し、生徒の希望 ・特別な事情を抱える生徒に対する対応の
（１００％の進路実現） で進めるように指導する。 と特性に合わせた指導ができた。 模索。

・おもに進学コースの生徒の進路検討を実 ・担任主導の進路指導になりがちなので、
施した。 係の関わりを検討したい。

２．特別活動のあり方の再構築 評価 実施内容及び反省点 来年度への課題

① クラブ活動の適切な運営 ・クラブの独自性を大切にしながらも「開かれたク ・研修会の実施 ・クラブ活動の成果が、生徒募集につなが
・到達目標が明確であり計画性のある指 ラブ活動」であることを大切にする。 ・それぞれのクラブが、そのクラブの特性 るためにはどんな工夫ができるのかを模

導 ・これまでのクラブの成果を大切にしながら、次の A に応じて、精一杯の取り組みを、大きな 索したい。
・過程と結果を大切にした指導 ステージを見据えた活動とする。 成果を挙げた。
・生徒が自己発見と自己肯定ができる指 ・生徒の成長の場としての特別活動である。 ・生徒の人間的な成長に寄与できるクラブ

導 活動が行えた。

② リーダーとしての生徒会 ・行事運営に重視することのない生徒会のあり方を B ・あらゆる行事を、成功の裡に終えること ・新しい一歩が感じられる生徒活動とした
模索する。 ができた。 い。

③ 地域との連携 ・地域が何を望んでいるかを模索し、恒常的に地域 ・地域からも多くの招聘をいただき、とも ・より一層地域からの理解が深まる活動を
と関わりを持った活動を行う。 A に取り組む機会が多く持てた。 行いたい。

・「伊那西高等学校の良さ」が伝わる活動。
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３．高校生らしさと自己肯定感の確立 評価 実施内容及び反省点 来年度への課題

① 伊那西高等学校の伝統（あいさつ・身だ ・「縛られ感」や「やらされ感」を持たずに生徒が ・新入生が本校の生活に慣れ、肯定的な捉 ・生徒一人ひとりに対して、根気よく指導
しなみ・清掃）の徹底 実践できる。 A え方ができるようになった。一方、精神 していくことを心掛けたい。

・自分のためばかりではなく、周りの人のために何 的に幼い生徒も多く、徹底できない面も ・やらされているのではなく、生徒自らが
かができる自分でありたい。 あった。 やっているという評価ができるようにし

たい。
・教員間の温度差をなくし、すべての教員

が同じ価値観と行動力を持てるようにし
たい。

② 生徒一人一人に寄り添った指導 ・「面倒見のいい学校」を継続させる。 ・教員間、あるいは、保護者との連携を大 ・現在の家庭環境、生育環境などを学び、
・教育相談体制の充実 切しながら進めることができた。 その中から教育の現代的な問題点を探る
・いつも生徒と一緒に活動する。 A ・各学年、数名ずつの転休退学者を出して ことで、生徒指導のあり方を考えるよう
・教員間の連携をきちんと取る。 しまった。 にしたい。
・家庭との連絡を緊密に取る。
・休転退学を減らし、９５％以上の卒業を目指す。

③ 生徒並びに保護者が安心して通える（通 ・「保護者アンケート」の継続的実施。 ・保護者アンケートの実施 ・生徒が「相談できる教員が必ずひとりは
わせられる）学校作り ・ＰＴＳ（仮称）の検討と実施。 A ・体罰・セクハラに関するアンケートの実 いる」という体制を作り、早期に問題発

・体罰・いじめの根絶。 施 見・改善ができる体制作りをしたい。
・スクールカウンセラーとの連携。

４．教員力の強化 評価 実施内容及び反省点 来年度への課題

① 教員間の協調と研鑽 ・一人一人が「伊那西高等学校」のために何ができ ・教員研修の実施 ・教員間での話し合いの機会を増やし、「生
るか。 徒のために私は何ができるか」を大切に

・伊那西高等学校の職員であることに対する責任と B した教員集団としたい。
誇り。

・互いが尊敬しあい、協力し合える職員集団を作り
上げる。

② 少し先の「伊那西高等学校」を見据える ・上伊那という地域の特性や風土、環境の中で必要 ・「学校改革」の分掌を設け、話し合いを ・公立高校の再編、少子化、生徒の多様化
とされる高等学校の姿を探る。 重ねた。 などの状況を見極めながら、さらなる検

・これまでの「伊那西高等学校」を振り返り尊重す B 討を加えていきたい。
ると同時に、次のステージを見据える。

・「自分たちの学校」という意識を持つ中で、その
どの部分について自分が貢献できるかを考え、
そのためには今何をすべきかを模索する。

③ 職業意識を持った教員集団 ・教員として、あるいは社会人としてモラルを大切 ・勤務規定、労働条件の確認を行ない、そ ・「働き方改革」が喧伝される中、教員一
にした行動をとる。 B の遵守を呼び掛けた。 人ひとりの良識に任せるのではなく、管理

・常に学び続ける姿勢を持つ。 職主導による改革が必要であると考える。
・「勤務規定」「労働条件」をしっかり理解し、適

切な労働を行う。

５．学校改革 評価 実施内容及び反省点 来年度への課題

① コース制の見直し ・可視性の高いコースの名称とそれに見合ったカリ ・「学校改革」の分掌を設け、１年間にわ ・他校の例に学び、新しい方向性を見出し
キュラムや指導方法を模索する。 C たって話し合いを重ねたが、指針を作成 たい。

・中学生あるいは上伊那のニーズに見合ったコース することができなかった。
の策定。

② 入試方法の見直し ・安定的な生徒数確保と同時に、中学生が希望を持 B ・入試方法の一部改定 ・今年度入試の結果を踏まえ、来年度入試
って入学できるような入試方法を構築する。 について検討したい。

③ 本校の位置づけの見直し ・上伊那における本校の存在価値を見直し、地域に B ・諸事情を抱える中で、なかなか方向性を ・周囲の状況を見極めつつ、引き続き検討
とって必要不可欠な学校像を創り上げる。 見出すことができなかった。 を続けたい。


