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青森県立八戸高等学校

校舎

令和　４年　１２月　２１日（　水　）

令和　５年　　２月　２７日（　月　）

1

2

3

4

番号 （6）具体的方策 （7）具体的方策による目標の達成状況
（8）目標
の達成度

１　授業の徹底（授業第一）

各担当者が創意工夫を凝らして、質の高
い授業を実施している。基本的な学習習
慣と高い学力が身につくよう、面談等も
適宜実施している。 Ａ

ICT機器を利用する授業が増え、効率
性や発展性が増した一方で、提示資料
の見やすさや提示のタイミング、資料
の共有など、ICT機器ならではの課題
が発生した。課題を整理し、来年度の
授業実践に生かしたい。

２　新学習指導要領に向けた
授業改善

今年度の研究授業のテーマを、教科横断
型授業またはICTを活用した授業とし
て、各教科が意欲的に授業実践した。教
科横断型授業については、資質・能力
ベースの教科横断型授業についての意思
統一が十分だったとは言い難い。

Ｂ

本校のスクールミッション、カリキュ
ラムポリシーを踏まえて、全教科を通
じて本校が育成したいと考える資質能
力の向上を図る、資質・能力ベースの
教科横断型授業について、年度始めの
職員会議や教育課程委員会等を通じ
て、早期に目線あわせをしていきた
い。

１　「掃除・挨拶・５分前」
の徹底

全学年とも学年の目標の一つに挙げ、教
職員一丸となって指導を徹底、継続して
いる。 Ａ

登校時に指導をしていると、元気な挨
拶ができる生徒がまだまだ少ないと感
じる。今後も継続して指導に取り組み
たい。

確かな学力を育む
（学習指導）

2
豊かな心を育む
（生徒指導等）

全日制の課程

（5）評価項目

（4）結果の公表 ホームページで公表する

（様式１）

学 校 名

自己評価実施日

学校関係者評価実施日

（2）現状と課題

令和４年度　学校評価結果報告書（高等学校用）

確かな学力を育む（学習指導）

豊かな心を育む（生徒指導等）

志の実現を支援する（進路指導）
（3）重点目標

開かれた学校づくりを推進する（外部との連携）

（1）学校教育目標

（9）-イ　学校関係者評価委員会の構成

学校整理番号

訪問時にしっかりと挨拶してくれ
る生徒が多く感心している。

生徒に時間を与え、生徒自らが自分に必要な学習を見出し、それに取り組む「新スタイル」への転換を目指してきたが、少し
ずつその仕組みが浸透してきた一方で、教員が多くの課題を課し、生徒がそれに対応できずに苦しむ場面が見られる。教員
がバランスやメリハリを考慮しながら、指導の新スタイルを確立するよう促す必要がある。

大学関係者　　　１名
民間企業代表者　１名
元県立学校校長　１名
保護者代表者　　１名

教育基本法の精神に則り、生徒一人一人の個性と能力を見つめながら、その将来を洞察した取組の実践
○「高い志」と「切り拓く力」････八高のよき伝統、校風のもと、高い志をもち知・徳・体の調和のとれた心身とも
に逞しい人間の育成
○「学び」の充実････「主体的・対話的で深い学び」を踏まえ、学業や部活動等において自ら考え行動するととも
に、協働して探究する力の育成

（9）-ア　学校関係者からの意見・
要望・評価等

自　　　己　　　評　　　価 学校関係者評価

（10）次年度への課題と改善策

保護者も含め、学校の学習指導に
対しては大多数が満足している。
さらなる向上を目指して欲しい。

1
教科横断は焦らず、年数をかけて
少しずつ実らせるつもりで臨んで
欲しい。



２　一人一人に寄り添った教
育相談

いじめ問題・特別支援等教育相談委員会
を定期的に開催して配慮や注意を要する
生徒についての情報共有に努めたほか、
いじめアンケートを年に３回行い、早期
発見・早期対応に努めた。

Ａ

本来多感な年代である上に、学習面で
目標を見失ったり、挫折感を感じる生
徒が少なからずいるので、今後もカウ
ンセリングマインドをもって、早期、
丁寧、誠実を心がけて対応したい。

３　学校行事・特別活動等で
の自己の伸長

修学旅行、文化祭、卒業式での校歌斉唱
等、コロナに適切に対応しながら、全て
の学校行事に十分に取り組ませることが
でき、人間性の成長に資することができ
た。

Ａ

コロナウイルス感染症に関わる制限緩
和とともに、生徒が外部で活動する機
会の増加が予想される。特別活動は生
徒の成長のための絶好の機会と捉え、
学習活動以外の校内外の活動への参加
を呼びかけていきたい。

４　部活動の両立と学業との
両立

部活動や生徒会活動については生徒の健
康と安全を第一とし、限られた時間、活
動場所、環境の中で取り組んだ。

Ａ

部活動指導に熱心な先生ほど、指導に
時間をとられて多忙化を悪化させてし
まう。紙ベースでの連絡のタブレット
配信、活動日と休養日の設定など、県
教委のガイドラインに従いながら、適
切に実施したい。

５　読書活動の推進

全教員が課題図書を推薦する、全教員、
全生徒による校内読書感想文コンクール
を継続して実施している。１学年の総合
的な探究の時間においてビブリオバトル
を実施した。

Ａ

生徒が読書に取り組むのがコンクール
やビブリオバトルの時期だけで終わら
ず、日常的に読書に親しめるような啓
発活動を続けていきたい。

１　３年間を見通した進路指
導計画と実践

３年間を見通した進路指導計画に従い、
校内模試、外部模試の活用や、難関大
学、医学科志望者のためのプログラムな
ど、体系的、組織的、継続的な指導を
行っている。 Ａ

全ての生徒が各々の進路希望を達成で
きるよう、進路指導部と各学年の活動
を学校全体でバックアップしていきた
い。また、進学校として期待されてい
る使命を果たすことができるよう、今
後とも継続して取り組んでいきたい。

２　二者面談等の充実

生徒一人一人の進路目標達成のために、
随時個別面談を実施している。

Ａ

二者面談のきめ細かさについては保護
者からも高い支持を得ており、今後も
継続したい。教職員が本来の業務に時
間をかけ、成果を挙げられるよう、業
務のスリム化、多忙化の解消に取り組
んでいきたい。

３　大学入学共通テストへの
対応

昨年度の出題や模擬試験の出題の内容、
傾向を研究して、各教科担任が授業での
問いかけや考査問題に反映させた。 Ａ

今後も各教員の指導力向上を図り、全
ての生徒の進路希望達成に向けて邁進
していきたい。

2
豊かな心を育む
（生徒指導等）

3
志の実現を支援する

（進路指導）

・きめ細かく、気配りがあり、レ
ベルの高い進路指導が行われてい
る。
・体系的な進路指導は抜群。先生
方は自信をもって欲しい。

・一人一人の生徒に対するケアが
なされており、教職員の生徒に対
する思いに敬服した。
・たとえ意識の高い生徒が多い八
戸高校であっても、やはり15～18
歳の子どもなので、優しく見守る
気持ちでお願いしたい。
・進学校であり、学習指導にかけ
る時間が多いなか、不登校やいじ
めについても真摯に取り組んでい
ると感じた。

課外活動への取り組みでも一定の
成果をあげられていることがわ
かった。

部員数の少ない部活が増えてきて
いるため、文武両道を実践できる
環境づくりをお願いしたい。

ビブリオバトルを充実させられる
学校はそう多くないと思う。活発
なバトルができたときは褒め称え
て欲しい。

早い段階から進路を意識して学習
に当たる生徒が多く、先生方の指
導の成果と感心している。

青森県内トップレベルの進学実績
を継続して挙げ続けている。多様
な生徒の多様な進路希望にも適切
に対応している。



１　保護者、外部４団体との
連携

春、秋の公開授業では、全学年の授業を
公開し、保護者が学校に足を運ぶ機会を
増やした。130周年を翌年に控え、４団
体との情報交換を活発化させた。 Ａ

学校行事の案内やアンケートはグーグ
ルフォームを経由した方法に移行し、
集計作業の負担軽減を図った。教職員
の多忙化解消の一環として、朝の欠席
連絡もオンライン化に向けた検討を指
示した。

２　ICT環境の整備とその活用

全生徒にタブレットが貸与され、生徒は
意欲的かつ効率的に探究活動に利用して
いる。タブレットを使用した授業も増
え、ICT機器は着実に学校生活に浸透し
ている。 Ａ

ICT機器の利用は一気に進んだが、ICT
慣れやICT疲れに陥らないよう、適度
なバランスが必要である。「対話的・
主体的で深い学び」「学びの三観点」
を実現する手段の一つがICT機器の利
用なので、手段と目的を混同しないよ
う、新年度始めに全教員の肝に銘じた
い。

３　学校HPの充実と更新増

学年、分掌と協力し、HPの更新回数を大
幅に増やした。学校行事の際にはできる
だけ当日にHPに掲載するよう努めた。 Ａ

学校HPを、スマートフォンの画面にも
対応できる形式に改善したい。

４　学校評議員会等の活用

学校評議員会を６月と２月に実施し、評
議員の提言を学校教育活動の改善に役立
てた。学校行事には学校評議員にも案内
を出し、助言を仰いだ。

Ａ

学校評議員に学校行事を視察していた
だき、助言をいただくのは本校にとっ
ても有益でありがたいことである。今
後も継続して実践したい。

５　学校施設の開放

公開授業、中学生の一日体験入学を実施
し、保護者、中学生が本校の学校施設や
教育活動を理解する機会を設けた。申し
出があったときにはグラウンドや体育
館、弓道場等を各種大会の会場として提
供した。本校生徒が出身中学校を訪問し
て本校の学校生活を紹介する取組を試験
的に実施した。

Ａ

本校生徒の出身中学校訪問は本校生徒
にも有益な取組である。来年度は本格
的に実施し、本校を積極的に地域に開
いていきたい。

開かれた学校づくりを推進する
（外部との連携）

（11）総括 　本校は生徒の探究活動に力を入れている。近隣大学、地元の人材などあらゆるチャンネルを活用して、生徒の探究心を深めていきたい。また、現在中断している海外語学研修については、
代替のオンライン留学等を実施して活動が途切れないよう工夫してきたが、感染症の状況に応じてできるだけ早期に語学研修事業を再開し、グローバル人財の育成に役立てたい。
　本校は地域の重点校でもある。東大フェアウインドや教職員対象の指導力向上研修、卒業研究発表会など、生徒や教員のスキルアップにつながる有益な取組は、本校の中だけに留めるこ
となく、近隣の高校に呼びかけ、連携をとっていきたい。事業が拡大するとその分負担も増すので、スクラップアンドビルドの視点も大切にしながら、生徒、教職員のためになることを第一に考
えて何を成すべきか模索したい。
　多忙化解消は喫緊の課題である。多忙化の大きな要因は部活動と講習であるが、タブレット等を活用して、多忙化解消とまでは至らずとも、多忙感・疲労感を少しでも軽減していきたい。
様々な面で工夫と改善を積み重ねながら、来年度はさらによい八高にしていきたい。

PTAや保護者との連絡はSNS等を活
用することで双方にメリットがあ
るのではないか。

・家庭との連携が密であり、感心
した。出身中学校への訪問は非常
によい取組である。拡大を期待す
る。
・「外部との連携」や「開かれた
学校」はあまり無理せずじっくり
取り組んでいただきたい。

今後さらにICT機器を利用する機会
の拡大や内容の充実を図るなど、
継続的改善を進めて欲しい。

昨年よりも更新の頻度が上がり、
学校生活の内容をこまめに知るこ
とができるようになった。

評議員会だけではなく、公開授
業、知事とのフレッシュトークそ
の他の行事に案内をいただき、あ
りがたい。今後もそのような対応
をお願いしたい。


