
平成29年度　榛生昇陽高等学校　学校評価総括表

ルールを守る心を育て、礼儀やマナーを身に付けさせる。自己
の体力・健康の増進を図り、安全・時間を管理できる力を養う。
目標を立て最後まで諦めないで努力を続ける力を養う。

　生徒の基本的な生活習
慣について、遅刻指導の
改善などの重点的な取組
により一定の成果はあった
が、さらに指導方法の改善
が必要である。
　

B

基礎基本を定着
させ、着実な学
力向上を目指す

生徒の能力・理解度を把握した上で、効果的な教材や授業法
を工夫する。進路学習や補充学習も含め、個に応じた指導に積
極的に取り組む。家庭学習の充実を図る。

自己理解に基づ
き、自己実現へ
の積極的な態度
を育成する

キャリア教育の推進を図る。各種検定の受検および資格取得の
推進を図る。進学・就職の実力養成講座の充実を図る。

命を大切にし、他
者への思いやり
の気持ちを持っ
た豊かな心を育
む

介護実習、教育施設実習の充実を図る。日常生活の中で、人
権意識や人権感覚を高める工夫を図る。心に響く人権学習を
行う。

自主的な態度で
自立的に行動で
きる生徒を育成
し、自信と誇りを
持たせる

地域との交流を積極的に推進する。生徒会・各種委員会活動を
活性化する。部活動を活性化する。ボランティア活動に積極的
に参加させる。

　基礎学力の充実につい
ては、「学び直し」や家庭学
習を充実させる取組を継続
していく必要がある。

　地域連携については、文
部科学大臣表彰など、これ
までの取組に対する一定
の評価は得られたが、今
後、さらに地域との交流を
深め、広報活動も積極的に
行う必要がある。

基本的な生活習
慣と正しい判断
力を身に付けさ
せ、自己統制力
を養う

教　育　目　標
日本国憲法、教育基本法及び学校教育法の精神に基づき、時代を見つめ、人権
を尊重する民主的な社会と新しい文化の創造に努める、豊かな人間性をそなえた
人材を育成する。

総合
評価運　営　方　針

基本的な生活習慣の確立と学力の向上（生徒の変容）

教科指導力及び生徒指導力の向上を目指し、指導法をたゆみなく探究する（指導
力の向上）

各分掌や学年が機能するよう、部長・主任がリーダーシップを発揮し、意思の疎通
を図る（組織力の充実）

報告・連絡・相談を徹底し迅速な対応に心がけるとともに、保護者への連絡を密に
し、家庭との連携を図る（リスクマネージメント）

各科、コース、部活動、生徒会等が連携して地域交流を積極的に展開する（地域
連携の推進）

効率的な業務の遂行に努め、職場改善を推進する（職員の健康管理）

○平成28年度の成果と課題 本年度重点目標 具　　体　　的　　目　　標
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分掌
具体的目標
(小目標）

具体的方策 評価指標 年度末成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

各種行事
の実施要
項の再考

本校の良さをアピールできる
行事を目指し、内容を検討・
精選する

それぞれの行事の実施に
ついて効率化をはかり、より
よいものとなるよう企画・立
案する

式については、他分掌と連携をとりなが
ら準備段階から円滑な運営ができた。行
事の企画や改廃について審議する仕組
みが必要である。

B
本年度の諸行事の企画・運営について、さ
らに検討を加え、職員の業務内容をよりわか
りやすくする。

本校への
関心を高
めるため
の広報の
充実

学校紹介資料の内容につい
て関連の科、コース、他分掌
と連携しながら検討し、福祉
科、人間探究コース、部活動
など学校の魅力を地域・中学
校へ発信できるように努める

行事ごと、活動分野ごとに
各媒体(HP・広報板・懸垂
幕)をトータルして50回以上
更新する

ホームページ上に顧問が部活動の戦績
などを積極的に載せてもらえれば、と思
う。全職員がホームページを定期的に閲
覧するように働きかけることが課題であ
る。

A

ホームページ更新については部活動顧問と
常に連携を密にして、最新の情報を迅速か
つ正確に更新できるようにする。また、オー
プンスクールを機会に学校紹介に関する資
料を精選し、さらなる広報につとめる。

育友会な
どの団体
事務局運
営の円滑
化

育友会の役員数の維持に努
め、学校と育友会の連携を密
にする　同窓会では幹事の
充足を高め、充実と発展に努
める　両総会に多くの出席者
がえられるよう各組織の活動
を支援する

育友会新役員を10名以上
の方に依頼し、総会内容を
工夫することによって、両総
会とも100名の出席者を目
指す

学校行事への育友会役員の参加・協力
は充実していた。学校から育友会、全保
護者へのアピールをどう発信していくか
という課題が益々重要になってきてい
る。

B

育友会役員の協力のもと、広報誌を中心とし
て育友会の諸活動を紹介し、保護者に周知
いただけるようにする。同窓会総会のPRにつ
とめ、出席者を増やす。

教育課程
の実践

国・数・英の｢基礎｣･｢発展｣を
実施する中で評価を重ね、
一人ひとりの生徒の力を伸ば
す教材を探究し実践する

国・数・英の｢基礎｣･｢発展｣
を実施する中で、一人ひとり
の生徒の力を伸ばす教材を
探究し実践していく取り組
みを、教科としてできたと自
己評価する教師が80％以
上を目指す

授業研究をすすめ、基礎・発展それぞ
れ充実した授業がなされている。授業ア
ンケートによると、「話しや説明はわかり
やすいか」に対して、「そう思う」と「どちら
かというとそう思う」と答えた割合が81
パーセントを超えた。また、全体として、
１学期よりも、２学期の方がその割合も増
えている。

A

国語・数学・英語の「基礎」「発展」の学校設
定科目について、より効果的な活用を模索
する。
「少人数講座」「少人数クラス」「習熟度別講
座」についてその可能性を探りたい。

授業の工
夫と基礎
学力の向
上

「学び直し」や「授業の工夫」
によって、一人ひとりの生徒
の力を最大限に伸ばす取組
の積み上げを、国･数･英以
外の教科も含め全校体制で
進める
学校教育指導員の有効活用
の可能性を探る

一人ひとりの生徒の力を伸
ばすために、国･数･英以外
も含めた教科で、「学び直
し」や「授業の工夫」に取り
組んだと自己評価する教師
が80％以上を目指す

教具の工夫等がなされ、基礎学力定着
に向けて、教員一人一人の意識も変
わってきつつある。来年度は全職員が
当事者意識を高め、本年度の取り組み
をさらに発展させる必要がある。
学校教育指導員による放課後の学力補
充講座が一部の生徒を中心にではある
が、定着してきた。来年度は、より多くの
生徒が本制度を利用し、学力を高めら
れるよう生徒への周知徹底をすすめる。
授業アンケートによると、80パーセント以
上の生徒が、興味関心・学習意欲を(ど
ちらかというと)持てていると答えている。

A

他校の授業見学や、講習会・研究会への参
加をすすめ、外部に研修の原動力を求める
と共に、量も質も今までよりも向上した教科
会議を重ねることにより、教員一人ひとりの
資質の向上を目指し内部に向上のきっかけ
をつくりたい。
学校教育指導員による放課後の学力補充
講座を更に有効に活用できるよう工夫する。
また、より多くの生徒が本制度を利用し、学
力を高められるよう生徒へ周知徹底する。

教科指導
力の向上

授業交流期間（６月、11月）を
中心に研究授業を積極的に
実施する
研修講座(教育研究所主催
等)へ積極的に参加し、特に
教科指導の実践力の向上に
努める

各教科、年間半数以上の教
師が研究授業を実施するこ
とを目指す
各教科、年間１名以上の参
加を目指す（年間10名程度
5年間でほぼ全員）

活発な授業交流が行われた。来年度も
引き続き授業公開を実施し、職員の教
科指導の実践力向上を目指したい。

A

授業交流期間に限らず、年間を通事て公開
(研究)授業を続けていく。
月単位で、回数・参加人数を一覧表を作成
して確認する。

自己分析
の実施

SSシートや面談、学年進路集
会や進路講演会・進路相談
会などで、自分理解を深める
機会を提供すると同時に将
来の目標を設定させる

毎学期、学年進路集会を1
回、進路講演会や相談会を
1回実施「知る1年」「選ぶ2
年」「決める3年」の進路学
年目標に沿った内容とする

進路分野別・職業人講話などを実施し、
「社会に貢献できる人物」となれるよう、
自己や将来について考える機会を提供
することができた。学年進路集会も毎学
期ほぼ実施することができた。

A

生徒がもっと強い興味・関心を示すような集
会や講座を提供していきたい。２年生でのク
ラス別就職講座など、少人数で生徒の思い
や意見を聞く機会を多くすることで、さらに生
徒に関わっていきたい。

進路実現
の実施

進路相談会やバス見学会に
参加する中で、学校や会社
の情報を収集し、自己の適性
や家庭の願いをくみながら、
基礎学力を身につけ進路実
現に努めさせる

就職希望者・進学希望者の
決定率を90％とする　また
未決定者を減らすために面
談を充実させる

本年度初めて、就職した先輩からさまざ
まな話を聞く「先輩の話を聞く会」を実施
した。仕事内容や日頃の思い、また目標
などを受け止め就職を決定する大きな
材料となった。就職決定率は９９％であ
る。就職希望者は保護者と共に面談を
行った。また進学希望者についても看護
や一部の指定校など約半数の生徒に対
して面談を行った。進学決定率は１０
０％である。

A

就職・進学の決定率は言うまでもないが、未
決定者を減らし離職率を減らす取り組みも
必要である。社会貢献のための勤労という面
でさらに迫っていくことが大切である。そのた
めに「先輩の話を聞く会」など生の声を直接
に聞く機会を作っていきたい。

検定試
験・模擬
テスト受
験の推進

検定合格を目標とし、日々の
授業を通して基礎学力の充
実を図る　また模擬テストに
向け意欲的、積極的にとりく
む姿勢を要請する

2年生の漢検全員受験、3
年生の英検・漢検どちらか
の受験、それ他にも数学検
定などを提供し、合格率
50％とする　また年間3回実
施の模擬テストの受験者数
を各20名とする

年間３回の模擬テスト受験者は、７８名で
あった。英検合格率は５％、漢検合格率
は、２月に実施されるので未定である。

B

英検についても授業の教材として検討して
いきたい。また自主講座などで英検対策を
行っていきたい。漢字検定についても国語
科と協力して合格率を上げていきたい。また
模擬テストについては事前課題の説明解説
講座など開催を予定している。

インター
ンシップ・
各種セミ
ナーの参
加奨励

看護・企業ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟに参
加する中で、進路実現に向
けて意欲の高揚を図り、学習
の動機付けとする　また公務
員講座など外部のｾﾐﾅｰに積
極的に参加させる

年間2回実施の看護・企業ｲ
ﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの参加者を各5
名とする　また事後指導を
充実させる

夏・今春のインターンシップ併せて１０名
の参加であった。企業インターンシップ
は合計３名であった。以前のように学校
独自のインターンシップを実施し、生徒
の希望に即するような事業所を提示する
ことが必要かもしれない。

C

就労意義や勤労する喜びなどを伝える機会
を多くして、インターンシップなどの体験学
習につなげていきたい。また事後指導も面
談などを利用して徹底していく予定である。

教
務
部

学習意欲
を引き出
し、学力の
向上を図
る。

進
路
指
導
部
・
総
合
選
択
コ
ー

ス

自己を深く
見つめ　分
析し、目標
を明確化さ
せ基礎学
力を充実さ
せ自己実
現を図る

A

B

評価項目 自己評価

総
合
企
画
部

式典や行
事の企画・
運営の円
滑化

広報活動
の充実と団
体運営の
活性化

B
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具体的目標
(小目標）

具体的方策 評価指標 年度末成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

ルールを
守り、礼儀
やマナー
を身につ
けさせる

全校集会、学年集会、HR活動
を通して規範意識の向上をは
かる

学年での格差や、特にクラス間での格差を
どのように埋めていくかが、緊急の課題と思
われる。副担任との連携がうまく機能してい
ないクラスもあり、特別指導の生徒に対して
はもちろん、日頃からの指導において副担
任の協力が不可欠である。学校全体で見れ
ば規範意識の向上が見られる。

B

学年集会・全校集会をタイミング良く開催
して、規範意識の向上を図る。教員の研修
も行い、トラブルに対して適切な対応が取
れるように、学校としての態勢を整える。

制服をきちんと着こなすことが
できるよう指導方法を工夫する
１年生については身だしなみｾ
ﾐﾅｰを実施し身だしなみについ
ての意識を高める

制服の着こなし・化粧などについては、さら
なる指導が必要である。頭髪に関しては生
徒・保護者が学校の方針を理解・協力し、学
校の指導にも素直に従っている。保護者と
のトラブルもほとんどない。通学マナーに関
する苦情もほぼなくなった。

B
校内だけでなく登下校中も制服をきちんと
着こなすように、指導を徹底する必要があ
る。

遅刻生徒にその日の内に指導
をすることによって遅刻数を減
らし規律ある学校生活が送れる
よう指導を強化する

４月当初と比べると６月以降急激に増加し
た。遅刻を繰り返す特定の生徒に対して、効
果が持続しない。指導方法を工夫しながら、
指導を続けていく必要がある。

A 遅刻指導の内容を吟味し、遅刻を減らす
効果を少しでも上げられるよう工夫する。

生徒教師ともどもにチャイムで
授業を始めチャイムで終わる習
慣をつける

特定の生徒の入室遅れが目立つ。クラスで
の指導が必要だが、細部まで担任の目が行
き届いていない。

B 教員相互に授業参観する機会を増やす。

登下校の見守り活動を組織的
に確立し　切れ目なく安全を確
保する

生徒による巡視活動などにより、安全やマ
ナー向上の意識は高くなってきている。

A
交通安全委員による活動を引き続き行
い、生活委員や生徒指導部の教員による
見守りを増やしていくようにする。

自律心を
高め、自
己の可能
性に気づ
かせる

部活動、清掃活動、ボランティ
ア活動、学校行事への取り組
みを通して、自己有用感、達成
感を抱かせる

部活動生徒、生徒会役員、各
種委員会の学校行事へ参画意
識を高めるため地域社会に貢
献できる活動を立案実施する

地域への貢献だけでなく、学校への貢献を
意識して行動できる生徒が増えてきた。

A 生徒の参加人数を増やしていくように、指
導を継続する。

早期から計画・立案する、HR学
年打ち合わせを充実する

人権ＨＲ、およびそれに向けた学年研修は
おおむね計画通り実施できたが、２学期に
おいては多くの行事の中、分掌、学年の研
修が余裕なく行われた感が強い。

B

来年度は２学期に高人教公開ＨＲが予定
されていることもあり、より困難な日程が予
想されるが、早めの研修会の実施など余
裕を持って対処したい。

生徒の心にひびき、一人ひとり
が自分との関わりに気づいてい
ける教材を発掘する

人権学習会、ＨＲを通じてＬＧＢＴをはじめと
した新たな課題に取り組むことができた。
が、その内容がどれだけ生徒の間に定着で
きたかは、２学期にあった諸問題を考え合わ
せたとき、いささか疑問の余地がある。ことは
日常的な人権に関わる営みの必要性を語っ
ている。

B

行事のみの人権、ＨＲだけの人権に終わ
らないように、日常の営みの中で、様々な
機会を捉えて人権を語ってゆく必要があ
る。

人権教育
の日常
化、職員
研修の充
実

LHRや学習会に限らず、人権
教育を日常的なものにするた
め、「教職員の実践的な力量」
を高める研修を実施する

「教職員の実践的な力量」を高
める研修を質量ともに保障でき
たか

一定数の研修会は行えているが、年ごとに
増加する人権課題に対応できない状況にあ
る。

B
個別の人権的課題について自主参加の
小規模な研修会を考えてみたい。

生徒理解
の深化と、
それを踏
まえた教
育実践の
推進

SNEチームを中心として、特別
支援教育を進める全校体制を
充実する

具体的な支援の仕方を提示
し、実践できたか

「特別支援教育」に対する認識や、「学び直
し」や「生徒理解」の必要性についての認識
は、年を追うごとに高まり、具体的な実践に
結びついてきているが、さらに取り組みを進
める必要がある。

B

具体的な実践交流を、授業の合い間など
に教師間で自発的にしていけるように、教
職員研修などを通してさらに認識を深め、
意識向上を図る。

学校の環
境美化

清掃活動の徹底を図る　そのた
めに環境整備委員と共に清掃
用具の点検、美しい環境を作り
上げる活動の実践を図る

清掃用具の点検、清掃状況の
確認点検を環境整備委員と共
に行い、「おおむねよい状況で
ある。」と判断できる成果を80％
の活動場所で達成できたか

7～8割の箇所においては良い状況であると
判断できる成果があげられていたと考えられ
るが、清掃監督のありようによってばらつきが
見られる傾向は否めない。

B 積極的に環境の美化に取り組めるよう啓
発活動を強化する。

施設・設備
の安全の
徹底

施設・設備の安全点検および
保守管理を行う　特に、体育
館、武道場、福祉棟等の耐震
工事中の安全確保を行う　ま
た、扇風機等の施設設備の適
切な使用を行う

施設設備の正しい使用方法の
啓発、清掃時間の取り組む観
点を明らかにし、活動時間を有
意義にしたか、修繕を要する箇
所に対して速やかに対処でき
たか

生徒の施設設備についての意識について、
改善を図る必要がある。

C
公共の施設についての意識を高めるため
のポスターなどを環境美化委員会におい
て作成掲示する。

地震・火事
等からの
安全の確
保

火災報知器の正しい使用の仕
方の徹底、消火器、消火栓の
正しい使用方法の確認、実践
ができるようにする　避難経路
の確認と避難時対応マニュア
ルの徹底を行い、安全や防災
に関する意識付けを行う

夏期休業中に職員の防火訓練
にかかわる研修を持ち、火災報
知器の使用方法、消火栓の使
用方法及び、非常時における
対応マニュアルの理解と経営
計画にある非常時の組織分担
の役割との関わりを理解し得た
か

教員の避難訓練に関わる研修において、生
徒の指導に関わり参加できない先生もいた。
また火災報知器・緊急放送に関わっての研
修においては少数による研修でより深まっ
た。

B

ことは人命に関わる問題なので、避難訓
練に関わる内容は徹底されなければなら
ない。全員が参加できる日程設定を考え
なければならない。また火災報知器・緊急
放送夜の機器についてはその使用方法の
定着をはかるためにも職員室内にマニュ
アルの掲示物があっても良い。

生徒の自
己管理能
力の向上

健康管理の啓発に努め、個人
の管理能力を高めさせる

保健室利用者、前年度５％減。
月1度の保健だよりの発行

年間を通して保健室の利用者は減りつつあ
るが、全体の数がまだまだ多く授業中は養
護教諭１名では対応しきれないことが多い。
保健たよりは最後まで発行できた。

B

利用者は、分母である生徒数も減りつつあ
るが今年度は確実に減少した。目標値で
ある５％減は達成できた。ただ、養護教諭
の対応は激務であり課題でもある。何らか
の対応策を考えたい。

体力に関
する意識
力の向上

基本的体力・防衛体力を認識
させ、健康に繋がるように指導
する 同時にスポーツに親しみ
を持たせ、生涯体育の礎を構
築させる

新体力テストの結果を県平均・
全国平均に近づける　目標偏
差値48％以上。

体力そのものより、生徒の普段の生活行動
に問題が潜んでいることが多く、「意識」を高
める指導を促してもなかなか進めないことが
多い。これはアンケート調査でも明らかなの
で、喚起に努めたい。目標偏差値４８％はや
や下回った。

B

体力については、「保健だより」や日頃の
授業等で喚起を促すのはもちろんである
が、測定時期や方法なども工夫していきた
い。

体育的行
事の充実・
活性化

時代に即応した体育大会・マラ
ソン大会の企画・運営に努める

活性化のため、体育大会満足
度90％以上、マラソン大会完走
率90％以上

体育大会は成功を収めたもののマラソン大
会はしっかり準備したが天候により中止せざ
るを得なかった。中止して初めて生徒たちの
楽しみにしている行事とわかることが多かっ
た。全体に生徒の満足度は９０％を遥かに
超えている。

A

マラソン大会は、「日程を変えれば」「予備
日を設けては」という意見もあるが、日程は
生徒の体力を高めてからということから変
えられない。また、予備日は地域や育友会
との兼ね合いから厳しいものがある。ただ、
大会に向けての意識付けは成功してい
る。

各委員会
の充実

学校保健委員会の活性化・充
実に努め、時代のニーズにあっ
た企画・運営に努める

開かれた学校保健委員会・食
育委員会の計画・立案に努め
る

２月23日（金）に実施し、生徒の歯健診の結
果状況、保健室利用状況、体力テスト結果
等により、本校生徒の抱える問題点や課題
について協議しました。

B
平日の午後開催ということでどうしても校医
さんの出席がうまくいかない。来年度は予
め意見を集めたりして臨みたい。

保
健
体
育
部

生涯にわた
り心身ともに
健康でたくま
しく、活力に
満ちた生活
を営む基本
的な態度を
育成する。
同時に、学
校安全・環
境衛生の維
持等の充実
を図る

生
徒
指
導
部

基本的生活
習慣の確立
と規範意識
の向上をは
かる

必要に応じて各学期に１～２回
の全校集会を開催　また警察
等関係諸機関による外部講師
を招きｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙほか高
校生の抱える諸問題について
考えさせる機会を今年度中の
適切な時期に開催する　また本
校の教員による講演を行う機会
を設け、指導内容が生徒に浸
透するようなやり方を工夫する

時間を守
り、安全、
安心を確
保する

毎月登下校の見守り計画を立
案実施する　また各週各クラス
の週番活動を展開し校内の風
紀を整えさせる

評価項目

学習内容
の創造・充
実や展開
の工夫

余裕を持って指導案を作成し
人教部会で協議し得たか、HR
学年打ち合わせは、十分な時
間を確保し、おさえるべきポイ
ントを共通認識したか

教
育
環
境
部

人権意識の
向上を図り、
差別や偏見
をなくし、共
に理解し、
生きようとす
る資質や行
動力を育成
する

学校の環境
美化を通し
て、生徒の
環境保全に
対する意識
を高めるとと
もに、防災・
安全関する
スキルを養う

自己評価

B

B

B



平成29年度　学校評価総括表

分掌 具体的目標
(小目標）

具体的方策 評価指標 年度末成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

生徒会、
各種委員
会活動の
活性化

自主的・自立的に行動できる
生徒を育成する

リーダーを育成し、生徒が自
ら企画・実践を行い、成功体
験ができるよう指導する

年間を通して様々な活動を行ってきたが、
まだまだそれぞれの活動において生徒主
導とは言いがたい状況である。生徒会活
動や各種委員会活動の内容や時期を再
点検し、計画段階から生徒に参画させて
いきたい。

C

各種活動において生徒会本部役員や各
種委員委員長、クラブキャプテンなどが集
まり、生徒主導で計画を立案し、運営して
いけるよう指導する。

部活動再
編成、加
入率の向
上

生徒の実態に応じた部活動
のあり方を検討する

実態調査やアンケートを行う
とともに、創部や廃部の手続
きを整理する

１月に部員合同研修会を行ったが、補習
や体調不良、家庭の事情等で不参加の生
徒が多く、生徒の部活動に対する姿勢の
変化を痛感した。顧問間での検討の機会
も持てておらず、次年度に向けての課題
が多く残ってしまった。

D

部活動の創部・廃部に関する届け出用紙
の書式を作成し、手続き方法について検
討する。クラブ顧問会議を各学期に１回以
上行う。

芸術や文
化に親し
む態度の
育成

 読書活動を促進し、豊かな
人間性を育てる

朝の読書や読書に親しむ会
を中心に読書習慣を身につ
けさせ、図書館利用者を増や
す

先生方にご協力いただき、各種文化図書
活動を予定通りに行うことができた。朝の
読書が行事の都合で無くなることが少なく
ないので、今後も引き続き読書活動の啓
発を積極的に行い、芸術や文化に親しむ
態度を育成したい。

B

朝の読書に集中して取り組めるように、読
み聞かせや放送なども視野に入れ、内容
を工夫する。今後も読書活動の啓発を積
極的に行う。

地域交流
および貢
献活動を
推進

既存の地域貢献活動のさら
なる発展と新規事業の開拓を
行う

参加体制を見直し、学校全
体で参加できるような体制づ
くりを目指す

既存の地域貢献活動については体系化さ
れ、活動の内容も充実している。地域文化
の継承に関する生徒会表彰をしていただ
いたが、依然として参加生徒が一部に偏っ
ており、学校全体での参加体制の構築に
は至っていない。

B

地域貢献活動にたくさんの生徒が幅広く
参加できるよう、参加案内や啓発方法を工
夫する。また、活動後の報告などを通して
校内外に向けたPRを行う。

保育施設
実習の実
践

一年生は年間一日、二年生
は三日間の保育施設実習を
行い、生徒の資質向上に努
める　また保育園との招待交
流等を着実に実施する

事前事後指導の充実を図り、
レポートの提出を義務づけ、
個人の力量を高めることを目
指す

昨年度より新規な実習も増え、多忙を極め
たが生徒たちはそれに真摯に答えてくれ
た。実習先からも高評価をいただき、ウイン
ウインの関係を築くことができた。しかし、
その反面、先生方に過密な日程をお願い
することとなってしまい、このままでは来年
度以降の実施が困難であるので日程の調
整を早急に考えたいと考える。

B 招待交流の実施時期を再考し、無理ない
日程にしたい。

ボランティ
ア活動の
実践

保育施設へのボランティア活
動を中心とした地域社会への
貢献活動を行い、より積極的
な人物を育成する

年間の地域へのボランティア
活動へ一人二回以上参加す
ることを目指す

本年度はボランティア希望者の積極性が
目立った一年であった。ボランティア募集
にこちら側が苦労することなく、生徒たちの
意識の高さを感じることができた。来年度も
この雰囲気を継続したい。

A
ボランティアの精選は必要であると考え
る。しかし、基本的にはこの流れで来年度
も実施していきたい。

授業時間
数の確保

1単位あたり35時間の授業数
が必要である　そのため、行
事の精選を行い授業数を確
保する　また長期休業中や考
査日にも授業を行う

1単位あたり、35時間の授業
時間を確保する

授業時間数は確保されている。規定回数
を行うと教員一人あたり平均２９０時間の講
義を行い、巡回指導のための施設訪問回
数は教員一人あたり平均73回実施してい
る。

A

通常の授業時間以外に、考査終了後・三
者懇談中・長期休業中の授業も実施して
いきたい。生徒に、授業をきっちりと取り組
ませることが、国家試験への合格に結びつ
くと考えられる。

国家試験
合格率の
向上

夏期冬期に国家試験対策講
座を実施する　社会人登用
講座・医師看護師による授業
を行い国家試験対策講座の
充実をはかる

生徒が、模擬試験・頻出問題
集・過去問題を解き、平均8
割解答できるようになる

国家試験の自己採点の平均点は　85.6点
となった。国試のために3年生はよく努力し
た。合格発表は3月28日である。

A
模擬試験や生徒アンケートを分析し、国家
試験対策会議をおこなってから授業をおこ
なう。

施設での
介護実習
の充実

福祉施設で行う年間59日の
介護実習をより充実させるた
めに、事前指導を徹底する
巡回指導の情報を共有し、施
設と共に生徒の指導に当たる

福祉科教員全員で実習前点
検を行う
週2回の巡回指導を行い、記
録をとり福祉科教員全員で情
報の共有を図る

59日間の施設実習を終了することができ
た。今後も教員と施設指導者が情報共有
し生徒がよりよい実習ができるように準備し
ていきたい。

B

実習前の指導を徹底していきたい。また、
介護実習Ⅱの実習施設が生徒数に対し不
足しているので新規施設を探していきた
い。

人
間
探
究
コ
ー

ス

小学校教
諭・幼稚園
教諭・保育
士を養成す
るコースとし
て豊かな人
間関係を築
き、地域社
会の教育や
文化に貢献
できる人物
を育成する

B

福
祉
科

社会福祉に
貢献できる
人材の育成

A

評価項目 自己評価

C

生
徒
活
動
推
進
部

自主的な態
度で自立的
に行動でき
る生徒を育
成し、自信と
誇りを持た
せる



平成29年度　学校評価総括表

分掌
具体的目標
(小目標）

具体的方策 評価指標 年度末成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

基礎学力の向
上のため、課題
や小テストを課
し、家庭学習の
習慣づけを行
い、積極的な学
習態度を育成
する　さらに
各々の進路目
標に向けた学
力を向上させる

①各教科において丁寧に
個々の指導に努める
②具体的な到達目標を持た
せ、達成感を抱かせる
③教科の補充講習会を開くと
ともに、質問日を設け、より個
別にきめ細やかな学習指導が
できるようにする
④進学希望者や成績上位者
に対して、勉強方法を教える
講習会や放課後講座等を開
き、実力の養成をはかる

①生徒アンケートで「授業が
分かりやすい」と思う、1，2
の割合を60％以上を目指
す
②SSシートの活用やこまめ
な面談により、生徒個々の
目標を把握する
③定期考査の２週前より週３
回以上の補充講習会を実
施する
④実力養成講座を継続的
に実施する

①について「授業が分かりやすい」と思う生徒の1，2の
割合が１学期・２学期ともに82％と高い割合で、個々の
生徒への丁寧な指導に努めることができた。
②各クラスともSSシートの活用やこまめな面談により、
生徒個々の目標を把握することができた。
③定期考査の２週前より週３回以上の補充講習会を
実施し、「２週間前学習計画表」を作成することができ
たが、１学期欠点保有者数61名・欠点総数198科目、
２学期欠点保有者数67名・点総数270科目と多数に
上った。
④各クラス・各教科担当等で講習や補習等を行うこと
ができた。

C

①生徒の能力に応じた学習指導の展開と工夫や、少人
数講座やチームティーチングを取り入れることが考えた
い。
②担任・副担任の負担が大きいため、校務分掌を含めた
仕事分担の見直しを検討したい。
③継続して実施していくとともに、保護者との連携により
家庭学習の定着を図ることを考えたい。
④進路実現に向けての意識付けや調査を重ねて行い、
継続して実力養成講座を実施していきたい。

きれいに制服を
着用する、正し
い言葉遣いを
身につける、
ルールや期限
を厳守するな
ど、規範意識と
基本的生活習
慣を確立させ、
自校に誇りをも
つ生徒を育てる

①積極的な生徒指導を行い、
問題の早期発見早期対応に
努める
②道徳教育、人権教育を行
い、人としての在り方生き方を
大切にする生徒を育てる
③生徒の自主性を育て、学校
行事や生徒会活動に積極的
に参加する姿勢を育てる
④遅刻や服装に関する指導
を学年教員全体で行う

①いじめアンケートを各学
期に1回実施する
②学年集会や道徳HRを各
学期1回以上実施する
③HRや学年集会、学校行
事等で生徒が自主的に活
動できる場を提供する
④遅刻・服装の居残り指導
を輪番制で毎日実施する

①いじめアンケートを各学期に1回実施し、内容把握
に努め、問題解決を図ることができた。
②学年集会や道徳HRを各学期1回以上実施し、規範
意識の向上や学年行事への参加目的・意識の明確
化を図ることができた。
③HRや学年集会、学校行事等で生徒が自主的に活
動できる機会を多数提供することができた。
④遅刻・服装の居残り指導を輪番制で毎日実施する
ことができたが、遅刻の増加を抑制することはできず、
欠席日数も多数に上った。

C

①いじめに関するアンケートから得られる内容には重大
なものがあるため、今後も各学期に１回は必ず実施し、
生徒の状況把握に努めていきたい。
②学年集会や道徳HRを各学期1回以上実施し、規範意
識の向上や学年行事への参加目的・意識の明確化を図
ることに努めたい。
③今後もHRや学年集会等で生徒が自主的に活動できる
機会を多数提供していきたい。
④遅刻指導のあり方を見直すとともに家庭との連携を強
化し、遅刻・欠席を減らす方策を考えたい。

具体的にさまざ
まな進路がある
ことを理解し、
各々の進路目
標を明確にさ
せ、その目標に
対して努力させ
る

①進路ノートの活用、キャリア
ガイダンス、講演会、HR等を
通して自己の将来設計を抱か
せていく
②各種検定試験、資格試験、
オープンキャンパス等への参
加に挑戦させる
③進路指導部や教務部とと連
携し、勉強方法を教える講習
会や放課後講座等を開き、実
力の養成をはかる

①SSシートや進路のしおり
を活用し、個々の生徒の状
況を把握するとともに、こま
めな進路指導を行う
②英検、漢検など資格検定
を１つ以上持ち、オープン
キャンパス等への参加生徒
の割合が60％以上を目指
す
③実力養成講座を継続的
に実施する

①SSシートや進路のしおりを大いに活用し、個々の生
徒の状況を把握するとともに、こまめな進路指導・生
徒指導に結び付けることができた。　②英検、漢検な
ど資格検定を１つ以上持ち、オープンキャンパス等へ
の参加生徒の割合が60％以上を目指すように努めた
が、まったく達成できなかった。
③実力養成講座を実施することはできなかったが、各
クラス・各教科担当等で講習や補習等を行うことはで
きた。

C

①SSシートや進路のしおりを継続して活用し、進路指導・
生徒指導に結び付けていきたい。
②英検、漢検など資格検定を１つ以上持ち、オープン
キャンパス等への参加生徒の割合が60％以上を目指す
ようにさらに努めていきたい。
③実力養成講座を実施することができなかったことを検
証し、実施できる体制を構築したい。

基礎学力を定
着させ、さらに
各々の進路目
標に向けた学
力を向上させる

①各教科において丁寧に
個々の指導に努める
②具体的な到達目標を持た
せ、達成感を抱かせる
③教科の補充講習会を開くと
ともに、質問日を設け、より個
別にきめ細やかな学習指導が
できるようにする
④進学希望者や成績上位者
に対して、勉強方法を教える
講習会や放課後講座等を開
き、実力の養成をはかる

①生徒アンケートで「授業が
分かりやすい」と思う、1，2
の割合を60％以上を目指
す
②SSシートの活用やこまめ
な面談により、生徒個々の
目標を把握する
③定期考査の２週前より週３
回以上の補充講習会を実
施する
④実力養成講座を継続的
に実施する

①１，２学期末の授業アンケートでは「授業がわかりや
すい」の項目で１，２の回答が約80％以上であった
が、欠点を複数保有し、基礎力の定着が見られない
生徒も多い。
②SSシートでのやりとりにより、生徒たちの小さな変化
にも気付き、きめ細やかな指導ができた。しかし、学級
担任の負担は大きい。
③数学等生徒が苦手とする教科を中心に取り組むこ
とができた。しかし、本当に補充講習会に出なければ
ならない生徒の参加とはなっていない。
④進路希望アンケートを実施し、希望に応じた講習を
実施した。３学期からの実施。

A

①引き続き、授業改善に努めることはもちろんであるが、
少人数クラスやチームティーチングを取り入れることも必
要である。
②校務分掌を含めた仕事分担の見直しを検討する。
③講習会へ出席しない生徒には、連絡の機会を増やし
出席を促す。
④進路実現に向けての意識づけや調査を早めに行い、
早い時期から継続した講習を実施する。

規範意識と基
本的生活習慣
を確立させ、自
校に誇りをもつ
生徒を育てる

①積極的な生徒指導を行い、
問題の早期発見早期対応に
努める
②道徳教育、人権教育を行
い、人としての在り方生き方を
大切にする生徒を育てる
③生徒の自主性を育て、学校
行事や生徒会活動に積極的
に参加する姿勢を育てる
④遅刻や服装に関する指導
を学年教員全体で行う

①いじめアンケートを各学
期に1回実施する
②学年集会や道徳HRを各
学期1回以上実施する
③HRや学年集会、学校行
事等で生徒が自主的に活
動できる場を提供する
④遅刻指導を副担任中心
の輪番制で毎日実施する

①１学期のいじめアンケートでは「今もいじめを受けて
いる」「または周りにある」と回答し生徒が２名いたた
め、事情を聞き対応したが、現在は解決している。
②学年集会をもち、学年が抱える課題の解決に向け、
生徒たちに訴えかけた。学年当初より落ち着いて授業
を受ける生徒は増えている。
③体育大会、文化祭、修学旅行等の学校行事で生徒
たちの自主的な活動が見られたが、教員主導で進め
なければならないケースも多々あった。
④年度当初は、遅刻数は少なかったが、学校生活に
慣れてくると遅刻数は増えた。特に２学期になってか
らは遅刻数が多くなった。

B

①アンケートや面談をこまめに実施し、生徒の状況把握
に努めるとともに、生徒指導部、養護教諭、スクールカウ
ンセラーとも緊密に連携をとる。
②学年集会や朝のホームルームで、規範意識や問題解
決の力を高めるための考えに触れる機会を増やす。
③各委員会やクラブ員など、活動の核となる生徒を育
て、生徒が自主的に活動ができる方策を取り入れる。
④遅刻指導を実施したものの、遅刻を繰り返す生徒がい
る。そのような生徒の家庭との連絡を密にし、協力がもっ
と得られるよう連携をとる。

進路目標を明
確にさせ、その
目標に対して努
力させる

①進路ノートの活用、キャリア
ガイダンス、講演会、HR等を
通して自己の将来設計を抱か
せていく
②各種検定試験、資格試験
に挑戦させる
③進路指導部や教務部とと連
携し、勉強方法を教える講習
会や放課後講座等を開き、実
力の養成をはかる

①SSシートや進路のしおり
を活用し、個々の生徒の状
況を把握するとともに、こま
めな進路指導を行う
②英検、漢検など資格検定
を１つ以上持つ生徒の割合
が50％以上を目指す
③実力養成講座を継続的
に実施する

①ホームルームや集会で進路に関する情報を発信し
たが、まだ目標を決められない生徒も多い。
②２月の全員受験の漢検以外は、検定試験に挑戦す
る生徒が少なかった。また、情報の授業選択者の情報
処理検定の合格者も少なかった。
③進路実現に向け、生徒の意識の低さから、学年教
員が危機感を持ち、進路情報を共有するとともに、進
路希望別放課後講座を開講した。３学年にむけ、いか
に継続して参加者に学習させるかが課題である。

B

①進路相談をするなど、あらゆる機会を自分の将来を考
える契機にする。
②進路指導とも関わりを持たせ、教科とも連携して、漢
検、英検の受験者を増やす。
③３学年の講座をできるだけ早く開講し、２学年からの継
続性をもたせる。

基礎学力を定
着させ、さらに
各々の進路実
現のための学
力を向上させる

①各教科において丁寧に
個々の指導に努める
②具体的な到達目標を持た
せ、達成感を抱かせる
③教科の補充講習会を開くと
ともに、質問日を設け、より個
別にきめ細やかな学習指導が
できるようにする
④各々の進路目標に応じた
放課後進路講座を開き、実力
の養成をはかる

①生徒アンケートで「授業が
分かりやすい」1，2の割合を
70％以上を目指す
②SSシートの活用やこまめ
な面談により、生徒個々の
具体的目標を把握するとと
もに目標達成のための指導
を行う
③定期考査の２週前より週３
回以上の補充講習会を実
施する
④放課後進路講座を継続
的に実施する

①生徒アンケートで「授業が分かりやすい」と思う、1，2
の割合は80％であった
 ②SSシートを活用し、連絡事項を確認するとともに、
きめ細やかな指導を行った
 ③定期考査の２週前より会議日以外毎日補充講習会
を実施した
 ④就職、英語、国語、看護の放課後進路講座を継続
的に実施した

B

①アンケート結果は良好であるが、成績不審者を出さな
いための取り組みが必要である
②進路指導部や学級担任の負担は大きいが、生徒理解
の上でも活用すべきである
③特に数学は数多くの補習をしたものの、学習が困難な
生徒が多く、教員増が望まれる
④２年生からの前倒しの実施は一定の成果があったた
め、今後も実施すべき

規範意識と基
本的生活習慣
を確立させ、自
校に誇りをもつ
生徒を育てる

①積極的な生徒指導を行い、
問題の早期発見早期対応に
努める
②道徳教育、人権教育をとお
して、人としての在り方、生き
方を大切にする生徒を育てる
③生徒の自主性を育て、学校
行事や生徒会活動に積極的
に参加する姿勢を育てる
④遅刻や服装に関する指導
を学年教員全体で行う

①いじめアンケートを各学
期に1回実施する
②学年集会や道徳HRを各
学期1回以上実施する
③HRや学年集会、学校行
事等で生徒が自主的に活
動できる場を提供する
④遅刻・服装の居残り指導
を輪番制で毎日実施する

①いじめの有無を問うアンケートを各学期に1回実施
した
②学年集会８回（進路集会を含む）や道徳HR２回（集
会を含む）を実施した
③体育大会や文化祭では生徒が自主的に活動する
姿が見られた
④遅刻の居残り指導を輪番制で毎日実施し、服装違
反については面談等で適宜指導した

B

①いじめへの対応は、学級担任を中心に生徒指導部と
連携して迅速に行えたと考える。今後も学級を超えた連
携を続けたい
②今後も総合の時間も活用し、必要に応じて集会を持つ
べきである
③校外学習の時期やあり方を変更し、より生徒が自主的
に関われるものにすべきである
④遅刻指導は一定の歯止めとなっているが、減らすため
の方策が求められる

進路目標を実
現し、将来にわ
たって社会に貢
献できる生徒を
育てる

①キャリアガイダンス、講演
会、HR等を通して自己の具体
的進路目標と将来設計を抱
かせる
②各種検定試験、資格試験
に挑戦させる
③進路指導部や教務部と連
携し、学力補充講座や放課後
進路講座で学力と意欲の向
上をはかる

①進路関係の行事はもとよ
り、SSシートや進路のしおり
を毎日活用し、個々の生徒
の状況を把握するとともに、
こまめな進路指導を行う
②英検、漢検など資格検定
を１つ以上持つ生徒の割合
が60％以上を目指す
③学力補充講座や実力養
成講座を継続的に実施する

①進路指導部と連携し、進路希望に応じた集会や講
座、SSシートの活用をとおしてきめ細やかな進路指導
を行った
②英検、漢検、情報処理検定など資格検定を１つ以
上持つ生徒の割合は約60％であった
③学力補充講座や実力養成講座を継続的に実施す
ることができた

B

①今後も生徒の変わりようが実感できる進路指導を続け
ていきたい
②資格検定に自ら挑戦する生徒が減っており、さらなる
呼びかけが必要である
③実力養成講座でつけた力を入試で生かす取り組みを
続けるべきである

C

B

B

自己評価

第
三
学
年

学習
指導
につ
いて

生活
指導
につ
いて

進路
指導
につ
いて

評価項目

第
一
学
年

学習
指導
につ
いて

生活
指導
につ
いて

進路
指導
につ
いて

第
二
学
年

学習
指導
につ
いて

生活
指導
につ
いて

進路
指導
につ
いて



 平成29年度学校評議員制度の運営状況について

1 意見聴取状況（日時、場所、回数等）

日時 １回目 平成29年７月14日（金）14:00～16:00

２回目 平成30年２月27日（火）14:00～16:00

2 学校評議員に意見を求めた事項

学校評価計画表、総括表に基づく本校の取組について

3 学校評議員の主な意見や質問

⒧

⑵

⑶

⑷

⑸ SSシートの取組について

⑹

4 学校評議員の意見が学校運営に生かされた事例又は今後の取扱いの予定

⒧

⑵

　今年度は、計画が遅くなったが、３月中には開催を予定している。

生徒にかかるプレッシャーについて

・かつて教員たちが、期待をこめて育ててきた生徒会長が、その期待感を重く感じるようにな
り、途中で止めてしまったことがあった。しかし、やっぱり生徒には期待をすることが大切、期
待をしながらそっと見守ること。

・保護者も様々な背景をかかえており、その対応に苦慮されていることが理解できる。

・保護者は何かに困っていて、はき出したいという思いがある。教員がそれに立ち入れるかは問
題ではある。

　地域の青年団との連携により、地元の祭りや地域のイベントへのスタッフとして募集を行い、
有志生徒が参画協力を行った。また、保育所、幼稚園の運動会の手伝いなどに斑ごとに参加する
ことで、自ら考え行動する成長の機会となった。

写真部の秋祭りの写真展を市民が期待しているので是非今年も実施してもらいたい。

進路状況についての質問

198名卒業生のうち、42名が未確定であるが、今後どのような方向であるのか。

　10名は縁故就職の予定、看護専門学校への再チャレンジする者のほか、現在もハローワークに
照会を依頼している状況である。

介護施設での卒業生について

・昨年、介護職員が実習指導を担当していたが途中退職することになってしまったが、６年前に
入社した榛生昇陽卒業生２名が頑張ってくれている。

　SSシートの活用により生徒とのキャッチボールができていて、いじめの早期発見につながって
るようだ。また、放課後の遅刻指導を通して、生徒とコミュニケーションをとる一つのきっかけ
となっている。

・今年度も２名入社してくれる、18才で国家資格を得ることは大変重い意味がある。卒業生がつ
ながっていく形ができてきたことは喜ばしいことと捉えている。

職場におけるクレーム対応について

　学校現場でもクレーム対応が繰り返し求められるケースもあり、次第に疲弊していく状況にな
らないか心配である。当初、じっくりと傾聴していてもなかなか解決に繋がらないケースもあ
り、苦慮している。

クラス間によって、生徒の指導に格差があるのが気がかりである。

　教員により経験値に差があり、経験不足の教員がうまく生徒を把握し捉えきれていないケース
がめだった。先輩教員が授業に入ったり、廊下から注視したりしているが、十分に補完できてい
ない。


