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評価 成果と課題 改善･向上策など

選択科目の構成の見直しや、学科連携
科目の適正な配置等、教育課程の改善
をはかる

Ｂ
より柔軟な選択が可能になるよう選択群の配置を検討し
たが、新たに段階的な総合技術の運用が入ったため、次
年度以降更なる検討が必要となった

総合技術の配置や商業科の選択群乗り入れなど今年度中
に取り組んだ変更に伴う問題点を、運用可能な具体案に
仕上げていく必要がある

選択科目群の中から生徒が有効な選択
を行えるよう指導体制を確立する Ｂ

説明会を2部構成に分け、全体会では選択のポイントと
普通科目を中心に説明し、学科別では総合技術を中心
に、専門科目の説明をするように工夫した

1次調査の前に生徒の動向をつかめると群案の科目配置
に生かせる。特に総合技術についてはどの程度選択希望
があるか把握してから科目配置を検討するとよい

28年度教育課程のあり方について検討
を進める Ｃ 総合技術の導入による変更が大きかったこともあり、今

年度は部分的な変更に終始した
27年度で教育課程が一巡するのを踏まえ、全体の見直し
を1年かけて進める必要がある

全校が一斉にキャリア学習を行う
「キャリア学習の日」を設定し、自己
の在り方や生き方を考える機会として
活用する

① ② Ｂ
１・２年生はクラス単位で専門科に則した内容で、ま
た、３年生は進路別のコースを設定し見学会を実施し
た。３年生は進路への意識を高めることができた

３年生の進路別見学会は、進路指導にかかわる内容であ
るため、校内での進め方について検討する必要がある

就業体験学習を通して、勤労観や職業
観を育成するとともに、生徒が社会と
の関わりを持てるようにする

①②④ Ａ ２年生全員が７月中旬から９月中旬にかけて就業体験学
習を行い、職業観や勤労観を育むことができた

就業体験学習の実施時期について検討を深める必要があ
る

人権学習を通して、人権感覚を高め、
自他を大切にする心を育てる

③ Ｂ 全校での人権映画の鑑賞を実施した。人権について多く
の生徒が考えることができた

来年度は平和に関する映画鑑賞を検討したい

全定合同で推薦委員会を開き、それぞ
れの生徒の進路指導を全職員が一致し
て行う

①②③ Ａ 全定合同で就職、進学の校内選考を実施することができ
た。また、全職員で進路指導を行った

就職希望先の情報を早い段階から生徒が把握できる仕組
み作りを検討する必要がある

職員による企業訪問を計画的に行い、
企業との信頼関係を深め、求人開拓に
努める

④ Ｂ
企業訪問を積極的に行い、就職先の開拓を行ったことに
より、多くの生徒が希望する企業に内定することができ
た

年々就職希望者が増えており、安定した就職先の確保が
望まれる。管内だけでなく、県内外の企業訪問を検討す
る必要がある

担任、進路係による個別面談を適宜行
い、進路実現の手助けをする

② Ａ 各学年が計画的に個別面談等を行い、生徒の実態把握に
努め、個々の希望に添った進路指導を行うことができた

面談指導を充実させるためにも、効果的な時間確保の方
法を検討する必要がある

①②⑤

キャリア･学習
指導係

キャリア学習を通して、
生徒が自らの人生を考え
られるようにする。ま
た、就業体験や人権学習
等の多様な活動を通し
て、高校生として必要な
学力を広範に育むととも
に、有効な進路決定がな
されるよう指導する

進路指導係

総合技術高校の特色を生
かした進路選択を生徒が
できるようにするため
に、それぞれの生徒にふ
さわしい指導を全職員が
一致して行う。生徒・担
任・保護者・各教科・進
路係の情報交換を密に行
う

教育課程
委員会

教
育
活
動

【評価の基準】Ａ：十分　　Ｂ：おおむね十分　　Ｃ：やや不十分　　Ｄ：不十分

統合により複雑化した教
育課程の問題点を検討し
て改善をはかるととも
に、生徒が有益な科目選
択を行えるようにする

６６　飯田OIDE長姫高等学校　

平成26年度　飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校　学校自己評価まとめ
《学校教育目標》 <重点目標（中長期的目標）>

　幅広い教養と高い専門性を追求し，社会に開かれた学びをとお
して，平和な未来に貢献できる心豊かな人間を育成する。

【ひとづくり(豊かな情操を育む人間形成)】
　1.生命の尊厳を自覚し、真理と正義を愛する知識・教養・創造性豊かな人間の育成に努力する
【ものづくり(付加価値の創造)】
　2.独創(Originality)・想像(Imagination)・工夫(Device)・努力(Effort)の精神を尊重し、工業･商業両分野における"ものづくりの拠点校"
としての役割を果たす
【環境教育(安心･安全な学校づくり)】
　3.地球のために、総合技術高校として専門性を活かした環境教育を行う

<今年度の重点目標>

　① 未来を担うにふさわしい向学心の育成
　② 個に応じた進路を実現する支援
　③ 自己に誇りを持ち、他を思いやる人間関係の醸成
　④ 地域産業教育の拠点となるべく地域社会との交流と連携の推進
　⑤ コンテスト・大会への参加、資格取得の支援
　⑥ 環境に配慮した学校・教育システム作りの推進
　⑦ 地域と連携し、ボランティア活動などをとおした環境学習



校内環境整備や巡視の実施、事故防止
の呼びかけ等の活動を積み重ねて、安
全・安心な学校づくりを推進する

③ Ａ 校内、校外の巡視を係だけでなく、全職員・保護者を含
めて実施することができた

声がけ・盗撮等、新たな被害が報告されており、警察と
協力して対策を講ずる必要がある

問題発生時は迅速に対応するととも
に、生徒・保護者との関係作りを大切
にしながら問題の解決にあたる

③ Ａ
迅速な対応を心がけた。また、反省指導では学年の協力
を得て面談を充分に行う等、指導の充実をはかることが
できた

昨年に比べ、問題行動の発生件数は減尐した。さらなる
減尐をめざしたい

生徒会生活委員会でモラル向上週間を
設けること等により、挨拶ができる学
校づくりを推進する

③ Ａ 生徒と共に「挨拶運動」「交通安全運動」等を実施する
ことができた

身なりや、通学時のマナー等について、生徒が自律的に
考えられるよう支援していく必要がある

職員の相談体制を確立するとともに、
外部機関の有効利用をはかる

②③ Ａ
外部機関の協力を得ながら、生徒理解を深めることがで
きた。関係職員で小規模な支援チームを作り、組織で柔
軟に対応することができた

生徒の多様化を踏まえ、外部機関との連携を模索しなが
ら支援体制のさらなる充実をはかりたい

生徒のみならず家庭との連携を大切に
する

②③ Ｂ 担任の先生を通じて家庭との連携を密に行えた
多様化している家庭状況へ配慮しながら、家庭との連携
の充実をはかりたい

自治活動学習の場として、生徒会を生
徒が自主的に運営できるよう支援する

①③④ Ｂ 生徒が中心となり各行事を検討・企画し、自主的に運営
することができた

生徒会として取り上げなければならない問題点を直視
し、学校環境を整える取組を目指したい

文化祭を通して学校の活動を地域に広
くＰＲする

③④⑦ Ｂ 専門科展示を中心にキッズタウンをはじめ地域への関わ
りを意識した企画を計画・運営できた

まだまだ企画内容には検討すべき事項が多くあり、多く
の方が来校していただくように、さらなる改善をめざし
たい

環境活動を通じた地域貢献を推進する ①⑥⑦ Ｂ
数クラスではあるがOIDE清掃（校外での自主的な清掃活
動）が開始できた。生徒集会にISO環境美化の学習を導
入できた

継続した学習会を開催し、尐しずつ到達点を高め、環境
意識の向上をはかるとともに、地域への発信源となるよ
う改善に努めたい

通常清掃時の清掃活動を充実させ、学
習環境の美化向上をはかる

⑥ Ｂ ＨＲ教室の清掃は概ね良好であったが、教室以外の分担
区の一部で清掃不十分な箇所があった

清掃重点箇所に十分な人数配置ができるよう分担区分の
工夫や配慮を行う必要がある

年３回の全校一斉美化作業を計画し、
環境に対する意識の向上や地域への貢
献等に取り組む

⑥⑦ Ｂ 計画通り実施することができた。生徒と職員の協力によ
り意義ある活動を行うことができた

清掃用具の補充が不可欠であり、限られた予算の中で計
画的に行っていく必要がある

年間を通した行事計画により、計画的
に目標の実現をはかる

①②③ Ａ 「ものづくり」をテーマにした本校生徒に向いた演劇
だったため、鑑賞態度も良く、好評であった

今後も生徒の教養向上に資する演目を、事務局と協調し
て選定したい

放送活動が適切に運営されるよう指導
する

①②③ Ｂ 学校行事などでは、委員が自主的に準備を行い、円滑な
運営に貢献した

日常的に、全校生徒の学校生活に寄与する放送活動を行
うよう指導していきたい

視聴覚機器を管理し、適切な運用をは
かる

①②③ Ｂ 散逸していた機器類を整理して所在を確認した。視聴覚
予算を活用して各部署で必要な物品を購入できた

マイク１本を修理をした。やむを得ないとは思うが、生
徒に使わせるときは大事に扱うよう指導したい

教
育
活
動

生徒指導係

校舎内外の清掃活動を通
して学習、生活環境の美
化を推進する。ゴミの減
量や分別回収の徹底等に
より環境への意識を高め
る

視聴覚係

芸術鑑賞を通じて生徒の
情操を育むとともに、豊
かな鑑賞態度も身に付け
られるようにする

学校における危機発生の
予防に努め、安全・安心
な学校づくりを進める

教育相談･特別
支援

課題を持った生徒や家庭
の悩みを聞き、理解・支
援に努める

生徒会係

自治活動の精神を大切に
し、生徒の主体的な活動
を通して学校の活性化を
はかる。また、この活動
の過程で、生徒の自主
的・自律的な思考力や行
動力を養うとともに、共
同性を高める

ＩＳＯ美化係



授業・ホームルームへの資料・サービ
スを提供し、教育活動への援助を行う

①② Ｂ 要望のあった資料などを速やかに準備、提供することが
できた。事前連絡がなく突然の利用希望にも対応できた

生徒や職員のニーズに合わせ一層の資料・サービスの充
実を図る。準備のためにも図書館利用には事前連絡をも
らえるようにしたい

読書旬間やオリエンテーション・広報
活動など生徒の読書経験を豊かにする
活動を進める

①②③ Ｂ
季節のイベントと絡めながら、図書館に足を運んでもら
えるよう工夫を凝らした。下伊那の高校図書委員会交流
会が有意義だった

他校交流によりアイディアをもらった。図書委員による
「おすすめ本の紹介」の活動を一層広げていきたい

欠席･遅刻･早退等を減らす取組みや、
挨拶・清掃等に積極的に取り組む姿勢
の育成を通して、基本的生活習慣の確
立を促す

①②③ Ｂ
概ね、高校での基本的な生活リズムを確立させることが
できた。また、挨拶･清掃等についても習慣化でき、落
ち着いた雰囲気で生活することができた

慣れから来る生活リズムや身だしなみの乱れに注意し、
全体･個別指導していく。挨拶･清掃等も自発的に気づ
き、より積極的に取り組めるよう指導していきたい

授業を中心に家庭での予習、復習を促
すことにより、学習の習慣づけを行う

①②③ Ｂ
大部分の生徒は、授業に向かう姿勢は良好で学習習慣を
身に付けることができた。検定･資格取得に意欲的な生
徒も見られた

進路を意識して学習に取り組むよう指導していく。授業
への集中力が欠ける生徒もごく一部いるので、引き続き
指導したい

修学旅行を通して集団活動の大切さを
学ばせる

③ Ａ
事前学習の充実をはかることにより、修学旅行を意味あ
るものにできた。時間を守るなど規律ある集団行動を行
うことができた

台風の進路に入ってしまい難儀した。県教委に示された
基準があるが、教育目的に応じて柔軟に行程や日程が組
めるとよいと思う

自らの進路実現に向けて学習を深めら
れるよう、計画的な補習の実施を検討
する

①②⑤ Ａ
進学補習(国語、数学、英語)など通年を通して行えた。
資格・検定に対する補習を放課後に実施し、多くの生徒
が参加した

生徒の進路実現に資するよう、計画的な補習の実施を継
続したい

清掃、挨拶等の指導を通して、基本的
生活習慣の確立を促す

①③ Ｂ
挨拶をする生徒が増えており、清掃も真面目に取り組ん
でいる。教室やロッカーの整理整頓が充分でない場合が
あり課題である

向上が見られるので、現在の指導を継続する。教室や
ロッカーの整理整頓も継続して指導を行いたい

課題研究等の専門的・主体的な活動を
通して、専門分野の学習を深める

③④⑥⑦ Ｂ 課題研究では、主体的で生き生きとした活動がみられ、
見応えのある発表ができた

課題研究では、人任せな取り組みもみられたので、一人
一人の役割の明確化も必要であった

補習等を充実させて実践的な専門力の
伸長をはかり、資格取得を促進する

①②⑤ Ｂ 資格取得あるいは受験に必要な学力補充のための補習
に、多くの生徒が参加し向上させることができた

難しいことではあるが、もっと自己の将来を意識させる
必要がある生徒もいた

自己の思い描く進路が実現できるよ
う、進路指導の充実をはかる

②　④ Ａ
就職では求人の回復も手伝って、ほぼ希望する職種に就
くことができた。公務員も多く合格した。進学も希望を
重視した指導ができた

就職希望が年々増加していく中、求人を開拓していくこ
との重要性が増している

教
育
活
動

図書係
知識や視野を広げる拠点
としての図書館を目指す

３学年会

専門分野の学習の深化と
資格　取得の促進、およ
び自己実現に向けての進
路指導の充実をはかる

１学年会
基本的生活習慣及び学習
習慣の確立を目指す

２学年会
自主自律の姿勢の確立を
目指す
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評価 成果と課題 改善･向上策など

授業公開が広く周知されるよう、ＨＰ
の有効利用と中学校へのお知らせの充
実をはかる

④ Ａ
ＨＰをリニューアルし､見やすさ､アクセスのしやすさを
向上させた。中学生向けに飯田OIDE長姫通信を毎月発行
し、本校の活動を中学生が理解できるようにした。2回
の授業公開には多数の見学者が参加した

ＨＰは本校の最新の情報を提供できるよう、こまめな更
新を心がけたい。中学生に対しては、今年度の活動の方
向性を維持したい

中学生に本校の魅力を十分に伝えられ
るよう、進路指導講話や体験入学の内
容の見直しをはかる

④ Ａ
体験学習、学科別オープンキャンパス、中学校訪問、中
学校進路講話、保護者説明会を実施し、中学生が進路を
考えていく段階に応じて、各行事の役割を明確にし、中
学生に本校の学習内容が効果的に伝わるようにした

これらの広報活動は内容を整理し、中学生のニーズを研
究した上で､来年度も継続実施し、中学生・保護者・地
域の方に本校の魅力を伝える大切な機会としたい

学校パンフレットの内容を再検討する
とともに、ＨＰの充実をはかる

④ Ａ
学校パンフレットは新デザインに更新し､内容も全面的
に見直し、本校の魅力が多くの中学生･保護者などに伝
わるようにした

ＨＰ､学校パンフレット､飯田OIDE長姫通信を本校からの
情報発信の柱として継続したい

授業や行事でＩＣＴ機材を有効に活用
できるよう整備・管理を行う

⑥ Ｂ 各科、各係の希望に柔軟に対応し、ＩＣＴを利用した教
育活動を支援できた

ＩＣＴによる教育を推進するために、ハード、ソフト両
面の支援を充実したい

ネットワークに障害が発生した際は迅
速に対応し、その授業等における影響
を最小限にする

⑥ Ｂ ネットワークの障害のみならず、ＰＣの障害についても
迅速に対応し、授業を支援できた

現行の体制を継続し、効果的な教育活動を支援したい

健康診断を通して自分の健康に関心を
持つように働きかけを行う

⑥ Ｂ 健康診断を生徒全員が受診できた。要受診の生徒につい
て、自己健康管理につながるような指導を個々に実施できた

個人ごとに通知を出したり、保護者懇談時に連絡の機会を持
つ等、もう一歩踏み込んだ取組の必要性を感じる。要受診の
生徒についても自己管理の充実をはかる必要がある

健康の保持増進ができるよう保健管
理・保健指導を行う

⑥ Ａ 保健委員の生徒と、ほけんだより等を通じて啓もう活動がで
きた。特に、今の健康課題への意識を高めることができた

生徒のニーズに合った課題に取り組めるよう働きかけて
いきたい

健康診断受診の呼びかけを行う ⑥ Ａ 受診の呼びかけを積極的に行うことにより、未受診者を減少
できた

未受診者０を目指すために個々に働きかける

職場環境の把握に努める ⑥ Ｂ 昨年度の調査をふまえ職場環境の問題点を明確にし、改
善できるものは積極的に対策を行った

細かな課題は数多く存在するが、状況把握と改善の取組
を継続したい。労働環境の把握に努めたい

職員の疾病予防・健康の保持増進に努
める

⑥ Ｂ
「教職員コミュニティー広場」という記事を定期的に発
行することとし、職員が健康に関心を持てるよう工夫し
た

あまり職員に負担をかけずに職場環境を向上できる取組
を行っていきたい

防災訓練を年2回実施し災害に対する備
えと体制を確認する Ｂ 訓練手順を見直し、防災機器の使用手順等の確認を盛り

込んだ
被災時に職員がどうのように対応するかを中心に訓練内
容を再検討したい

生徒用机･椅子の管理補修を適切に行う Ｂ 生徒用机・椅子の修繕交換作業の実施および教室カーテ
ン･ロッカー・下足箱の整備をした

昇降口下足箱の更新を計画的に行う必要がある

学
校
運
営

【評価の基準】Ａ：十分　　Ｂ：おおむね十分　　Ｃ：やや不十分　　Ｄ：不十分

本校の魅力ある学習活動
を、中学生を始め、地域
に広く知らせるために、
本年度は特に広報活動に
重点を置く

情報処理係
利用者が適切かつ安全に
ネットワークを利用でき
るよう管理運営を行う

教務係

生徒が自らの健康に関心
を持ち、健康の保持増進
を自己管理できるように
する

安全衛生係
職員が健康で安全に職務
を遂行できるように支援
する

庶務係

防災訓練を実施し、防災
意識を高め緊急時に備え
る。また、校内の施設設
備を使いやすい状態に管
理する

⑥

保健衛生係



ＰＴＡの研修旅行やレクリエーション
等の計画立案を支援し、ＰＴＡ活動の
充実をはかる

Ａ 計画どおり実施し、充実したＰＴＡ活動を実施すること
ができた

ＰＴＡ各部会で検討を深め、充実したＰＴＡ活動を維持
していきたい

ＰＴＡと連携して、メール一斉配信シ
ステムの導入や各教室への扇風機の導
入を支援する

Ｂ メール一斉配信システムの導入と各教室への扇風機の設
置を行うことができた

ＰＴＡと学校との連携による教育活動の活性化を引き続
き模索したい

ＰＴＡによる学校整備や校外巡視の活
動を通して、学校の教育活動を支援す
る

Ａ 多くの保護者に参加していただき、充実した学校整備作
業を行うことができた

今後も多くの保護者に参加いただけるようＰＴＡの部会
で検討していきたい

同窓会事務局との連携を密にし、同窓
会の運営を支援する

④ Ｂ 同窓会報発行や卒業関連の業務などを同窓会事務局と連
携してスムーズに行うことができた

同窓会活動に対して、本校職員（同窓
生）へ参加を呼びかけることにより、
支援体制の強化をはかる

④ Ｂ 職員が係わる同窓会活動はあまりなかったが、必要なと
きは協力することで同窓会活動の活性化に寄与できた

非違行為を根絶する。そのために定期
的に職員研修を実施する

④ Ｂ 定期的に職員研修を実施できた。ＤＶＤを利用する等、
研修内容も工夫した

継続的に研修を実施する必要がある。また、研修内容の
充実をはかる必要がある

人権を尊重し、体罰を防止する ④ Ｂ 県教委が発行する資料等を有効に活用し、意識の向上を
はかることができた

個人情報や公文書を適切に管理する ④ Ｂ 必要に応じて、職員会議等で呼びかけを行い、注意を喚
起した。

文化祭や課題研究発表会に合わせて評
議員会を開催し、評議員が学校の活動
を把握しやすいようにする

④ Ａ
文化祭で生き生きと活動する全校生徒の姿や、課題研究
で意見発表・展示発表・会を運営する３年生の姿など、
生徒が多様に活動する様子を学校評議員に直接見ていた
だくことができた

時間が長くなる難点はあるが、評議員に学校の様子を直
接見ていただくことは学校を理解いただくための効果的
な手段だと考えている。引き続き運用のあり方を検討し
たい

評議員の意見を真摯に受け止め、必要
に応じて学校運営に反映させる

④ Ｂ
評議員の視点は、学校だけでは気づけない多様な視点を
もたらしてくれた。学校運営にあたり大いに参考になっ
た

意見交換をより深めることによって、得られるものがさ
らに大きくなるのではないかと感じている。評議員会の
あり方を工夫していきたい

学校の活動を地域に適切に理解しても
らえるよう、発表方法等を工夫する

④ Ｂ

評議員に本校の新聞掲載記事を集めた飯田OIDE長姫
Topicsを配布し、幅広く活動する生徒の姿を知っていた
だくことができた。全校課題研究発表会・文化祭・学校
公開を一般公開し、地域の方にも生徒の活動を直接見て
いただいた

的確な評価をいただくためにも、学校の様子をより適切
に伝えられるよう、工夫していきたい

学
校
運
営

引き続き、同窓会事務局との連携を密にし、学校の教育
活動の充実をはかりたい

常に注意をはらい、継続的な努力を重ねていきたい

学校評議員
評議員会制度を有効に活
用し、地域に開かれた学
校づくりを推進する

ＰＴＡ役員と協力してＰ
ＴＡ活動を充実させると
ともに、学校の教育活動
を支援する

生徒・保護者および地域
から信頼される学校を実
現する

コンプライア
ンス係

ＰＴＡ係 ③⑥

同窓会係

同窓会活動の充実を支援
するとともに、同窓会と
連携して学校の教育活動
の充実に資する


