平成31年3月5日

平成30年度 学校評価表

６４ 飯田風越高等学校
【評価の基準】 A：達成できている B：概ね達成できている C：あまり達成できていない D：全く達成できていない
質実勤勉な気質と自由闊達な精神を校風の基
学校教 調とし、さらに豊かな教養と高い知性を養い健
康な身体に鍛え、広い視野に立ち責任と協力
育
目 標 を重んずる民主的かつ有為な社会の形成者を
育成する。
◇保護者・地域との連携を深め、信頼を得る学
重点 校づくりをおこなう。
目標 ◇社会の形成者として必要な規範意識の涵養
(中･長 とマナーの向上及び協働意識の育成を図る。
期的目 ◇生徒一人ひとりの興味・関心、能力・特性に
応じた適切な指導・支援を行うことで、豊かな
標)
人間性を養い、社会を担う人材を育てる。
◇いじめ・体罰のない学校づくりを推進する。
特にスマホ、インターネットの利用にはその危
険性を理解させ、犯罪の被害と問題行動につ
ながることのないよう未然に防止する。

今年度
の
◇高大接続、高校教育に関わる改革について
重点
研究を深め、具体的な対応を進める。
目標

領域 対象

教
育
課
程

評価項目
高大接続改革のひ
とつとして導入予
定の学力評価テス
ト等に向け、生徒・
保護者および地域
の期待・要望を勘
案し、風越高校の
特色を生かせる教
育課程の検討を進
め、提示していく。

学力の向上を図る
ために学習習慣の
確立に努める。ま
教
た、総合的な学習
の時間（Fの学び）
学 の在り方について
育
習 検討していく。
指
導
活

総合評価
今年度も生徒の授業を受ける姿勢は落ちついており、クラブ活動にも活気が見られる。地域の
方々・同窓会・ＰＴＡ等のご協力・ご支援もあり、生徒たちは充実した学校生活を送っている。各係
が分野ごとに行った自己評価は下表の通りである。概ね所期の目標に到達していると考えられる
が、それぞれに課題の残る項目もある。
昨年度より高大接続・高校教育に係わる改革について研究・検討をスタートし、今年度より授業時
間の変更(65分授業×5時間から、55分授業×6時間へ)を行った。また、電子黒板(昨年度10月より
RESAS(地域経済分析システム)事業による整備)などのICTを活用した授業改善も徐々に進めら
れ、来年度もより具体的で教育効果が上がる対応策を考え、工夫を重ねて行きたい。次年度は今
年度の課題を重点に据えて、さらに教育力の向上をめざしたい。
成果と課題
A B C D
改善策・向上策
・生徒の規範に対する知識と意識がかい
・単発的な講演会や注意喚起で終わらな
離していると思われる行動が見られ、いじ
いよう、継続的な働きかけを進めたい。
め問題、インターネット利用に対する更な
・また、共通理解と未然防止等について
○
る啓発が必要である。
学ぶ職員研修会や保護者向けの講演会
などを計画したい。
･1年生より、高校での様々な活動の記録
・授業において、電子黒板などのICT機
にクラッシィ(進路指導をサポートするクラ
器の利用度が高まっており、更なる内容
ウドサービス)を導入した。また、RESASを
充実を図りたい。生徒の思考力や主体性
○
活用した探究学習では、教科「情報」と連
を重視した授業を展開できるよう、校内
携し、中間発表会(11月)や最終発表会(2
研修会や外部講師による講演などを実
月)を行った。
施していきたい。

評価の観点
次年度の文理分けや講座
選択において、生徒の進
路や興味・関心に応じた
コース等の提示ができた
か。

成果と課題
A B C D
改善策・向上策
・学年と連携をとり、生徒や学年の意向を
・２学期は諸行事や修学旅行事前学習な
踏まえた講座編成ができた。また、生徒
どへの対応のため、LHRを活用しての指
の進路を相談しつつ、講座選択をさせる
導等がなかなか難しいが、生徒が１学期
○
ことができた。
から進路に応じた講座選択を考えられる
よう、学年と綿密に連携をとって、早めに
動き出せるようにしたい。
2020年導入予定の評価テ ・高大接続改革に伴い、入試方法や高
・高大接続改革研究委員会と連携をとっ
ストや能動的な学びに対 校教育が大きく変わろうとしているが、そ
て、高大接続と高校教育改革について
応した教育課程の編成を の全体像や改革プラン等の詳細がまだ
研究を行いたい。また、進路指導係とも
行うことができたか。
はっきりしない。そのため、教育課程の改
連携をとり、入試方法に関して情報収集
○
編は行わないが、例えば、RESASを活用
を進め、検討したい。
した探究的な学びや、英語４技能のうち
・2022年度実施の新教育課程の編成に
SWを意識した活動を行う等、新テストに
向けての検討も進めたい。
向けた取り組みを始めている。
家庭学習の充実を図るこ
とができたか。

・学習記録や提出課題の確認などを通し
て家庭学習への取り組みを促している
が、取り組みへの意識の高低があり、今
後も課題である。
効果的な補習授業（土曜・ ・継続して参加することで力をつけている
平日）はできたか。
生徒がいる一方で、後半の出席率が下
がっていることが課題である。またＧＴＥＣ
など新たな取り組みも増え土曜日に余裕
がなくなっている。
高大接続改革の研究をふ ・本校卒業生のOB・OG講話や地域学習
まえ、「Fの学び」について など、進路係や学年により新しい取り組
検討、計画をすることがで みがなされたが、今後更に検討が必要で
動
きたか。
ある。
進路希望に合わせ 生徒の意識の高揚を図り ・名古屋で開催されている進学イベント
た情報の提供と指 ながら進路希望に沿った の夢ナビライブは参加者には好評であっ
導を行う。
指導ができたか。
た。
・進路室での3年生への対応は出来たが
１・2年生へ向けての情報発信をより充実
させていく必要がある。
進 職員間の進路情
e-Portfolio・共通テスト等 ・今年度入試でのe-Portfolio(活動記録
路 報，指導法の共有 へ向けて理解と取り組み のディジタル蓄積化)利用はなかったが，
指 を図る。
ができたか。
クラッシィを活用していくことで，理解と準
導
備には繋がっていくと思われる。
キャリア教育の課 「Ｆの学び」等を通して，進
題を具現化した進 路意識を高揚させること
路指導を行う。
ができたか。
社会規範・交通規
則・校則を守る意
識を高め、いじめ
のない自律的な学
生 校生活が送れるよ
徒 う支援・指導を行
指 う。
導
地域・家庭との連
携をはかり、安心・
安全な環境を維持
し向上させる。

・OG･OB講話，分野別講義，地域学習
は大方好評であった。継続させていきた
い。

いじめ等の問題行動を早
期発見し対応できたか。

・年三回実施の「生活アンケート」や担任
による面談や生活記録のチェックで生徒
個々の状況把握はかなりできている。

SNSが持つ危険性を啓蒙
できたか。社会規範、交通
規則、校則を意識し学校
生活を送れるよう指導で
きたか。
地域の会合に出席したり、
家庭との連絡を密にとるこ
とができたか。

・SNSの持つ問題点が、日々変化する中
で、指導する側の認識不足で対応しきれ
ない面があり、指導が後手に回ってし
まっている事があった。
・昨年来、多発した痴漢被害に対して地
元自治会や関係団体の協力で防犯カメ
ラの設置が実現したことは大きな成果で
ある。

・家庭学習の意義についての意識を高
め、学習時間だけでなく内容が充実する
よう繰り返し指導を行いたい。

○

○

・学年、教科、係との連携をとりながら実
施をしていきたい。また総合的探究の時
間の内容については検討を進めたい。

○

・来年度の夢ナビは７月２０日（土）である
が，参加を呼びかけていきたい。
・進路希望，結果等の情報共有を適宜
行っていきたい。

○

○

○

○

・補習授業を安易な欠席をしないよう、進
路実現に向けての生徒の意識を高めて
いきたい。また補習の意義や方法につい
ては、次年度検討していきたい。

・昨年１１月に実施された共通テストの試
行を踏まえながら，来年度の計画に活か
したい。
・クラッシィを活用していくことで，ｅ-Ｐｏｒｔ
ｆｏｌｉｏに対応していきたい。
・総合的な学習の時間を活用しなが
ら，飯田市等地方公共団体や地元有
志の方々と連携を深め，地域への認
識を更に深めていきたい。
・生活アンケートや生活記録などから得
た情報に対して、関係職員で連携して迅
速に対応できるようにしていく。

○

・生徒が利用しているSNSやそれが持つ
問題点を専門家の助言を得ながら確認
したい。

○

・会合だけでなく、定期的に実施している
巡回指導などでも積極的に地域の人の
声を聞き、対応していきたい。

領域 対象

教
育
相
談

評価項目
評価の観点
教育相談態勢の充 職員間で共通認識を持
実を図る。
ち、適切な支援ができた
か。

関係機関の活用、連携が
できたか。

自治活動としての
支援をはかる。

委員会，クラブ，風越祭な
ど充実して行えたか。

生
徒 地域に根ざした活
会 動を目指す。

ボランティア活動などを中
心に，地域に出て活動さ
せることができたか。
マナー・モラルの向 あいさつや身だしなみ、環
上をはかる。
境美化などの啓発を行え
たか。

・生徒会役員や一般生徒が自主的にボ
ランティアに参加し、地域の活動に協力
した。
・生徒会役員の身だしなみなどは、向上
してきている面はあるが、一般の生徒に
啓発していくところまではいっていない。

自己の健康課題を
把握し、健康の保
持増進に主体的に
取り組む力を育て
る。

疾病の早期発見に努め、
早期治療につなげること
ができたか。また、健康上
管理を必要とする生徒が
学校生活をスムーズに送
れるようサポートできた
か。

・体調不良の生徒に対し、担任と連携し
て対応することができた。健康上管理を
必要とする生徒も問題なく学校生活を送
ることが出来たが、定期的に現状を確認
しながらサポートした方が良かった。今年
度は職員に対しエピペン(アドレナリン自
己注射薬)の使い方の説明をおこなう事
が出来なかった。

夏場の熱中症の予防等、
季節に合わせた体調管理
ができるよう、啓発活動を
行うことができたか。
年間を通して感染症の予
防に努め、校内での感染
症の蔓延を最小限にとど
める取り組みができたか。
図書館の利用促進 図書館の情報発信・資料
をいっそう図るとと の拡充とともに、資料閲
図 もに、高大接続に 覧、調査、貸出が円滑に
書 向けた資料の拡充 行えたか。
を目指す。

・暑さ指数の周知を図り、指針に基づい
て運動制限を行うなど、熱中症予防の啓
発に努めた。

視聴覚教育の充実 芸術鑑賞が生徒たちの情
視
を図る。
操を豊かにするもので
聴
あったか。
覚

・演目の「学校寄席」は、アンケートの結
果から、生徒からの評判も非常によく、有
○
意義な公演であった。

保
健

人
権
平
和

学
校
運
営

成果と課題
A B C D
改善策・向上策
・共通認識を持って支援するために職員
・職員研修の時期を見直す。また、職員
研修を実施しているが、出席者が減少し
間の情報交換を密にし、心配な生徒の
ている点は課題である。また、心配な生
対応を早めにできるよう、学年会や教科
○
徒について職員間の情報交換が不十分
担当者会、係会以外の方法も検討した
なこともあった。
い。
・スクールカウンセラー(SC)の活用は例
・担任と外部機関の担当者のみでなく、
年の倍以上であり、生徒・保護者の支援
チームとして支援するために、内規に定
○
に役立った。一方、外部機関との情報共
められた支援体制を全職員に説明し、理
有方法の確認が必要である。
解してもらいたい。
・委員会では、委員長を中心に責任を
・更に生徒が自主的・主体的に活動に取
もって、仕事をやり遂げた。クラブ活動：
り組めるよう、行事等に対して余裕をもっ
それぞれ積極的に活動し、多くのクラブ
て計画を立てさせ、見通しをもって活動
○
で県大会などの大会に出場した。風越
していけるよう指導していきたい。
祭：係を中心に、自主的に活動し、全体
としても成功裏に終わった。

保
護
者
・
地
域
と
の
連
携

基本的人権と人間
の尊厳を尊重し、
差別・偏見・いじめ
を容認しない。平和
や真理を希求する
人格を育成し、人
権尊重の実践を目
指す。

保護者や地域との
連携・交流に努め
るとともに、積極的
に情報を発信し、よ
り一層開かれた学
校づくりを進める。

人権学習や修学旅行体験
を通じて、戦争と平和、差
別や不当な人権侵害につ
いて学び、人権感覚を磨
かせることができたか。

・感染症による学級閉鎖等の措置を回避
することはできたが、感染状況や予防方
法を周知する等の取り組みをもっと積極
的に行った方が良かった。
・高校教育に関わる改革についての資料
も準備し、貸出などを円滑に行うことがで
きた。

・今年度は、1960年代初頭のアメリカの
人種差別と女性差別を題材とした映画を
鑑賞した。歴史的な事柄として「聞いたこ
とはあるが…」という生徒たちに、ドラマで
はあるが不当な差別、それと闘った人間
の姿を見せることができた点は有意義で
あった。

いじめや命の尊さについ
・毎年担当者が変わり、単年度・単発の
て学び、人権感覚を磨き、 催しで終わってしまう。秋の実施で、4月
育むことができたか。
以降問題になった事柄に対し、講師や
教材を選ぶことはできるが、今の形でよ
いのか検討が必要である。
WEBページの更新や広報 ・WEBページの更新は、最近の出来事と
誌の「風越便り」の発行等 いった生徒の教育活動の様子を、写真
を定期的に行い、学校情 を中心に6回(1月現在)行い、例年の更
報を積極的に発信できた 新回数を上回った。
か。
・広報誌の「風越便り」の発行は、2月現
在2回だけで、例年度を大きく下回ってし
まった。
ＰＴA活動や学校評議員会 ・PTA活動はおおむね予定通り実施さ
の意見を学校の教育活動 れ、保護者同士の交流、保護者と学校の
に生かすことができたか。 相互理解と連携が促進された。

○

・一般生徒への情報を提示により、ボラン
ティア活動に参加する生徒を増やしてい
きたい。
・生徒が自ら現状を考え、向上策を検討
していける活動を行っていきたい。

○

・健康上管理を必要とする生徒に対し、
学期に１回状況を確認していく。職員に
対しエピペンの講習を行う等、職員全体
で健康上配慮が必要な生徒をサポートし
ていく体制を整えたい。

○

・教室と校庭等の体育施設との温度差等
に留意し、エアコン導入に伴う生徒の体
調管理を行いたい。また、部活動中の熱
中症を防ぐよう努めたい。
・インフルエンザの流行の状況や予防方
法等を掲示物や放送等を利用してさらに
積極的に周知していきたい。

○

○

・高大接続に向け、図書館利用の必要性
も高まると考えられるため、改革に即した
資料の更なる拡充と工夫に努めたい。

〇

・来年度の演目「オルケスタ・デ・ラ・ル
ス」）は複数の担当者が下見を行い決定
した。事前・事後学習をさらに充実させた
い。
・学年別に内容や教材を検討し、全校一
斉で実施している現在の形態を変更でき
るよう検討する。
○

・他の部署(生徒指導係や教育相談係
等)や学年などと連絡をとりながら、実施
内容を考えていきたい。

○

○

○

・年度当初に目標更新・発行数を決める
など、年間計画を立てる。また、担当者を
複数にし、定期的に担当者会を行ってい
きたい。

・地区PTAそのものの見直しの声がある
が、更に議論の積み重ねを行っていきた
い。実施・不実施は新規定によって各地
区ごとに決められる様になった。

