
平成26年11月26日

平成２６年度　学校評価の中間評価まとめ 学校評価委員会

今年度の学校評価のうち、学校目標・長中期的目標・今年度の重点目標については年度末に次の観点で評価をします。

各係・委員会については今回中間評価を実施しました。

成果と課題、改善策・向上策の部分は記述です。評価に関してはＡ：達成　　Ｂ：ほぼ達成　　Ｃ：改善の余地ありの３通りです。

成果と課題
評
価

改善策・向上策

観点（素材）

土曜講座、マンデーテスト、
放課後補習、学習合宿
各教科ドリル　提出ノート　小
テスト　学習ノート
進路ノート　日課表

りんどう祭（龍製作、合唱、
寸劇）
運動部　文化部　同好会

生徒会　学年　教務係

半期設定科目　６５分授業
２週５３コマ
文系科目　理系科目

今年度の重点目標 関係部署

教科　学年　教務係　進路指導
係、生徒会係、学習指導委員会、
教育課程委員会、

教科　学年　教務係　進路指導
係、教育課程委員会、

ⅰ　生徒の学習意欲向上と学習習慣定着のため、日々の授業の改善と充実に努める。

ⅱ　生徒会の委員会、部活動を通して、生徒の自律を促し活気ある学校づくりに努める。

ⅲ　進学対応型単位制の更なる充実をめざし、新教育課程の完全実施に向けて
研究を継続する。

中
長
期
的
目
標

Ⅰ　自律的な生活習慣の確立を図る。

Ⅱ　学習支援の環境を整備する。

Ⅲ　生徒の能力の伸長と学力の向上を図り、希望進路の実現
に向けた指導をする。

Ⅳ　全教職員の連携がより円滑に機能するような学校運営を
行う。

学
校
目
標

１　基本的生活習慣を確立し、豊かな知識・表現力、創造的な
思考力を身につけた生徒の育成を目指す。

２　保護者、地域の方々の期待に応えうる、健康でたくましい有
為な若者の育成を目指す。

３　学年、学級、教科担任、部・委員会顧問、各係等が相互に
連絡・連携をとり、より充実した指導を目指す。

４　協同的な人間関係を築き、自他の生命と尊厳を共に守る人
権感覚あふれる学校づくりを目指す。
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信州大学工学部、須坂市、
河合塾、ベネッセ
地元企業　須坂病院　長野
市民病院　北信総合病院

ホームページ、公開授業、Ｐ
ＴＡ研修、校内発行新聞（学
年通信、学年進路通信、生
徒指導だより、須坂高校新
聞、保健室だより、図書館だ
よりなど）
体験入学、中学校訪問、オク
レンジャー

個人面談の充実、授業アン
ケートの活用、クラス・クラブ
を基盤とした人間関係作りを
積極的に進める
職員の特別支援教育研修会
の開催

評価

各係・委員会の中間評価
領 域 対 象 今年度の具体的目標 (評価項目） 評　価　の　観　点 成　果　と　課　題 評価 改善策・向上策

学校運営 教  務 ・生徒・教職員･保護者に対して
諸行事の計画が周知徹底図
　られたか。
・月暦の発行、適切な日課表が出
されたか。

・適切なチャイムが行われたか。

・公開授業、体験授業、学校説明
会に多くの中学生・保護者が参加
できたか。

・昨年度と同様多くの中学生・保護者
の参加を得た。

公開授業、体験授業、学校説明会の
企画と継続。

ⅳ

ⅴ

Ⅵ

ⅰ

ⅱ

ⅲ

教務係　進路指導係　生活指導係
ＰＴＡ係　学年　保健係
図書視聴覚係

学年、クラブ、生徒会
学習指導委員会
特別支援・いじめ不登校等対策委
員会

総合評価

今年度重点目標に対する改善策・向上策

ⅴ　保護者及び地域にむけて情報発信するとともに、さらに理解・信頼される学
校づくりをする。

Ⅵ  学校生活全般をとおして、お互いの存在を尊重しあえる生徒を育て、職員自
身も人権感覚をより高める。

今年度重点目標に対する成果と課題

学年　進路指導係　教科　教務係ⅳ　生徒の学力向上のために、学校内各分掌及び様々な教育機関との連携を進める。

次年度県に移行するサーバーに関し
て、順次準備を進めている。

今後も適切な日課表とチャイムに取り
組んで生きたい。

２　校内の情報を外部に発信する
　　と共に、個人情報の漏洩に注
　　意を払い、本校への一層の理
　　解を深めてもらう。

Ｂ

１　学校が円滑に運営されるよう
　　に努める。

・保護者に対しても周知がされてきて
  いると思われる。

・順調に推移している。 Ａ
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領 域 対 象 今年度の具体的目標 (評価項目） 評　価　の　観　点 成　果　と　課　題 評価 改善策・向上策

・ホームページの一層の充実と改
善を図り、適切な情報発信をして
いったか。

・ＨＰの一部は全面改善をし、常に更
新に努めている。

全面改善には時間が必要で、現在の
充実と部分的改善に取り組んでいる。

・学校パンフレット、中学校訪問
紹介ポスターで様子が紹介できた
か。

・パンフレットの発行、学校紹介ポス
ターの改良などを行う。

学校パンフレットの増刷と活用。

学校運営  防  災 １　緊急体制を整備・確立する。 ・オクレンジャーの加入率を高
め、緊急連絡用として有効な活用
ができたか。

・昨年度より加入率が上がり、緊
急時の連絡体制が昨年度に比べ
整った。

・まだ、100％の加入状況にないの
で引き続いて加入するように生徒
を通じて保護者に促す。

・避難経路が周知されたか。 ・避難経路は4月当初から周知さ
れている。また、9月に改めて各
教室用に避難経路図を配布し、再
徹底を図った。

・避難経路図を再度配布したこと
で、定期的な確認をしたい。

・避難訓練が有効に行えたか。 ・避難訓練は、校舎の耐震工事が
あったが、比較的スムーズにでき
た。

・緊急放送が全教室に聞こえない
状況にあり、緊急放送の整備を早
急に考える必要がある。
・本部への方向がより迅速に行え
るようにしたい。

２　災害の予防に努める ・防災についての意識を高めるこ
とができたか。

・避難訓練を通じて意識を高めるこ
とができた。

・具体的な事例を示し、防災意識
を高めることも検討したい。

・使用規定に従い、安全なストー
ブ使用ができたか。

・１，2年生用のHR教室用にストーブ
の使用の注意書きと点火・消火のマ
ニュアルを配布し、規定に沿った使
用を促した。

・北校舎の温風ヒーターの温度設
定、消火については、徹底を図り
たい。

学校運営 情報処
理

・校内ＬＡＮ整備事業に合わせて
ファイル構成を見直すとともに，
サーバ移行を円滑に進めることが
できたか。

・既存の各種サーバの精選を進め
ている。
・サーバ移行の準備として新フォ
ルダを用意した。

・新フォルダへのファイルの移行
を進めていく。
・年度末のアクセス権移行等の作
業手順を明確にする。

・アプリケーションソフトや機器
の導入・更新を進め，ネットワー
クの維持管理を適切に行えたか。

・スクールアグリーメントを導入
し，ライセンス管理を適切に行え
るようにした。プリンタ等機器の
更新を進めている。

・ライセンスおよびネットワーク
機器の更新を継続していく

２　校内の情報を外部に発信する
　　と共に、個人情報の漏洩に注
　　意を払い、本校への一層の理
　　解を深めてもらう。

Ｂ

Ｂ

Ａ

１　情報処理機器及びネットワーク利
用による校務の合理化の推進を図る。

Ｂ
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領 域 対 象 今年度の具体的目標 (評価項目） 評　価　の　観　点 成　果　と　課　題 評価 改善策・向上策

・授業や各種講演会，研究授業等
でネットワークおよび情報機器を
活用できたか。

・情報科授業で進めている。
・キャリアデー等で情報機器を活
用している。

・継続していく

・授業や部活動など学校生活の様
子を，外部に発信することができ
たか。

・定期的にホームページを更新し
ている。

・個人情報や著作権保護、セキュ
リティ確保の大切さを職員と生徒
に伝えたか。

・年度当初に周知を図った。

・無線ＬＡＮの導入に際し，セ
キュリティの維持に配慮すること
ができたか。

・セキュリティを確保しつつ，無
線ＬＡＮアクセスポイントを増設
している。

教育活動 進路指導 １　国公立大学を中心とする生徒の希
望進路の実現に向け、適切な指導を行
う。

・センター試験（文系６―７型、
理系５―７型）に多くの生徒が参
加したか。
・希望進路実現に向けての指導は
適切であったか。

・センター試験出願率は95.3％で
例年より若干低いが、多くの生徒
が希望している国公立大学受験の
基本となる７、８科目型出願率は
98.5％となり、例年に比べ高い出
願状況となっている。

Ａ

・今後も生徒一人ひとりの進路希
望実現に向けてさらに指導を充実
させていきたい。次年度以降も今
年度のようにセンター試験出願段
階できちんと指導を徹底していき
たい。『入れる学校、ではなく行
きたい学校に』

２　新課程入試に向けた指導、および
生徒・保護者への情報提供を適切に行
う。

・生徒への情報提供等、指導が適
切であったか。

・今年度からセンター試験理数科
先行実施だったので、学年集会を
持ち、また学年PTAを通じ係や担
任を通じてセンター入試関連の情
報提供を行っている。また，１，
２学年はその学年の進路通信を通
じてセンター入試の情報提供を綿
密に行っている。

Ａ

・来年度から完全実施の新教育課
程の入試になるので、今年度と引
き続き大きく変化があると考えら
れる。日常の学習活動から始まり
出願や受験に関わる情報提供を進
路通信やＨＲ・全体会を通じ、確
実に行っていきたい。

３ 進路係より発行する冊子『進路選択
の手引き』及び『合格体験記』を有効
活用する。

・ＨＲや教科での活用が進んだ
か。
・自宅学習記録を有効に活用でき
たか。

・冊子に関しＨＲを中心に有効活
用できている。特に３学年の生徒
は先輩方の合格体験談を自分の受
験勉強などの参考にしている。
・テスト前を中心に自宅学習記録
を活用することはもう一歩であ
る。

B

次年度も充実した冊子を作成し、
『進路選択の手引き』を活用した
家庭学習の充実をはかっていき、
『合格体験記』を通じ学習意欲を
高めていきたい。

４　中学校・大学との連携を図る。 ・中学校との連携を深めることが
できたか。
・大学見学や模擬講義を通じて大
学との連携を深めることができた
か。
・信州大学工学部との連携講座を
充実したものにすることができた
か。

・中学との連携に関しては、中学
校訪問の際の資料は例年より充実
したものが提供でき、学校説明会
でも本校の進路・学習の状況が出
席者に伝わったと思う。
・夏期の大学見学、秋季の模擬講
義とも２年生全員が参加し、それ
ぞれの進路について考えるよい機
会となった。夏期休業の信州大学
工学部との連携講座も充実してい
た。２月にも１学年を中心に連携
講座が計画されている。

Ａ

・次年度も学年・進路を中心に大
学関連の進路行事を継続・充実さ
せていきたい。
・当面は２月の信州大学工学部と
の連携講座（講演会）の準備を進
めていきたい。

・新ネットワーク構成に合わせ
て，セキュリティの確保と利便性
の向上を両立させるように，運用
方法を検討する。

２　情報処理機器及びネットワークを
利用した教育活動の推進を図る。

Ａ

２　情報処理機器及びネットワークを
利用した教育活動の推進を図る。

Ａ
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領 域 対 象 今年度の具体的目標 (評価項目） 評　価　の　観　点 成　果　と　課　題 評価 改善策・向上策

５　検討会・研修会の充実を図る。 ・模試検討会、3年進路検討会や
進路研修会を通して職員の共通理
解が進み、生徒への指導に生かさ
れたか。

・６月１０日に入試関連の職員研
修会を実施し、現在の大学入試や
信州大学の状況について職員間の
意識を深めることができた。スタ
ディサポート検討会も各学年実
施、生徒の実態把握と今後の指導
計画に役立てている。また、３年
進路検討会や出願検討会を開くこ
とにより、個々の生徒の進路希望
実現に向けて職員間での意識の統
一をはかることができている。

Ａ

・今年度同様に職員研修会・各学
年スタディサポート検討会を計画
したい。
・来年度も今年度同様に出願指導
に向けての進路検討会や出願に向
けての出願検討会の充実をはかっ
ていきたい。

６　大学見学会を実施する。 ・より多くの生徒が大学見学会に
参加したか。
・生徒が大学の情報を得たか。

・２学年全員が大学見学に参加
し、志望校や志望学部について真
剣に考えるよい機会となった。
・大学情報については、大学見学
だけではなく、係や担任を中心に
各種検討会や本校訪問の大学から
頂いた情報を元に学校側から情報
提供を行っている。

Ａ

・次年度も生徒にとって進路を考
えるよい機会となるよう企画して
いきたい。
・係や担任を中心に各種検討会や
本校訪問の大学から頂いた情報を
生徒にきちんと還元していきた
い。

７　進路講座の充実を図る。 ・各学年とも生徒の志望や関心に
応える内容であったか。
・指導の時期は適切であったか。

・学習合宿など年間の実施計画に
沿って実施できている。特に２年
生は夏期２回の全員対象の学習合
宿を行い、生徒アンケートからも
好評であったことがわかる。
・実施時期については、来年度以
降１，２学年時を中心に検討が必
要な部分がある。

B

・１学年の夏休み前、２学年の夏
休み明けの指導をどのように行う
べきか、検討を進めていきたい。
・特に新２学年は夏休みの講座を
始まりと終わりに計画を立ててお
り、生徒個々の状況に合わせた内
容としたい。

８　学習意識の向上を図る。 ・学習・生活オリエンテーショ
ン、学習合宿が有意義であった
か。

・1学年学習オリエンテーション
の期間・内容については実施学年
の反省を次学年が踏襲する。
・１学年の学習合宿は、以前の夏
休み前に全員参加という形態を３
年続け、今年も昨年度からの進路
講話を取り入れるなど充実した内
容の合宿であった。

Ａ

・１学年４月の学習オリエンテー
ションと授業とのバランスを考え
て、さらによいものにしていきた
い。
・1学年の学習合宿の進路講話は引
き続き実施し、2学年の学習合宿の
特別講座は講義内容をさらに充実
させたい。
・各学年適正な時期に進路講話な
どを行い意欲向上を図りたい。

９　土曜講座・夏期講座・特編授業の
充実を図る。

・多くの生徒が熱心に参加できた
か。
・生徒の学力向上につながってい
るか。

・夏期講座は例年に比べ参加率が
高く、多くの生徒が熱心に参加で
きていた。
・土曜講座はクラブ活動と重なる
ことが多く、全員参加が難しい。
・それぞれの講座では学力向上を
目指し、さらに充実させていきた
い。
・今年度は夏休み以後、例年通り
土曜日に学校開放され、『休日も
皆で学習』が定着している。

Ａ

・各教科学年に学力養成・受験力
向上などの講座が充実できるよう
依頼したい。
・来年度から完全実施の新教育課
程での受験であり、センター試験
や個別入試に向けて、特編授業の
充実や冬季の休業・休日の直前講
座を実施し対応したい。
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領 域 対 象 今年度の具体的目標 (評価項目） 評　価　の　観　点 成　果　と　課　題 評価 改善策・向上策

10　進路指導用教材を有効に活用す
る。

・サテライト授業が計画的かつ効
果的に活用されたか。
・進路指導書籍は有効に活用され
たか。

・夏期サテライト講座は参加率も
良く、直後の模試結果からもたい
へん有効に活用できていることが
わかる。
・進路書籍は、数学・理科の新課
程対応も含め、充実させている。
赤本なども増冊し、進路書籍の貸
し出し利用も多い。

Ａ

・新教育課程を鑑み、内容を検討
しつつ、夏休み中の学習が充実し
たものとなるようさらなる有効活
用を図っていきたい。

１１　キャリア教育の充実を図る。 ・『四阿おろし』の活用やキャリ
アデー、大学・企業見学を通じ、
職業観の向上が図れたか。
・職業体験により多くの生徒が参
加したか。

・10月、11月をキャリア教育月間
として充実したものとなった。
『四阿おろし』もこの時期刊行と
なり、ＨＲでの読み合わせの計画
を立て、職業観育成につながると
思われる。
・一年間を通じ実施されている看
護体験や医師体験など多くの生徒
が参加し、レポートが提出され、
職業意識の高まりが読み取れる。

Ａ

・確立されている本校のキャリア
教育を継続し、さらに充実した
い。
・外部の医療体験は昨今希望者が
多く、３年に１回などと制限され
つつあるので、希望者がしっかり
体験し、職業選択に繋がるよう関
係各位に働きかけたい。

教育活動 生活指導

１　自律的な生活習慣の確立を図る。

・基本的生活習慣を確立させる指
導ができたか。
・交通安全の意識を高める指導が
できたか。
・貴重品の管理を徹底させる指導
ができたか。
・情報モラルに関する意識を高め
ることができたか。

・5月と10月に交通安全指導（街
頭），遅刻指導（校内）を行っ
た。・１年生はオリエンテーショ
ンの一環として昨年に引き続いて
交通安全教室を実施した。自転車
事故は7件。・自転車のステッ
カー指導を実施した。無施錠，ス
テッカー無しを合わせて10台未満
にできた。・貴重品や私物の管理
の意識を喚起し、盗難被害を０に
することができた。・週３回，登
校時に昇降口で立ち番を行い，生
徒に声をかけた。遅刻者は少な
い。１～２名。・インターネット
安全講話（1年），人権講話（全
校・スマホ関連）などを行い，生
活指導通信などでも情報モラルに
ついて何度も注意を呼びかけ
た。・ツイッターの書き込み（本
校関係）を定期的に検索し，必要
なものは連絡した。・SNS関係の
反省指導１件。

Ａ

・貴重品の管理については、ほと
んどのクラスがロッカー上に荷物
を放置することはなくなったが、
指導が徹底しない状況も散見され
るので引き続き根気よく繰り返し
呼びかけていく。また、ロッカー
に入りきらない教科書等の私物
は、現在ＨＲの生徒個々の机の横
に置いてあるケースが多い。ロッ
カー等も含めて生徒個々に与えら
れているスペースが、生徒が管理
する教材などの量に比べてどうし
ても狭いのは否めないので、根本
的改善策を求めていく必要があ
る。
・交通事故ゼロをめざし、自転
車、歩行者両面からの交通マナー
と危険回避を今後も折に触れて啓
発していく。

２ 集団生活の中での人間関係の確立を
図る。

・生徒が安心して学校生活を送れ
るように、「いじめ」などがな
く、支援を必要とする生徒などに
対しても十分に支援をする体制づ
くりができたか。

・特別支援教育コーディネーター
及びスクールカウンセラーを配置
し、特別な事情のある生徒の精神
的な支援に配慮できる体勢を整え
られた。・いじめ不登校等対策委
員会と連携を図った。・不登校傾
向を持つ生徒の状況は、例年並
み。・インターネット安全講話
（1年），全校人権講話（スマホ
関連）・本校では，他人を思いや
る気持ちが育っていると感じ
る。・いじめ，ネット上の誹謗中
傷などの報告は無かった。

Ｂ

・特別支援教育コーディネーター
を中心とした「特別な事情のある
生徒」への対応において、個人情
報に配慮した上での「職員間の情
報の共有」を、さらに改善し図っ
ていく。・引き続き、いじめにつ
ながっていくような事案に対して
も慎重に対応していく。
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領 域 対 象 今年度の具体的目標 (評価項目） 評　価　の　観　点 成　果　と　課　題 評価 改善策・向上策

３　職員間で情報を共有し、関係機関
や保護者との連携を図る。

・校外での情報交換を本校の指導
に生かすことができたか。
・関係機関や保護者との連携を密
にした指導を行うことができた
か。

・校外も比較的平穏であったが、
各校・各団体と協力することがで
きた。・入学式やＰＴＡ総会等で
本校の指導方針を保護者に伝え
た。・ほぼ１ヶ月に１回の頻度で
「生活指導だより」を発行し、必
要な情報を生徒や保護者に伝え，
交通安全（特に自転車のルー
ル），SNSに関して等，何度も注
意を促した。・外部からの苦情等
については，可能な限り速やかに
現場を確認した。

Ａ

・今年度の活動を継続する。・
「生活指導便り」のみならず、学
校の各部署から発行される様々な
通信類も含めて、生徒の手から保
護者まで確実に届けるために、電
子情報が利用できないか、学校全
体の体制作りができないか引き続
き検討していく。

４　生徒会との連携を図る。

・生徒会、校風委員会等と連携し
て、上記目標１～３などの実現を
図ることができたか。

・春とりんどう祭前に挨拶運動を
行った。・「自転車の施錠」につ
いて，校風委員によって毎日調査
し、生徒昇降口に数を掲示する活
動を継続できた。・校風委員全員
で駐輪場の整備を行った。ゴミ等
も少なく，自転車の置き方の状況
も概ね良好。

Ｂ

・自転車盗難被害は、年を追って
減らすことができている。前期０
件、後期1件（須坂駅）・生徒会と
の連携を深め，「自転車も含めた
交通マナーの向上」をさらに呼び
かけていきたい。

教育活動 生 徒 会 「生徒会活動の活性化を図る」
１　これまでの反省を活かして計画・
準備をし、さらに次の活動につなげ
る。

・執行委員会、代議員会、各専門
委員会が連携して、計画通り活動
できたか。
・部活動が活発におこなえたか。

・計画的な活動がなされてはいる
が、各部署の連携が弱いので定期
的に執行委員会をもつなどしてさ
らに連携を深めるよう努力した
い。
・運動部、文化部とも全国大会を
はじめとして上位大会へ出場する
など部活動が活発だった。

Ｂ

・執行委員会を中心に各部署の
連絡を密にする。

２　諸活動を通して、協同性と自主性
の向上を目指す。特に挨拶や校歌斉唱
を通じて協同する土壌を養い、須坂高
校生としての自主的な活動につながる
ようにする。

・役員が主体的にリードをしなが
ら、全校生徒に生徒会活動を浸透
させられたか。
・気持ちよく挨拶する様子が見ら
れたか。

・役員の意識は高いものの、全校
生徒への浸透については今後さら
に期待したい。
・挨拶をする生徒は多いが、より
積極的に挨拶するよう心がけるよ
うにしたい。

Ｂ

・新聞の発行等を通して、生徒会
活動を広報し、全校の意識を高め
ていく。

３　環境や地域、社会、福祉等に配慮
した取り組みを生徒会として積極的に
行う。

・環境に配慮した工夫が見られた
か。
・地域、社会、福祉等に目を向け
た活動ができたか。

・落ち葉から作った腐葉土を９月
に近隣の方に配布することができ
た。
・部活動単位で学校周辺のゴミ拾
い活動ができた。
・地域の清掃活動に積極的に参加
できた。

Ａ

・来年に向けて腐葉土づくりを始
める。

教育活動 図 書
視聴覚

1.図書館利用の拡大を図り、読書習慣
を定着させる。

・図書館利用が増えたか。
・図書の貸出数は増えたか。

・学習や読書に利用されている
・昨年より貸出数は多少減ってい
る。 Ｂ

・引き続き、工夫しながら努力し
ます。

２．教科・授業、小論文に関する資料
の充実を図る。

・利用者の要望に応じることがで
きる資料の充実が図れたか。

・小論文コーナー、進路コーナー
は、生徒、職員に利用されてい
る。
・レファレンス、リクエストも活
用して資料の提供を図っている。

Ａ

・引き続き、工夫しながら努力し
ます。
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領 域 対 象 今年度の具体的目標 (評価項目） 評　価　の　観　点 成　果　と　課　題 評価 改善策・向上策

３．快適な環境を整え、更なる施設の
利用促進を図る。

・自主学習などにも、多くの生徒
が利用したか。

・テスト前、夏期休暇中だけでな
く、ほぼ毎日自主学習で利用され
ている。 Ａ

・引き続き、工夫しながら努力し
ます。

４．視聴覚室及び視聴覚教材の有効活
用と各部署との連携を図る。

・利用しやすい環境を整え、視聴
覚室が有効に利用されたか。

・視聴覚室の整備は特に行わな
かった。

Ｂ

・様子を見ながら、検討していき
たい。

教育活動 保  健 １　心身の管理を図る。 １　保健室への来室者への対応が適
切であったか。また、関係者や関係
係との連絡・連携ができていたか。

・緊急時は保護者及び医療機関へ
の連絡が迅速にできるように、関
係職員と協力して行っている。

・今後も緊急時には、迅速に対応でき
るように努める。

Ａ

３　学校保健安全法に則り各種健康
診断を計画的に実施し、事後指導が
適切であったか。

・保健室利用者に対しては必要に
応じて担任や関係職員・ＳＣと連
携をとることができた。

２　環境の管理を図る。 １　学校環境衛生検査を適切に行
い、その結果を生かせたか。

・学校環境検査は計画通り実施し
ている。

・継続した取り組みを行っていきたい。

２　トイレが清掃され、清潔である
かの確認 Ａ
３　校内の危険箇所、安全に配慮が
必要となる箇所の確認改善

１　生徒が自分の健康に関して興味
関心をもてるような広報活動ができ
たか。

・継続して広報活動を行い保健指導
の一層の充実を促す。

Ｂ

教育活動  ＰＴＡ
１　ＰＴＡ総会、学年・学級ＰＴＡ活
動を通し、学校と保護者及び保護者間
の情報交換並びに親睦を深め
　る。

・ＰＴＡ総会等の案内が会員に周
知できたか。
・総会、学年・学級ＰＴＡに多く
の人が参加したか。

・総会、学年・学級PTAに例年並
みの参加があった。
・総会で出された意見を各部署で
検討するよう提案した。

Ｂ

・ＰＴＡ総会の時期や日程を検証
する中で、参加者が少しでも増え
るように検討したい。

２　保護者が高校生の生活や進路指導
について理解し研究する場として、Ｐ
ＴＡ研修会を有効に活用してもら
　う。

・ＰＴＡ研修会の案内が会員に周
知できたか。
・ＰＴＡ研修会の満足度は高かっ
たか。

・学年別研修会ではそれぞれに応
じた進路講演会を行った。
・保護者アンケートの内容を見直
し改善した。
・本年度は全体研修会として、県
内在住のシンガーソングライター
を招き、高校生を持つ親に対する
メッセージと歌のライブを開催し
た。

Ａ ・ＰＴＡ研修会の時期や日程につ
いて見直したい。

教育活動 ・年度当初に配付できるように
『学習の手引き』が作成できた
か。

・『学習の手引き』は予定通り、
年度当初に配付することができ
た。

『学習の手引き』がさらに有効活
用できるように考えていきたい。

・学習合宿やオリエンテーション
等をとおして家庭学習の習慣を確
立させる指導ができたか。

・１学年の学習オリエンテーショ
ン（４月）と学習合宿（７月），
２学年の学習合宿（７月、８月）
を実施した。

学習合宿の実施時期、期間につい
ては当該学年の意向を尊重し、必
要に応じて検討し、さらに充実し
た内容になるよう、今後も検討し
ていく。

学
習
指
導

１　継続的計画的な学習習慣の確立を
図る。

２　緊急時、保護者への連絡および
医療機関との対応が迅速・適切にで
きたか。

・定期健康診断は計画通り実施
し、その結果をもとに必要な生徒
には、個別指導を行った。

・職員のためのＡＥＤ講習会は参加者
が少なく今年度は中止した。来年度は
実施を計画したい。

・校内の清掃や点検を環境美化委
員、保健委員・クラブ員等の生徒
と共に行っている。

A

３　保健指導を充実させる。 ・保健だより、保健関係の掲示物
で広報活動を行っている。

・保健委員会等による広報活動
・保健委員会の活動支援
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領 域 対 象 今年度の具体的目標 (評価項目） 評　価　の　観　点 成　果　と　課　題 評価 改善策・向上策

２　放課後や土曜日の自主学習支援の
充実を図る。

・自主学習を支援するための学習
環境の整備ができたか。

・年度当初から全職員輪番制で自
習室の見回りを実施して、年間を
通じて平日午後７時まで、生徒の
自主学習を支援する体勢をとって
いる。

A

１・２年生の利用を促す手立てを
検討していく。

・公開授業や授業研究会を有効に
活用できたか。

・ＰＴＡ行事(5月、10月)や教育
実習に際して公開授業を実施し
た。

・各種公開授業を，職員間の授業
研究の場として積極的に活用して
いく。

・授業アンケートの実施が授業の
向上へとつながる材料を提供でき
たか。また、生徒自らの学習への
取り組み方を見直す契機とするこ
とができたか。

・９月にマークシートを使って実
施し、１０月に職員会に結果の概
要を報告をした。質問内容を1項
目追加した。

・昨年度からマークシートを利用
して処理をしている。生徒が各自
の学習への取り組みを見直すよう
な資料を提供できればと思う。

４　学力向上のための職員間の連携を
充実させる。

・成績・出欠・学力状況に関わる
情報を職員間で共有し連携した指
導ができたか。

・成績会議や職員会議，ネット
ワークを通じての情報の共有をは
かっている。 B

・校内ＬＡＮの整備に合わせて，
情報の共有と連携を進める観点か
ら，データ様式の統一化やファイ
ル管理の円滑化を進めていく。

現在2,3学年の開講講座を作成し
ている。

問題点を検討している。

学校運営 予算施設

１予算の計画的で有効な執行をする。
・学校全体の要望に沿って予算執
行ができたか。

・アンケートを集約し、概ね要望
に沿ったかたちで予算執行された
が、引き続き学校全体で節約に努
めることが必要。

Ａ

・予算が限られているので、有効
な予算執行を行う。

２　必要な施設の整備・改修を行う。
・学校全体の要望に沿って設備の
充実が図れたか。

・緊急性・必要性の高いものを優
先して行った。

Ａ

・引き続き必要性の高いものを優
先して整備・改修を進めていく。

教育活動

１　基本的人権に対する認識を深め、
主権者としての自覚を高めるととも
に、他者の人権を尊重する姿勢を育て
る。

・人権や平和の問題について積極
的に考え、行動する力を伸張する
機会や場を設けることができた
か。

１０月９日（木）に人権平和講演
会を実施。講師は金城学院高等学
校の宮之原弘さん。携帯電話・ス
マホの扱い方について自らルール
を作る大切さを生徒に投げかける
ことができた。

Ａ

さまざまな人権問題に対しても目
を向けさせる指導が必要。

２　自主的・民主的な集団づくり、仲
間づくりを図る。

・ホームルームを中心に、生徒会
活動、クラブ活動などを通じて、
集団や仲間について学ぶ機会や体
験する場を設けることができた
か。

・文化祭(龍胆祭)の長期にわたる
準備および当日の活動を通して、
クラス・学年を超えた仲間づくり
や自主的・民主的な場を体験する
ことができた。
・クラス・学年の活動(クラス
マッチ・大学および企業見学な
ど)、生徒会活動・クラブ活動を
通して、集団や仲間について考え
る場を設けることができた。

Ａ

・日頃の諸活動の中で集団や仲間
づくりについて、生徒自ら諸活動
に取り組めるようさらにつとめて
いきたい。

生徒の進路希望の実現に向けて、
入試形態に柔軟に対応できるよう
検証を続けて行く。

２　教育課程上の改善点を検討する。 ・選択科目、学校設定科目、半期
設定科目を検討し、実施状況が適
切であったか。

・新教育課程による受験形態に対
応できるよう、選択科目、半期設
定科目および学校設定科目につい
て検討を続ける。

人
権
平
和

B

B

教育活動 教
育
課
程

１　本校生徒の進路希望に、より対応
した教育課程になるよう研究をすすめ
る。

・生徒の進路希望を実現できる科
目配置ができたか。

学
習
指
導

３　教科指導力の向上を図る。

B

9


