平成30年度 長野県田川高等学校 学校評価表

学校番号74

建学の精神

『質実剛健、尚学共助の校風と知徳体の調和のとれた学びの場を目指す』（昭和57年11月1日）

校

誠 実

是

意 欲

長野県田川高等学校

創 造

教 育 目 標

重点目標

1．真理を探究し、平和を尊び、自主的 １．基礎・基本を重視して学習に取り組む意識を高め、学力の充実を図るとともに、生徒の希望する進路実現を目指す。
に行動する力を身につける。

２．生徒会活動やクラブ活動等をさらに活性化し、生徒一人ひとりが達成感を得ることのできる学校づくりを目指す。

2．身心を錬磨し、不屈の精神を養う。

３．保護者・同窓会・地域・学校評議員との連携、協働による開かれた学校づくりを目指す。

3．勉学に励み、品性を陶冶する。

４．すべての生徒と職員が安心して過ごせるよう、規範意識を高め、いじめ・体罰を許さない、安全な学校を造る。

評価項目

評価の観点
蒼穹祭・クラスマッチなどの学校行事を充実したもの
にできたか。

Ａ

評価（％）※
Ｂ Ｃ Ｄ

53% 41%

自主活動の
生徒会活動・クラブ活動を活性化させ、田川高校全体
活性化
35% 59%
の活力を高めることができたか。
(重点目標 ２)

清掃活動にきちんと取り組むよう指導できたか。

0% 6%

6% 0%

24% 58% 12% 6%

現状・経過

成果・課題

改善策・向上策

文化祭当日、台風で予定を変更せざ
るを得ない状況にあったが、生徒と顧
問間で連携がスムーズに取れ大過な
く文化祭を終えることができた。例年
に比べ自主的に動ける生徒が多く、
生徒主体で活動できた文化祭であっ
たように思う。

クラスマッチは雨天のため予備日での
開催であった。多くの生徒・職員がグ
ランド整備をしてくれた。体育委員長
と顧問の先生、体育科の先生方のご
協力で、円滑に運営することができ
た。

今年は毎週水曜日のお昼にLL教室
で役員会を開催した。蒼穹祭シーズ
ンは定例会議があっても良いと思う
が、それ以外のシーズンは必要に応
じての開催で良い。

役員会などでレジュメを使って説明し
ても大半の生徒が理解できない状況
である。今年卒業した３年生にもそうし
ていましたが、３役と本部、文実など
重要な役職の生徒を事前に呼んで説
明し、理解させた上で役員会を開くと
説明を二度する手間が省ける。

全校制作を始めて今年で3年目。生
徒全員が参加するプロジェクトであ
り、作品として展示されていれば文
化祭を盛り上げるものであると思うの
で是非続けたい。昨年度に引き続き
前日祭を実施した。どちらが良いの
か再度係や生徒で議論し方針を定
めていきたい。
２学期の期末考査最終日に「役員
研修会」を開催し、役員についての
心構えや生徒会スローガン、蒼穹祭
コンセプトについて話し合った。一
昔は合宿をしていたようだ。今後、
生徒会の顧問会で検討する。

分担場所が多いため監督職員の配置
が難しかった。トイレの監督を男女別
にした。ワックスがけの計画と実施３年
生は1月31日（木）に、１・２年生は学
年末考査後の特変授業中に実施。
モップ交換の計画と実施、３回実施。

大掃除の実施は学校行事、ＰＴＡ行
事、授業参観前日などの前に設定し
た。12月の大掃除では、スマホの回
収と運動着の着用を実施した。担任
の先生にはご苦労いただいたが、集
中して掃除に取り組むことができたよ
うに思う。

6月12日～7月13日の期間中に16地 地区懇談会の役員選出が難航した 参加者からは有意義な懇談で
区で地区懇談会を開催することができ 地区もあり、引き続き課題であ
あったという評価もあるが、形
骸化の感は否めず、参加率の低
さや本会役員や担当教職員の負
担を考えるとき、現状のままで
継続すべきか検討が必要であ
なかった。
方向で検討する。
る。

遅刻指導など、基本的生活習慣を構築させる指導が
できたか。

0% 0%

19% 50% 31% 0%

10月19日(金)に授業参観、講演会、
学年ＰＴＡをセットにした２年目の取り
組みとして実施した。今年度は進路ア
ドバイザーの上杉 健氏を迎え、「EQ
力を高めて明るい未来を切り拓こう」と
題する講演を聞き、内容については
好評であった。

本校ＰＴＡ会報第70号が県高Ｐ連から
推薦され、８月の全国高Ｐ連佐賀大会
の広報誌展示事業に参加、掲示され
た。

PTA活動の意義や魅力が伝わるよう
な取り組みを模索しながら、参加者
を増やす工夫を進める。具体的に
は早期の連絡周知とオクレンジャー
による繰り返しの呼びかけを徹底す
る。

毎学期ごとに「遅刻ゼロ週間」を設定
するとともに、保護者宛通知も発送し
て、その周知を図り、担任を通じてＨＲ
でも指導した。学年・組によって差が
見られた。

「遅刻ゼロ週間」中は、意識して遅刻
しないようにする生徒が多いが、日常
的な改善には繋がっているとはいえ
ない。また、遅刻常習者に対する指導
も不充分であった。

基本的生活習慣の確立には、家庭
の協力が欠かせないことは勿論であ
るが、遅刻だけに限らず、予め計画
を立てさせ、それを実行し、その後
に省みさせるという習慣もつけさせ
ていくことが肝要だと考えられる。

頭髪指導に関しては、年間６回実施
することができた。テスト監督中の

遅刻者の指導については、年間３回、
各学期期末考査前の５～７日間を「遅
刻ゼロ週間」と位置づけ、昇降口での
チェックを実施した。通常の遅刻状況
と比較して、一般の生徒に対して啓発
の効果はあると考えられる。

各学年・各クラスには、遅刻常習者
が一定数存在し、なかなか改善が
見られなかった。今後とも長期的・
抜本的な対策や取り組みが求めら
れる。交通安全指導については、終
業式での注意事項やＨＲ連絡など
で定期的に注意喚起を行ってきた。

問題行動は昨年度よりも多く発生して
いる。学校全体としては落ち着いた雰
囲気であるとは言い難い状況である。
イジメ・ＳＮＳでの誹謗中傷・からかい・
生徒同士のトラブルなどは今年度３件
（昨年度５件）であった。

件数は減少したものの、加害生徒は
多く、１３名が反省指導、８名が厳重
注意となっている。内容的にも深刻で
あり、生徒の人権意識に関する啓発
活動はよりいっそう重要かつ必要であ
ると思われる。

昨年度、「生徒によるスマホに関す
るルール」が定められたが、１・２年
生を通じて、生徒会本部や委員会
を中心として、より実効性のあるもの
にすると同時に、日常的に指導でき
る態勢も整えていく必要を感じてい
る。

様々な健康課題を持つ生徒が多く、
専門機関・専門家へ繋げた生徒もい
た。それほどでは無いが、自己管理や
家庭の支援で健康課題の解決をした
り、健康の保持増進を図ることが困難
な生徒が少なくなく、遅刻・欠席・早退
や保健室来室者も多かった。

相談係会により、担任・学年会・相談
室・保健室からの情報共有と対応の
協議を行った。必要と思われる生徒
保護者に対しカウンセリングを実施し
たり、専門家へ繋げて学校生活が改
善された生徒も複数あった。一方で専
門家へ繋げることが困難なケースも
あった。

担任・教科担当・クラブ顧問・保健
室などでキャッチした情報を学年会
や相談係会で十分かつスピーディ
に共有し、対応の協議をする。担任
の一人対応にせず、チーム支援体
制をさらに強化していく。校内研修
などで教職員の相談スキルの向上
を図る。

チェックにより、一斉検査日までに改
交通安全・頭髪指導など、モラル・規範意識の向上を
善してくるものが多く、当日帰宅指導
13%
56%
31%
0%
になってしまう生徒は少なかった。ま
図る指導ができたか。
た、頭髪改善に対して反抗的な生徒

規範意識と
自他を敬愛
する心
(重点目標 ４) 生徒の人権意識を高め、いじめ・暴力のない学校づく
27% 73%
りができたか。

生徒個々の内面に寄り添って相談にのり、生徒の心
身の健康を保つための支援ができたか。
【〔達成度〕 Ａ：ほぼ目標を達成した
※ 評価は全職員による

38% 62%

Ｂ：どちらかといえば目標を達成した

もいなかった。

0% 0%

0% 0%

Ｃ：どちらかといえば達成できなかった

○生徒
会係/
保健・
整美係
/クラブ
顧問会
/各学
年

今後の課題。清掃分担場所の精査
をする。（毎日やる必要のない場所
を決めることも必要と思われる。）大
掃除の重点項目を具体的に提案す
る。清掃用品の消費は前年度より多
少増加、ゴミ袋は一時期より減少。
ゴミ袋は一層の減化につとめたい。

た。保護者の参加者数は210名余で、 る。現在、塩尻・辰野・上伊那・
PTA・同窓会と連携して、魅力のある、地域から信頼さ
参加率は約29%であった。役員選出や 諏訪地区に入っている楢川中ブ
20%
53%
27%
0%
委任状については昨年よりも明確に ロックについては、平成31年度か
れる学校づくりを進めることができたか。
周知したが、２年生の家庭の出席が少 ら塩尻西部・木曽地区に変更する

開かれた
学校づくり
(重点目標 ３) webページ・各種通信・公開授業・中学生体験入学な
ど様々な機会をとらえ、田川高校を発信することがで 33% 67%
きたか。

分掌一覧

Ｄ：達成できなかった】
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年

