令和１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．学力の充実を図り、日々基礎・基本を重視して思考・判断・創造力を育み、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．生徒一人ひとりが意欲を持って諸活動に取り組み、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．PTA(保護者)・地域(同窓会)・教員との三者の連携、協働により生徒を育み、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誠実な心を持って規範意識を高め、いじめ・体罰を許さない、安心安全な学校を創造する。

評価項目

評価の観点

Ａ

評価（％）※
Ｂ Ｃ Ｄ

教育課程・シラバスに沿って、基礎基本の定着を図る
29% 64%
授業展開ができたか。

7% 0%

生徒に学ぶ理由を考えさせ、興味を持たせることに
よって、意欲を喚起し、学習習慣を身につける指導を 32% 57% 7% 4%
学習の充実と 行うことができたか。
進路実現
(重点目標 １)
進路実現のための適切な情報提供と、個々の生徒の
29% 61% 11% 0%
希望に添った進路指導ができたか。

キャリア教育を推進し、生徒が希望進路を実現できる
21% 71%
ように、進路意識の向上を図ることができたか。

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。

43% 54%

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
32% 64%
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。

7% 0%

4% 0%

4% 0%

25% 57% 14% 4%

PTA・同窓会と連携して、魅力のある、地域から信頼さ
11% 79% 11% 0%
れる学校づくりを進めることができたか。

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 32% 46% 21% 0%
きたか。
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。

14% 61% 21% 4%

交通安全・頭髪指導など、モラル・規範意識の向上を
図る指導ができたか。

7% 64% 25% 4%
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
18% 64% 14% 4%
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

36% 57%

Ｂ：どちらかといえば目標を達成した

7% 0%

現状・経過

成果・課題

各教科・学年において、選択科目の
説明や提示が適切に行われ、年度途
中に生徒実態に合わせて多少の変
更も加えたが、概ねシラバスの計画通
り学習活動を実施することができた。

改善策・向上策

各学年とも基礎力の充実に力を入
れた授業、補習などを実施した。ま
た生徒の状況に合せ授業に工夫を
凝らした。しかし、授業に対して前向
きになる生徒が多くなった反面、中
学既習レベルの基礎学力が定着し
ておらず、授業に対して積極的にな
れない生徒もいた。
３年では、進路実現に向け努力する ３年生では頑張って成績を向上さ
生徒が多く見受けられた。「自習室」 せ、進路を実現した生徒が多かっ
の利用も進み、意欲ある生徒が自学 た。校内の定期考査では好成績を
自習の習慣付けを行えた。朝のＳＨＲ とるが、校外模試等では振るわない
に田川タイムという時間を設け、基礎 生徒も多く、学力の定着と応用力を
学力の向上や学ぶ姿勢を養った。
つけるのが課題である。

中学校の学び直しも含め、生徒の学
力を勘案しながら授業内容を工夫し
ていく必要がある。発展的事項につ
いても、学び直しを行うことについて
も時間的制約があり、今後授業時間
外での方策等を考えていく必要があ
る。

学校説明会等へ参加し、ホームルー
ムや総合的な学習の時間などで、進
路情報を共有した。模試や諸検査の
実施、個別面接を行った。また外部
講師を招いて講演会や模擬授業を実
施した。保護者へは懇談会や通信な
どで情報提供し進路相談を行った。

指定校推薦が多いが、おおむね希
望する進路実現ができた。早くから
目標を決め、計画的に学習や準備
をすすめる生徒がいる一方で、主体
的に自分の進路を決められない生
徒がいる。放課後や長期休業期間
中に自習室を利用する生徒がやや
少なかった。
１年次は地元企業の見学、大学での １年次より計画的にキャリア教育を
進路講話、地域の協力による出張ゼ 実施し、将来の自分の姿を描かせる
ミ。２年次は夏期休業中の就業体験 指導を行った。全体的に進路意識
学習、ハローワークによる事業所見
の向上はみられたが、個人差があ
学、また講師を招いて講習会。３年次 り、具体的行動・実践へ進めない生
もその継続、ガイダンス、就職支援員 徒がいた。
との面接等を行った。

・分かりやすい進路情報の生徒・保
護者・教員の共有と確認。
・生徒の進路希望の把握と理解のた
めのアンケート，面談等の工夫。
・学校訪問や学校説明会への参加、
事業所訪問等による情報収集とその
結果の活用の一層の充実。

文化祭では、テーマカラー設定や文
実委員による企画作りなど柔軟に新し
い企画を取り入れることができた。来
場者数の増加を目標に、「おもてな
し」の心をもって校内の案内掲示や企
画展示などができ、細やかなところま
で配慮した文化祭にできた。クラス
マッチは天候に左右され、延期の判

文化祭は入念な準備をしていたた
め、大過なく終えられた。入場者数
も大幅に増加し、丁寧な案内表示
が好評であった。ただ、各クラブ毎
の模擬店や展示が中心になってし
まい、全校生徒の十分な学習の発
表の場とはなっていないのが現状で
ある。クラスマッチは雨天延期の判

文化祭は学年展やクラス展をもっと充実させ
たり、クラス毎での発表をもっと文化的なもの
にする工夫が必要である。クラスマッチは雨
天でも校舎内でできる競技を用意したり、外
競技の生徒を内競技に参加させられるように
するなどの対策をし、予備日を設定しなくとも
実施できるやり方を考えた方が良いかもしれ
ない。

原則週１回開催される役員会は単なる本部や
教員からの連絡の場ではなく、各委員会の正
副委員長らによる「協議の場」とすることに重
点を置いた。慣例によらず、いまの田川高校
にとって必要なことはなにかをゼロから考えさ
せる場面を積極的に設けてきた。ボランティア
なども一般の生徒にも広く呼びかけ参加を促
した。

部活動と生徒会を両立させなければならな
い生徒も多いため、会議の場をなるべく効
率よくスムーズに行えるようＳＮＳ等を柔軟に
利用させた。資料配付も写真データ等を利
用し資源保護に努めた。ボランティアへの
一般参加生徒は数名しかいなかった。

役員会以外でも、生徒会の生徒同士が自由
に議論できる場を提供したい。校内だけでな
く、地域や長野県の中で必要とされる生徒会
とは何かを考える場を提供し、生徒発信の新
たな取り組みを後押ししていきたい。

クラス数が減り、清掃分担の
割り振り、監督職員の配置
が難しかった。ワックスがけ
は、３年生は1月30日（木）
に、１・２年生は学年末考査
後の特編期間中に実施。
６月10日～6月28日の期間中に16地区で開
モップ交換は各学期、年３

毎月月末に大掃除の設定
があり、特に行事前、長期
休業前には外掃除も行っ
た。長期休業前の大掃除
では、スマホの回収を実施
し、集中して掃除に取り組
11・23生徒自ら行う学校環境整備事業への
むことができた。

大掃除は2ヶ月に一度の設
定とし、重点箇所を具体的
に提案して、効果的な清掃
活動を行う。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
今後、クラス減および定数減が続くことを考
とも必要と思われる。）ゴミ

10月29日(火)から４回にわたって行っ
た公開講座は今年で４年目の取り組
みとして実施した。今年度は英会話の
講座が２日、染色講座が１日、フラ
ワーアレンジメント講座が１日で各講
座とも好評であった。

中学生の体験入学や公開授業では
例年通り多くの参加者、来校者を迎
えることができた。また、田川高校の
ホームページをリニューアルしたこと
で、今まで以上に見やす情報を発
信しやすいものとなった。

田川高校の魅力が伝わるような取り
組みが効率的に伝えられる方法を模
索し、す工夫をしながら進めていく。
具体的には早期の連絡周知が行え
るようにホームページとオクレン
ジャーによる呼びかけ等を徹底する。

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Ｈ
Ｒ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
チェックにより、一斉検査日までに改
善してくるものが多く、当日帰宅指導
になってしまう生徒は少なかった。ま
た、頭髪改善に対して反抗的な生徒
もいなかった。

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。

問題行動は昨年度と変わらず、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・Ｓ
ＮＳ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４件（昨年
度３件）であった。

反省指導は３名（昨年度１３名）と、
人数は減少したものの、反省指導と
まではならないが、SNSトラブル・い
じめにつながる事象は多くあり、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。

一昨年度、「生徒によるスマホに関す
るルール」が定められたが、経緯を知
らない生徒に対して、生徒会本部や
委員会を中心として、より実効性のあ
るものにしていく必要がある。同時
に、日常的に指導できる態勢も整え
ていく必要がある。

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。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増加し、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
の協議を行い、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、専門家へ繋げて支援者会議
を開いた。学校生活が改善された生
徒も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。チーム支
援体制を強化していく。校内研修な
どで、生徒の抱える精神的問題の理
解や、教職員の相談スキルの向上を
図る。

催することができた。保護者の参加者数は207
名余で、参加率は約31.7%であった。参加者
からは有意義な懇談で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る。

協賛・支援。役員（クラス評議員、地区評議
員、理事、監事）に呼びかけ、生徒を含め、
１１７名の方に参加、協力をいただいた。県
からの予算が付いたこともあり、急遽高圧洗
浄機等を購入し、活用できた。今後、計画
的に用具の購入、充実を検討したい。

Ｃ：どちらかといえば達成できなかった

各学年に合った学習の手引きを作成
していきたい。生活実態調査を実施
し、分析を深め、家庭学習を充実さ
せる必要がある。社会性を持った生
徒の育成によりより深い学びに向かう
きっかけを与えたい。
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○進路
指導係
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委員会
/学習
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員会/
各学年

・就業体験など学年の担当者に任せ
られているものがあり方法について検
討する必要がある。
・地域との連携のより一層の充実を目
指す。
・先輩との連携の強化のための具体
的計画の立案と実施。

え、役員選出や担当職員配置に困難を生ず
る可能性もあり、来年度より地区ＰＴＡの地区
割の統合を行うことが決定した。来年度から
地区が１６カ所から１０カ所になるので、各役
員の負担は増えると思われる。今後役員選
定を行う時には旧地区から１人ずつ選定する
ようにした方が連絡等うまくいくのではないか
と思われる。

Ｄ：達成できなかった】
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年

