平成 28 年度 学校評価報告書（目標設定・実施結果）
視点

４年間の目標
（平成28 年度策定）

取 組 の 内 容
１年間の目標

具体的な方策

校 内 評 価
評価の観点

達成状況

学校関係者評価
課題・改善方策等

（３月11 日実施）

総合評価（３月 23 日実施）
成果と課題

改善方策等

①生徒一人ひとり ①学力の向上と ①(1)新たな教育課程編成に ①(1)生徒の実情や進路希 ①(1)生徒による「学校に関するアンケ ①(1)生徒の実情や進路希望に沿 ①「学校に関する ①外国語（英語）の時間 ①県立高校改革実
の確かな学力の育 進路希望の実現 向けた検討と授業時間確保の 望に応えられる教育課程を ート」の「生徒の実情や進路に合ったカ った新たな教育課程編成に向け アンケート」の内 数を増やし生徒の学力向 施計画及び新学習
成と進路希望の実 に向けた教育課 方法を模索する。

編成することができたか。 リキュラムが設定されている」の項目 た検討を引き続き行い、授業時 容を検証し、満足 上と進路実現に向けた新 指導要領等を踏ま

現に向け、学年制 程を編成し、生 (2)平成 29 年度３学年の教育 （「学校に関するアンケー で、満足度 55%であった。

間確保を目指す。

度をより高めても 教育課程を開始する準備 え、検証と改善を

普通科としての教 徒の学習意欲や 課程導入に際し、生徒の適切 ト」の結果における生徒の (2)今年度は平成 29 年度入学生からの新 (2)平成 29 年度入学生からの新 らいたい。
育課程の整備に取 探求心を高める な選択を支援する。
り組む。

満足度 50％以上）

が整った。満足度・効果 継続する。科目選

しい教育課程導入までの移行期にあたる しい教育課程への移行をスムー ②授業改善につい についてさらに検証して 択について、引き

環 境 を 提 供 す (3)新たな「高等学校基礎学 (2)選択科目の説明会を計 ため、新３年生に対して進路実現につな ズに行えるように生徒への指導 ては高校での生徒 いく。また、新たな大学 続き生徒に丁寧に

②生徒の課題発 る。

力テスト（仮称）」・「大学 画的かつ効果的に実施でき がる科目選択を適切に指導した。

見・解決力及び、 ②授業改善を進 入学希望者学力評価テスト たか。

を慎重かつ丁寧に行う。

の主体的な学習へ 入学者選抜に対応できる 指導を行う。 ま

(3)現時点では「高等学校基礎学力テス (3)新たな大学入学者選抜制度に の取組を中学生に よう、教育課程の研究と た、新たな大学入

主体的に学ぶ意欲 め、基礎学力の （仮称）」の導入に向けた研 (3)「高等学校基礎学力テ ト（仮称）」・「大学入学希望者学力評 ついての情報収集に努め、課題 もっと発信しても 科目選択の工夫に努め 学者選抜制度につ
１

スト（仮称）」・「大学入 価テスト（仮称）の情報が断片的であ を整理し、生徒・保護者への情 らいたい。
る。
いては、さらに情
教育課程 を高めることを目 定着と主体的な 究を進める。
学習指導 指し、組織的な授 学習の取組を支 ②(1)教員相互の授業参観・ 学希望者学力評価テスト り、全貌がまだ見えていない。
報提供に努める。
夏期講習などで学 ②授業改善については研 報収集に努める。
業改善に取り組 援する。

研修会の実施と「生徒による （仮称）」の情報収集と検 ②(1)「授業改善研究授業」期間を昨年 ②(1)「授業改善研究授業」につ 習面での支援をよ 究授業期間を延長し改善 ②授業改善につい

む。

授業評価」の有効活用を進め 討のための体制ができた の 3 週間から１か月に延長し参加しやす いては、生徒のためにより良い くしてくれてい を図ったが参加数につい ては適切な期間の
る。

か。

い状況にしたが、参加者は昨年並みであ 授業を積極的に考えるよう呼び る。またフォロー ては昨年度並みであっ 設定と研究授業の

(2)「定期テスト前のフォロ ②(1)授業参観者数を増加 った。
ーアップ週間」「夏期講習」 させることができたか。
を計画的に実施する。

かけ、多くの教員が参加するよ アップ週間や３年 た。夏期講習・フォロー 方法について検討

(2)「生徒による授業評価」において、 うな状況をつくる。

生の部活動引退後 アップ週間・補習等は計 を進める。また、

(2) 「生徒による授業評 １回目より２回目の結果がすべての項目 (2)「生徒による授業評価」の今 の指導など、先生 画通り実施することが出 基礎学力の定着に
価」の有効活用ができた で、満足度が伸びた。授業の内容を改善 年度の結果を踏まえ、さらに生 方がよく面倒を見 来、生徒・保護者の満足 向け、さらに授業
か。（「生徒による授業評 した結果、生徒自身の取り組みの改善に 徒の状況を把握しながらより満 ている。
価」の結果における生徒の つながったとみられる。

度も高かった。

足度の高い授業を目指す。

時間確保に取り組
んでいく。

満足度 80％以上）
①生徒の豊かな人 ①生徒一人ひと ①(1)学校行事の精選、部活 ①(1)学校行事と部活動に ①(1)学校行事と部活動における生徒の ①(1)学校行事の意義と将来像を ①部活動、学校行 ①学校行事を通して生徒 ①部活動・行事に
間性・社会性を培 りの豊かな心を 動の校内整備と充実に努め おける生徒の満足度が昨年 満足度は昨年度を上回ることができた。 確立させる。また、部活動の校 事を通して資質を の人間性を向上させるこ 魅力を感じさせる
うために、規範意 育 み 、 規 範 意 る。

度を上回れるか。

(2)遅刻数では１，２年生は昨年より今 内整備を引き続き推進する。

高める指導が評価 とができた。生徒の規範 将来像の整備に取

識を育成するとと 識・自己教育力 (2)遅刻防止指導、清掃指 (2)遅刻数が減少し、校内 年の方がやや増加、３年生はやや減少し (2)生徒が自ら遅刻を減らし、校 できる。モチベー 意識とマナーの向上につ り組む。
もに、社会の一員 を育てる。

導、挨拶奨励活動を進める。

美化が進み、挨拶ができる た。校内美化については一足制の影響も 内美化に取り組み、挨拶が出来 ションを高め、切 いては一定の成果が見ら 貴重品のより効果

として自他を尊重 ②登下校の安全 ②(1)不審者や事故の情報を ようになったか。
し、自身の将来像 意識・交通安全 提供する。

あり清掃が行き届かない部分もあった。 るように引き続き指導する。

り替えの指導によ れた。貴重品管理の指導 的な管理の徹底を

②(1)犯罪被害や交通事故 挨拶については、来客からほめられるこ ②(1)交通事故における危険予見 り、学習との両立 にも関わらず、盗難が数 図る。

を描く力を育て 意識の向上を図 (2)「いじめ防止基本方針」 の防止に効果を挙げられた とがあった。
性の育成と生活全般を通じた安 の工夫ができてい 件発生した。
②通学経路の安全
生徒指導
２
る。
る。
及び「いじめ防止等対策マニ か。（「学校に関するアン ②(1)自転車マナーに対する地域の苦情 全行動の指導が課題である。
る。
②地域からの自転車マナ や服装・身なりの
・支援
②生活全般の安全 ③個に応じた支 ュアル」に基づき未然防止に ケート」の結果における生 件数の減少など、生徒の交通ルール遵守 (2)いじめの把握は、アンケート ②安心・安全な学 ーに対する苦情件数、痴 指導を充実させる
意識の向上に向け 援・相談体制を 向けた取組みを行う。

徒の満足度 50％以上）

に対する意識の向上が見られた。一方 だけでは十分ではなく、教師に 校生活が営めるよ 漢等の被害件数が減少し とともに「交通安

た取組みを進め 充実させる。

③スクールカウンセラーや専 (2)いじめ防止に向けた方 で、もらい事故等重大な事案も発生し よる普段の生徒観察がより重要 うに支援・指導の た。スクールサポーター 全教室」の内容を

様々な課題に対

門機関との連携、各種講演会 針及び取組内容が職員に周 た。

し、解決に向け取

の開催を通してきめ細かな教 知され組織的にいじめに対 (2)日ごろの生徒情報の把握と共有から 組みが重要になる。

り組む意志や実践

育支援を行う。

である。教師の意識を高める取 持続を期待する。

との連携に努めた。

吟味する。

③生徒のニーズに いじめ防止には、担任・ いじめについては

応できたか。（「学校に関 「いじめの芽の段階」での発見に努める ③生徒のニーズに応えられるよ こたえるためにカ 学年・生活指導・教育相 未然防止の重要性

していく力を育て

するアンケート」の結果に ことが未然防止につながっている。

う、スクールカウンセラーの勤 ウンセリングの 談の連携が機能した。

について認識を共

る。

おける生徒の満足度 50％以 ③スクールカウンセラーや関係諸機関と 務日数の増加を要望するととも 質・量の充実を期 ③教育相談では、担任・ 有する。

③各種機関・保護

上）

の連携を密に行い、生徒が抱える様々な に、専門的な機関等との連携を 待する。

学年・生活指導・スクー ③教育相談コーデ

者と連携しながら

③十分な生徒相談・教育支 課題に対応できる体制づくりに努めた。 推進する。

ルカウンセラーが緊密に ィネータを中心と

生徒理解を深め、

援を行えたか。（「学校に

連携し、課題解決に向け した教育相談体制

教育相談・支援体

関するアンケート」の結果

て取り組んだ。

制の充実を図る。

における生徒の満足度 50％

を整備する。

以上）
生徒一人ひとりが ①全教科で取り ①キャリア教育において身に ①教育活動の様々な場面で ①総合的な学習の時間や学校全体の教育 ①生徒一人ひとりが高い目標を ①キャリア教育に ①学校全体の教育活動や ①必要に応じて部
自己の生き方、あ 組むキャリア教 つけるべき諸能力を育成する 社会生活・職業生活に必要 活動を通して、社会生活・職業生活に必 持ち、それぞれの特性を生かし 消費生活教育の導 総合的な学習の時間にお 分的に改善しなが
り方についてとら 育実践プログラ ことを意識した教育活動の展 な技術・技能を育成できた 要な知識等を身につけるための取組みが た目標に向けて、きめ細かな指 入を。
えることができる ムを実施し、検 開に努める。
よう、計画的・継 証していく。
３

か。（「学校に関するアン できた。（「学校に関するアンケート」 導を継続する。

②各学年に応じた進路ガイダ ケート」の結果における生 の結果における生徒の満足度 60%以上）

進路指導 続的なキャリア教 ②職業観・勤労 ンスを実施する。
・支援
育を推進する。
観を育てる。

徒の満足度 50％以上）

いて、校外での活動を経 ら、きめ細かな指

②説明会やガイダ 験することにより、自己 導・支援を継続す

②自分の進路について、具体的 ンス、模擬試験な の生き方、あり方につい る。

②生徒が自己の生き方やあり方について かつ実践的に捉えることができ どの機会が増えた て考え、職業観や勤労観 ②生徒一人ひとり

②生徒が自己の生き方やあ 考える各種ガイダンスや体験授業等の実 るよう、各種ガイダンスや体験 ことで、生徒の進 を高めることができた。

の進路実現に向

り方について考えるのに有 施により、望ましい職業観・勤労観を育 授業等の充実を図る。

路に対する意識と ②学年に応じたガイダン け、ガイダンス等

効な機会を十分与えられた 成し、自分の進路を具体的に考えるため

学習意欲の向上が スや体験授業等により、 の内容についてさ

か。

見られる。

の意識づけができた。

生徒一人ひとりが進路実 らに充実を図る。
現に向けて着実に取り組
むことができた。

①開かれた学校づ ①学校行事全般 ①学校へ行こう週間、保護者 ①本校の「学校に関するア ①「学校に関するアンケート」の保護者 ①さらに満足度を上げるよう努 ①地域行事への生 ①各学校行事で地域や保 ①地域の意見や要
くりを進め、家庭 を通して地域や 懇談会、学校行事、部活動等 ンケート」の保護者の満足 の満足度は昨年度を上回ることができ 力したいがアンケートの結果の 徒の参加について 護者が積極的に触れ合う 望を学校づくりに
や地域と情報を交 保護者との連携 を通して、地域・保護者との 度が昨年度を上回ったか。
換する中で、相互 を深め、開かれ 連携を図る。

た。

まとめに時間がかかる。

評価できる。広く 場面を設定できた。また 生かす。

②(1)本校ＨＰのアクセス ②(1)中学生への広報活動を熱心に行っ ②(1)ＨＰのアクセス数は確実に 発信を。PTA と教 地域の行事等への生徒の PTA 活動では保護

理解と協力体制を た学校づくりに ②(1)配布物、ＨＰの頻繁な 数、「西高お知らせメー た結果昨年度よりＨＰのアクセス数は大 増えているが、部活動の実績の 員の連携がよく出 参加により、開かれた学 者・教員の協力体
確立しさらに進展 努める。
更新，「西高お知らせメー ル」の登録数が昨年度より きく上回った。「西高お知らせメール」 更新等、さらに改善を図る。 来ている。保護者 校づくりを進めた。
制をさらにすすめ
地域等と
４
させる。
②学校の情報を ル」などで本校の活動の情報 上回ったか。
の登録数は、登録先アドレスを一本化し 「西高お知らせメール」の登録 も手伝おうという 学校行事を含め PTA の臨 る。
の協働
②ＨＰや「お知ら 確実に発信し、 発信を行う。
(2)保護者・地域からの また頻繁にメール発信を行った結果昨年 数を増加させる。
気持ちが強い。
機応変な支援を得られ ②HP での情報発信
せメール」によ 地域や保護者か (2)保護者、地域からのご意 ご意見により改善がなされ 度より上回った。

(2)地域・保護者との情報交換の ②学校からの配付 た。

およびタイムリー

る、タイムリーな らの意見要望を 見要望等を生かし本校の発展 たか。

(2)保護者・地域からのご意見・要望は 場をさらに確保するよう努め 物が保護者に届か ②「西高お知らせメー な更新に努める。

情報発信により地 参考に、より良 に努める。

すぐに検討し結果等はＨＰ等でお知らせ る。保護者からのご意見等につ ないことがよくあ ル」により配布物の確認 「西高お知らせメ

域からの理解を得 い学校づくりを

するよう努めた。また、保護者から校内 いては、問題意識を職員・生徒 る。もっと周知し を行った。

ール」の登録を増

るよう努める。

環境美化についてのご意見があった。

やす。

行う。

が共有し改善に努める。

てほしい。

①事故防止の徹底 ①各種校内研修 ①各種校内研修及び事故防止 ①各種校内研修 5 回及び事 ①各種校内研修を７回、及び事故防止会 ①今後も職員研修を積極的に実 ①今後も事故防止 ①校内研修・事故防止の ①さらに職員研修
を図るとともに、 （OJT）、事故防 会議の充実を図り、教職員が 故防止会議 10 回以上を実 議 12 回実施し、職員の意識や資質の向 施し、職員の資質向上に努め に向け職員研修の 成果が入学者選抜に活か による事故防止に
教職員が前向きに 止会議を充実さ 前向きに課題に取り組める学 施する。
課題に取り組む学 せる。

校を形成する。

上を図ることができた。

る。

継続を期待する。

された。

努める。

②計画通りに防災訓練を実 ②年２回の防災訓練を計画通り実施し、 ②来年度は校舎も新しくなるた ②防災訓練の確実 ②２回の防災訓練で職員 ②新校舎の避難経

校文化を形成す ②生徒の防災意 ②防災訓練を実施し、生徒及 施することができ、生徒及 生徒・職員の防災意識と連係を深めるこ め、非常時の対応方法について な実施と生徒の防 および生徒の防災意識を 路の確認、消防署
る。
識を高める。
び職員の動きを確認するとと び職員の防災意識は高まっ とができた。
徹底を図る。
災意識の向上を期 高めることができた。地 との連携による防
学校管理
５
②生徒の防災意識 ③)耐震化工事を もに、防災意識を高める。
たか。
③県当局、工事業者等と連携しながら新 ③来年度は西棟の耐震化工事が 待する。
域との連携が課題であ 災訓練を実施す
学校運営
を高め、安全対策 関係機関と十分 ③東棟の工事の推進、及び西 ③関係機関と連携しながら 東棟の工事を計画的、安全に進めること 始まる。今後も安全に工事の推 ③工事において事 る。
る。
を強化する。

な連絡調整を行 棟から仮設校舎・新東棟への 新東棟の工事が推進された ができた。

進を図る。

故が無いように安 ③生徒の事故・怪我等無 ③今後の西棟の耐

③耐震化工事を計 い、計画的かつ 移転、仮設校舎から新東棟へ か、校内移転が計画的及び

全に努めてほし いよう工事での連絡調整 震化工事、グラウ

画的に進めるとと 安 全 に 推 進 す の移転をプロジェクトチーム 安全に実施できたか。

い。

もに、事故防止に る。
努める。

をつくり計画的に推進する。

に努めた。

ンド工事に向け、
生徒の安全確保に
努める。

