平成26年度総括評価表

徳島県立板野高等学校
自

重点課題

重点目標
（全校レベル）

評

価

評価指標

学校関係者評価
評

価

評価指標の達成度

１）生徒指導を徹底し，基本的生活
習慣の確立に努める。

１）頭髪服装指導を毎月実施

１）頭髪服装指導の毎月実施率100%

２）自他の人権を尊重する態度を育
成する。

２）-1人権学習HRを各学年７回実施

２）-1人権学習HR７回 各学年達成。SNS等をめぐるト
ラブルに対応したHR活動を適宜した。

３）交通安全を指導し，命の大切さを ２）-2いじめ・暴力行為をなくす。
教育する。

２）-2いじめに繋がる事案もあったがいずれも早期発
見，被害者の立場に立った毅然とした指導により解決
できた。

３）交通ルールやマナーを守る。

３）前年度より交通事故数は減少したが，依然自動車
との接触事故は多い。

（下位組織レベル）

基本的生活
習慣の確立

己

評価指標と活動計画

活動計画

活動計画の実施状況

①授業，部活動等学校生活すべて
の場面での生活指導

①-1生徒指導課を中心に，各学年団で毎月１回 ①-1全校一斉での頭髪服装検査後も個別に再検査を
頭髪服装指導を行い，事後指導も徹底して行う。 行い，合格するまで根気強く指導した。

②保護者，地域等との連絡強化

①-2授業の受け方（態度や課題提出等）などの入
門講座を入学時に実施する。社会で通じる「聞く」
「話す」等の態度や期日を守る態度を授業中に指
導する。

③交通安全指導・挨拶運動の実施

①-3集団行動の指導は徹底できたが，HRや授業での
①-3すべての授業で挨拶や身だしなみを指導し，
挨拶，言葉遣い，身だしなみが指示できてないことが
特に体育科では集団行動の指導を徹底する。
あった。

④生徒の心身の健康

②遅刻カード（授業遅刻も含む）への記入を徹底
し，家庭への連絡を速やかにする。遅刻回数の多 ②カード記入や家庭連絡は徹底できた。昨年度より学
い生徒は，保護者と学年主任・管理職等との面談 年主任・管理職面談数は減少した。
を実施する。

①-2新入生を対象に各教科担任が入門講座を実施し
た。様々な場面において適切な行動がとれるよう生徒
が自ら考え，発表し合う学習活動を多く取り入れた。
課題等の締切日を黒板に掲示したり，未提出者には
徹底して提出を促すなどすることにより提出率は上
がった。

学校関係者の意見
総合評価

次年度への課題と
今後の改善方策

○部活動の成績等はよ
く紹介されているが，他
の学校での活動，行事
の様子などをもっと知り
たいので，HPや手紙等
で情報をたくさん提供し
て欲しい。

○生徒の現状や抱える問
題に対応した人権HRを設
定し，より人権意識を高
（評定）
める指導を進める。
○メディアリテラシーを身
につけさせSNS等の適切
Ｂ
な使用方法を指導する。
○あらゆる場面を利用
（所見）
継続的に全教員が関わ ○子どもは学校生活を し，交通安全・マナーの再
り，頭髪服装指導を徹底 楽しんでいる。これから 認識を図る。
した効果がみられた。い も根気強く，厳しく指導 ○命の教育の中でいじ
じめ・暴力等は被害者の して欲しい。
め，暴力を絶対しない・許
立場に立ち，全ての事
さない指導を行う。
案で早期解決できたが，
○常にHR・教科・学年・課
今後はそういう事案が
の連携を図り，情報を共
発生しないよう人権意識 ○服装・頭髪などの身 有し効率的な指導をす
を高める指導を続けて だしなみがきちんとでき る。
いく必要がある。また， ていない生徒がいる。 ○授業の受け方（態度や
まだ一部に社会生活を 家庭との連絡を取りな 課題提出等）などの入門
していく上でのマナー
がら，厳しすぎないよう 講座を徹底することによ
（挨拶・行動）が欠けて に指導して欲しい。
り，「聞く」「話す」等の態
いる生徒がいるが，全職
度や期日を守る態度を身
員で根気よく指導を続け
につけさせるなど，今後も
ると共に，保護者との連
基本的な生活習慣の向
○食事・睡眠・勉強など
携を深めていく。
上を図る。
規則正しい生活が送れ
ていないため，遅刻や
欠席が多くなっている。
○部活動をもう少し活性
化してほしい。指導者に ○担任や学年団だけでな
は経験者を置いて欲し く，教科担任も含めての
情報交換会を増やす。
い。

③登校時，校門前での交通指導と挨拶運動を行 ③生徒会役員，野球部員とともに毎朝挨拶運動を行
う。
い，自転車のマナーについても指導した。
○自転車のマナーが悪
い。携帯電話使用や音
楽を聴きながらの運転 ○調理室の環境を整え，
は危険である。
実習をスムーズにできる
ようにする。

④毎日出欠黒板から出欠状況把握し，養護教諭から
保健室を利用する生徒の様子を聞き，担任や学年団
④心の悩みが聞ける雰囲気をつくる。睡眠や食生 で対応した。年度当初別室登校生徒が，登校できるよ
活の大切さを，養護教諭や体育・家庭科の教員， うになった。板高祭においては保健所出前講座を実施
教育相談課員等で連絡を取りながら教える。
し，食生活をはじめ健康に関する内容を取り上げた
り，「家庭基礎」の授業において，食の意義について常
時指導した。
（全校レベル）
１）基礎学力の向上を図る。

２）わかる授業を展開する。
（下位組織レベル）

評価指標

評価指標の達成度
総合評価
１）初任者研修を兼ねる形で公開授業を実施，教科会
１）授業内容の研究（教科会・公開授業） 各学期 で今後の指導方針の確認をした。学び直し教材
１回
「smile」は，計画的に活用できた。また，文科省訪問に （評定）
おいて，特に英語の研究討議ができた。
２)授業評価アンケートで生徒の満足度８０％以上
活動計画

２）すべての教科で生徒の満足度８０％以上，９０％を
超える教科(国,歴公,体,芸,家)もあった。
活動計画の実施状況

①学び直し教材「ｓmile」の活用

①４月から５月上旬を目処に授業の中で，クラス状況
①１学年の国数英で学び直し教材の活用を徹底
や習熟度別グループの状況に応じ，適切に使用でき
する。
た。

②授業評価結果の活用

②生徒を対象に授業評価アンケートを年２回実施 ②６月と１１月にアンケートを実施した。１１月の結果で
する。教科会を開き，参加意欲の低い原因を探り は，授業の工夫・話し方などの項目で評価が上がった
改善に努める。
が，評価を下げた項目が多い。

確かな学力 ③教材の精選や授業の工夫，校外
の育成 の講座等の参加，各種資格取得

③授業アンケートの結果，その科目に対する興味があ
ると回答した生徒は６月７５．５％に対し１１月７４．４％
③実験や実習を多く取り入れ，生徒が興味関心を
であったので，生徒の興味関心を取り入れた授業展
持てる授業を展開する。
開が必要である。しかし，芸術・家庭・情報などの実習
を伴う教科では生徒の興味関心が高い。

④学習時間の確保

④12月の生活実態調査では，前年に比べ１年は約２１
分減少，２年は２５分増加，３年はほぼ同じであった。
④チャレンジタイム（テスト前の自主学習時間）や
週末課題や長期休暇課題の提出率は８０％を超え
週末課題の実施等で学習時間の確保をする。
た。チャレンジタイムで自分で課題ができない生徒に
は，プリントを配布して学習に取り組ませた。

⑤図書の貸し出しの推進

⑤入学時のオリエンテーションや読書マラソン等
で，読書を促す。「図書館便り」で本の紹介をす
る。

Ｂ
（所見)
今後も教材の工夫・精
選をし，授業方法の改
善に取り組むとともに，
わかる授業を展開でき
るようにしていきたい。
学び直し教材「smile」に
ついては，昨年度の反
省に立ち，大幅な改訂を
行った結果，計画通り活
用できた。しかし，多様
化する生徒のさらなる基
礎学力の向上のために
は，生徒の興味・関心も
考えた教材を選び，自ら
学ぼうとする姿勢の育
成が大切である。調理
実習・実験や被服実習
においては生徒が主体
的に参加し，技術の向
上が見られた。

評価指標

評価指標の達成度

（下位組織レベル）

進路指導の
充実

①進路相談の機会の増加

②進路別の補習授業

③生徒，保護者の希望進路の実現

④進路関係図書の貸出促進

○ワープロ検定等施術
検定の他の資格試験
（英検等）も，学校ででき
るようにして欲しい。

○チャレンジタイムの充
実を図る。
○１学期は不登校傾向の
生徒が同時期に複数重な
るので，その対応を適宜
していく。担任一人が問
題を抱え込まないように
するためにも多くの教員
で相談に当たっていく。

○不登校生に対して臨
機応変な指導をしてい
ただき，感謝している。
総合評価
（評定）

○学年が上がるにつ
れ，科目選択や将来の
進路について家庭でも
話をするようになってい
Ｂ
る。進路指導をもっと活
ホームルームでの進路 発にして欲しい。２年生
２)学校評価アンケートで，教育課程の充実度を７
２）ほぼ充実している以上の割合は，生徒約７５％，保 指導は，生徒の実態に ぐらいまで，まだまだ現
０％以上，生徒対象の科目選択説明会実施，学
即して実施できた。オー 実的に考えていないの
護者約８０％，教員約８１％であった。
年団による科目検討会実施
プン・キャンパスは，就 ではないか。
職希望生徒の増加によ
活動計画
活動計画の実施状況
り参加者が減少した。今
①進路希望に応じた対応は概ねできたが，参加人数 後も，生徒の多様な進 ○１年でのインターン
シップは職業観の育成
を増やす必要がある。１．２年生への対応ができにく 路希望に応じていくた
①放課後等にも進路の個別相談に応じる。個々
かったが，３年生では放課後や休憩時間を利用して個 め，大学入試にも就職 に有意義である。今後も
の進路に応じた課題を準備する。
別面談を適宜実施したり，部活動顧問とも連携し，希 にも適した教育課程を 続けて欲しい。
編成していく必要があ ○就職希望者に対して
望進路を実現したケースが多かった。
る。また，ともすれば生 手厚い指導をしてくれて
②進路別の補習参加人数が５割以上を目ざす。 ②補習参加人数は平均して５割を上回った。
徒指導に時間をとられる いる。
中，生徒と教員が進路
③保護者の要望により，今年度も大学と専門学校の２ について，じっくり話し合 ○高校で学んでいる教
③担任による電話連絡や面談等をする。学校行 校を訪問した。また進路保護者会も実施し，必要に応 える場所と時間をどう設 科の学習内容が，将来
事で進路に関する情報を伝える。PTA研修会で県 じて個別面談も行った。PTA家庭研修では企業訪問を 定していくかも課題であ の職業にどのように繋
内外の大学・専門学校訪問を行う。
実施し，保護者に対し，子供が就職する際の心構えを る。
がって行くのか提示し，
担当者からアドバイスしてもらった。
進学先でさらに専門分
野の学習を続けられる
ような進路指導をお願
④進路関係図書を特集展開する。関連図書の貸 ④進路関係図書の貸し出しは，目標冊数以上となっ
いしたい。
出数をのべ１５冊以上にする。
た。

１）校内の進路ガイダンスは予定通り実施できた。校
１）多様な進路を希望する生徒の特 １）各学年とも年２回以上の進路ガイダンスを実施 外でのガイダンスは，オープン･キャンパスが主流と
性や個性に応じた進路指導を充実す
なってきたため，参加者は減少した。
る。
２）教育課程を充実する。

○アンケートごとに生徒
の実態を掴み，常に生徒
に合った授業をする。
○言語活動を充実させる
ことにより，生徒の授業理
解と各項目の向上を図
る。
○週末課題や宿題は家
○家庭での学習時間を増
庭学習に役立っている。
加させる方策を考えてい
もっと量を増やすなど内
かなければならない。
容を検討して欲しい。
○本年同様家庭科や情
報科に関する技術検定を
実施し，資格の取得を目
指す。

⑤オリエンテーションは視聴覚教材を使って工夫し
た。「図書館便り」を見て来室する生徒もあった。図書
館行事は概ね生徒に好評であったが，貸出数に関し
ては，生徒の活字離れを如実に示している。

⑥本人の希望を聞き，家庭訪問時の授業プリント
⑥学年会で不登校気味の生徒の現状や対応への共
⑥不登校傾向の生徒の学びの場の の持参や別室登校の措置をとる。学年会は毎
通理解を図り，本人と家族の希望，医師の診断によ
月，教育相談課会議は学期ごとにとり共通理解を
保障
り，別室投稿の措置をとったケースがあった。
はかる。
（全校レベル）

○多くの選択科目や少
人数授業など，単位制
を生かした教育課程が ○生徒の授業満足度の
維持･向上と，「smile」に
充実している。
ついて，生徒の評価を得
て，内容や扱い方の改善
を図る。

「評定」の基準

A：十分達成できた

○科目選択のガイダンス
を充実させると共に，より
良い教育課程の編成の
ために，教育課程検討委
員会の活性化などに努め
ていきたい。

○今年同様，大学だけで
なく会社訪問なども視野
に入れて，保護者の意見
に耳を傾け，行き先につ
いて検討していく。

○年々図書館利用者数
が減ってきているが，今
後も様々な企画を開発し
たり，利用を呼びかける
工夫をする。

B：概ね達成できた

C:達成できなかった

