平成27年度総括評価表

徳島県立板野高等学校
自

重点課題

１）生徒指導を徹底し，基本的生活
習慣の確立に努める。

２）自他の人権を尊重する態度を育
成する。

評

評価指標

評

価

評価指標の達成度
1) 服装頭髪指導の毎月実施率100％

１)-2能率手帳の有効使用

１）-2 集会時のメモ用，学習時間の記録等に利用した。
３年生では受験や就職活動にも適宜使用した。

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。身のまわりの人権
問題や部落史学習などを適宜実施した。

３）交通ルールやマナーを守る。

①授業，部活動等学校生活すべて
の場面での生活指導

学校関係者評価

１）頭髪服装指導を毎月実施

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。

（下位組織レベル）

価

評価指標と活動計画

重点目標
（全校レベル）

己

活動計画

２）-2 いじめ事案も発生したが，被害者の立場に立った
毅然とした方針と全職員が情報共有した集団指導によ
り，早期に解決できた。
２）-3 重大事故事案も含め，依然自動車との接触事故
は多い。
活動計画の実施状況

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指導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
①-2授業の受け方（態度や課題提出等）などの
①-2 １年次最初に授業の受け方についての指導を実
入門講座を入学時に実施する。社会で通じる「聞
施。課題については，提出状況を生徒に確実に知らせ，
く」「話す」等の態度や期日を守る態度を授業中に
提出を徹底した。
指導する。

基本的生活
習慣の確立

①-3 学年集会や進路説明会，就職試験に持参し，メモ
①ｰ3能率手帳を学年集会などに持参させメモを
や日程を記入するように指導した。また，家庭での学習
とらせる習慣を身につけさせる。生活記録としても
時間を意識させるために定期考査前などに手帳の点検
手帳を使用し家庭学習の定着をはかる。
を行った。
①-4 挨拶はよくするようになってきが，身だしなみについ
①-4すべての授業で挨拶や身だしなみを指導し， ての指示はできていないことがある。体育科では，集団
特に体育科では集団行動の指導を徹底する。
行動の指導は徹底できたが，ＨＲや授業で，挨拶，言葉
遣い，身だしなみの指導ができていないことがあった。
①ｰ5生徒が落ち着いた学校生活を送るために， ①-5 廊下や通路に落ちているガム・ゴミはずいぶん少な
清掃美化の徹底と教室環境の整備を行い，校内 くなった。ロッカーの上の荷物も少なくなり，学習環境は
環境全般の整備を進める。
良くなっている。

②保護者，地域等との連絡強化

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

③交通安全指導・挨拶運動の実施

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い，
う。
自転車マナーについても指導した。

④生徒の心身の健康

④-1心の悩みが聞ける雰囲気をつくる。睡眠や
食生活の大切さを，養護教諭や体育・家庭科の
教員，教育相談課員等で連絡を取りながら教え
る。

④-1 毎日出欠白板から出欠状況を把握し，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
で対応した。家庭科では，調理室の湯沸かし器がそろい
快適に実習ができ，意欲があがった。

④-2自己有用感を育成する。各種大会への作品
応募により達成感と身につけさせる。ボランティア
活動への参加により，思いやりの気持ちを育て
る。

④-2 年２回の通学路清掃ボランティアに全校生徒が参
加した。またＪＲＣ部ではあしなが募金など３回の校外活
動，家庭科では老人ホーム，保育園での実習に意欲的
に参加した。

学校関係者の意見

次年度への課題と
今後の改善方策

総合評価
○手帳を有効に活用できてい
る生徒が少ない。授業やＨＲ
活動，集会などの機会を捉え
て手帳を利用する習慣を定着
させる。
○命の教育の中でいじめ，暴
力を絶対にしない・許さない指
導を行う。
（所見）
○あらゆる場面を利用し，交
通安全・マナーの再認識を図
毎日の登校指導では，職員と ○生徒は学校生活を楽しんで る。
生徒の心の交流を目指し，校 いるという意識は高い(75％)
門で挨拶を交わしたり，声を掛 が，満足度はやや落ちる
けることを全職員で取り組ん
(60％)。早期から目標を持た ○制服の一部改定を含め，着
だ。入学当時は挨拶ができな せ，それを達成できるよう指 こなし・身だしなみの指導を行
かった生徒も，だんだん挨拶が 導して欲しい。
う。
できるようになってきた。
生徒の変化に敏感に対応し，
担任を中心に家庭との連携を
大切にしてきため，いじめや非 ○「割れ窓理論」という言葉が
行問題の早期発見ができた。ま ある。今後も問題が深刻化し ○私物の整理整頓を意識付
た，問題解決においては，担任 ないよう適切な初期対応が大 ける。清掃コンテスト等を実施
のみならず，副担任，学年団， 切である。
し，全員が清掃に取り組む動
部活動顧問など全職員が一致
機付けをする。
団結し，組織的に解決に当たる
ことができた。また，中学校，地
域，警察・教育委員会などの外
○環境整備について，生徒の ○実習に協力してくれる園や
部機関の協力が得られたの
老人ホームを増やし，参加生
で，問題が深刻化することがな 美化意識を高めるためには 徒を増やす。
家庭でのしつけが大事であ
かった。
学校の指導に対し，保護者の る。保護者にも協力を得た
協力が得にくい場合もあったの い。
○修学旅行等の学校行事や
が，粘り強く報連相を重ねた結
調理実習では，アレルギーを
果，問題解決ができた。
持つ生徒の対応が課題であ
今年度から実施した美化委員
るので，食育の面からも家庭
による清掃状況チェックは，自
との連携をさらに密にしてい
他のクラスを比較することによ
り課題が浮き彫りにされ，環境 ○欠席・遅刻する生徒に対し く。
て，家庭連絡を必ず行ってく
整備に役立った。
れている。いつも子どもたちの
ことを気に掛けてくれて感謝し
ている。
（評定）

○服装・頭髪などの身だしな
みがきちんとできているという
意識は生徒（94％）・保護者
(80％)と高いが，教員は68％
である。意識の差を埋めてい
くには基準がぶれないことが
必要である。

Ｂ

○周辺高校と比較されるが，
就職に強い普通科という特色
を打ち出したい。

○様々なボランティアに参加
することは，自己有用感の育
成に役立っていると思う。

④ｰ3「家庭基礎」の授業を通じて食と健康の関連 ④-3 生徒授業評価アンケートでは，95%の生徒が理解
について指導する。
出来ているとの結果が得られた。
（全校レベル）

評価指標

評価指標の達成度

総合評価

１）基礎学力の向上を図る。

１） 授業評価アンケート結果に基づく検討や，教材の検
討を中心に教科会を実施した。情報科では，授業内容の
１）授業内容の研究（教科会・公開授業） 各学期
検討会を各学期に1度実施。地歴公民科では，２年次研 （評定）
１回
修１名，５年次研修２名による研究授業を行い，授業内
容の研究・検討を実施することができた。

２）わかる授業を展開する。

２)授業評価アンケートで生徒の満足度８０％以上

（下位組織レベル）

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,地歴公民,体,芸,情)もあった。
活動計画の実施状況

①学び直し教材「ｓmile」の活用

①１学年の国数英で学び直し教材の活用を徹底 ① 国数英の３教科とも４月中「スマイル」を用いて中学の
する。
復習をした。

②授業評価結果の活用

② ６月と１１月にアンケートを実施し，各教科において検
②生徒を対象に授業評価アンケートを年２回実施
討会を開き，授業の充実，参加意欲の高揚に向けた具
する。教科会を開き，参加意欲の低い原因を探り
体的方策を見いだし共通理解を図った。が，家庭科など
改善に努める。
教科担任が一人の教科では検討が難しい面もある。

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

③実験や実習を多く取り入れ，生徒が興味関心
を持てる授業を展開する。

Ｂ

③ 情報科では実習を毎学期実施した。アンケートでも興
味をもてた生徒が多かった。家庭科では調理実習や被
服実習に意欲を持って参加する生徒が多い。理科にお
いても実験や野外観察に，生徒は積極的に参加してお
り，満足度は高い。

④学習時間の確保

④ 週末課題や長期休暇課題の未提出者の把握を，教
④チャレンジタイム（テスト前の自主学習時間）や
科担任だけでなく，学年全体で共有することにより，連携
週末課題の実施等で学習時間の確保をする。
をとって確実に提出するよう指導し，提出率は増加した。

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 ⑤ 耐震工事に伴う図書室移転のため，図書室の利用や
で，読書を促す。「図書館便り」で本の紹介をす
貸し出し業務に支障を来すことも多かったが，昨年並み
る。
の貸し出し冊数を維持できた。

（所見)
義務教育での習熟度に差があ
るため，１年４月中の授業では
「スマイル」を利用しているが，
アンケートでは１年生の88%が
「学び直しに効果があった」と答
えている。
授業評価アンケートでは，生徒
の授業に対する満足度は高
かったが，自分ではやるべきこ
とを見つけることのできない生
徒が多く，家庭学習では週末課
題に取り組む程度であるため，
家庭学習時間が少ない。
今年度から教務規定を見直し，
履修条件を厳しくしたため，成
績が不振であったり，遅刻の多
い生徒については保護者との
連携を一層密にした結果，学校
全体の補講時間数は大きく減
少した。

○スマイルの使用期間・使用
方法は教科の裁量だが，さら
○授業に対する満足度が高 に効果が上がるよう改善した
いことは素晴らしい。これから い。
も授業改善に取り組んで欲し
い。
○学習内容を検討しＡＬの導
○授業中にうるさくする生徒 入や，ＩＣＴの活用をすすめ，よ
がいるようだ。これからも厳し りいっそう満足度を上げる。
く指導して欲しい。
○学校行事と重なりチャレン
ジタイムが実施できないこと
があった。週末課題等の提出
率はよくなっているので，学力
の定着につながるよう週末課
○家庭学習時間が短いので， 題の内容の改善を図る。
毎日の課題をもっと増やして
欲しい。机に向かう習慣がつ ○図書室内の配置・広報活
動・行事を工夫して，活字離
くと思う。
れを食い止め，本年度並の図
書利用を目指す。
○基本的生活習慣の確立と
○単位制の利点を活かし，習 学力の育成とは相関関係に
熟度別に授業ができている あるので，手帳の効果的な使
が，もっと学力向上に特化し い方を模索していく。
たクラス編制ができないか。
○朝の読書がやや形骸化し
ていないか。絵本なども積極
的に利用すればよい。

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通
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
理解を図った。今年度は別室登校の措置が必要な生徒
月，教育相談課会議は学期ごとにとり共通理解を
保障
はいなかった。
はかる。
（全校レベル）

評価指標

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
性や個性に応じた進路指導を充実 施
する。
２）教育課程を充実する。
（下位組織レベル）

進路指導の
充実

２)学校評価アンケートで，教育課程の充実度を７
０％以上，生徒対象の科目選択説明会実施，学
年団による科目検討会実施
活動計画

①進路相談の機会の増加

①放課後等にも進路の個別相談に応じる。個々
の進路に応じた課題を準備する。

②進路別の補習授業

②進路別の補習参加人数が５割以上を目ざす。

③生徒，保護者の希望進路の実現

③担任による電話連絡や面談等をする。学校行
事で進路に関する情報を伝える。PTA研修会で
県内外の大学・専門学校等の訪問を行う。

④進路関係図書の貸出促進

④進路関係図書を特集展開する。関連図書の貸
出数をのべ１５冊以上にする。

評価指標の達成度

総合評価
（評定）

○多様な進路を希望する生
徒に対して，学校設定科目を
Ｂ
多く履修させていることが成
果に繋がっており，３者とも教
育課程に対する満足度は高
（所見）
２） ほぼ充実している以上の割合は，生徒約７９％，保護 昨年度より就職希望生の割合 い。これからも即戦力となる人
は増えたが，１学期の早い段階 材を育てて欲しい。
者約７６％，教員約８７％であった。
から就職開拓や筆記試験対
策・面接指導に取り組んだこと
活動計画の実施状況
により，学校推薦の生徒は全員
希望通り就職先が決定した。
① 全学年，各学期冒頭に設けた面談旬間で生徒との面 進学においても国公立大３名合 ○１年でのインターンシップは
談をした。３年生では放課後や休憩時間を利用し，個別 格をはじめ，進学希望生ほぼ 職業観の育成に有意義であ
面談を適宜実施したり，部活動顧問とも連携し希望進路 全員希望通りの進学先に合格 る。今後も続けて欲しい。
を実現したケースも多かった。
○就職希望者に対して手厚
した。
１年次のインターンシップも今 い指導をしてくれている。
年度は全員参加することがで
② 補習参加人数は平均して５割を上回った。
き，職業観の育成に効果があっ
③ 日常的に電話連絡や面談はできている。保護者には た。
○生徒に進路目標を設定さ
ＰＴＡ研修会を２回実施し，大学・大学校・専門学校を訪
せるには，毎日，新聞を読ま
問した。子どもと保護者が共に進路について考え，行動
せることが効果的ではない
して目標を設定し，達成に向けて取り組むことの重要性
か。最近，新聞を購読しない
を学んだ。
家庭が増えてきているなか，
図書室の新聞を有効活用した
④ 進路関係図書の利用生徒数は多くないが，貸し出し
い。
冊数は目標以上となった。
１） 校内の進路ガイダンスは予定通り実施できた。校外
でのガイダンスは，オープン･キャンパスが主流となって
きたため，参加者は一定数あるものの，多くはない。

「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
実させるとともに，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
どに努めていく。

○保護者対象の進路説明会
や進路に関する三者面談の
充実を図り，ＰＴＡの協力を得
て，保護者の出席率を向上さ
せる。

○１年次のインターンシップ，
各学年で実施している進路ガ
イダンスと，「学び直し」をどの
ように関連づけ行っていくか，
見直していく。

B：概ね達成できた

C:達成できなかった

