平成２８年度

徳島県立城北高等校

学校評価

総括評価表
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自己評価

重点課題
生徒の視
点に立っ
た「わか
る授業」
と家庭学
習の充実

生徒の視
点に立っ
た「わか
る授業」
と家庭学
習の充実

重点目標

評価指標と活動計画

全体レベル

評価指標

１ 学習指導の充実
・生徒の学習意欲を喚起し，
主体的に学習する習慣の定着
を図る。
・基礎・基本の確実な定着と
応用力の育成及び個性を生か
す教育の充実を図る。

評価
評価指標による達成度

［教務課］
［教務課］
・生徒の進路希望に沿った選択科目の開講 単位制を活かし，生徒の進路や希望に沿った選択授業及び少人数授業を可能
及び少人数授業の充実
な限り展開。
［進学課］
［進学課］
・家庭学習時間 学年+１時間
・家庭学習時間 1 年平均 2.14 時間, 2 年平均 2.51 時間, 1 年生は目標達成
・早朝補習 年間 100 回以上実施
・年間 102 回実施し，目標達成。
・早朝補習 出席率 95 ％以上
・出席率 94.8 ％で達成に至らなかった。
［学力向上委員会］
[学力向上委員会」
・授業公開 年２回以上・授業見学 年３回 ・授業公開年２回，授業見学は平均 3.1 時間と数値は低いが達成
以上・生徒の授業への満足度 80%以上
・生徒の授業への満足度は全教科で非常に高い値を示している。
［学校改革推進委員会］
［学校改革推進委員会］
・研修会の実施 年２回以上
・研修会を１回，ｱｸﾃｲﾌﾞ・ﾗｰﾆﾝｸﾞ週間を２回。
［学年］
・能動的な活動を取り入れた授業公開を２ヶ月に１回以上実施し，研修を行った。
・基礎・基本となる力の定着
［学年］
・自主学習時間の確保・上記を組織的に指 ・各学期２回以上学年集会を実施 ・面談充実。学習記録，模試成績を活用
導するため，担任会の充実，各学期に２回 し，学習のあるべき姿を生徒に示せた。
以上の学年集会実施

下位組織レベル

活動計画

活動計画の実施状況

［進学課］
・学習習慣の定着
・部活動と学習の両立
・基礎学力の向上
［学力向上委員会］
・授業力の向上
［学校改革推進委員会］
・授業力向上のための研修会
［学年］
・課題（日々のﾌﾟﾘﾝﾄ，週間ﾌﾟ
ﾘﾝﾄなど）の有効利用
・予習→授業→復習のｻｲｸﾙを
習慣化し，学習内容の定着

［進学課］
・｢学習の日｣の設定と学習時間調査の実施
・早朝補習の充実
［学力向上委員会］
・公開授業の実施・授業評価ｱﾝｹｰﾄの実施
［学校改革推進委員会］
・大学新入試に対応する力を身につけるた
めの研修会の案内と実施
［学年］
・課題の確認
・
「為せ成るﾉｰﾄ」で学習時間を確認し，生
徒一人ひとりに徹底させる。
・同ﾉｰﾄを活用した面談を年間５回以上

［進学課］
・学習の日・早朝補習ともに，全職員が協力し計画的に実行できた。
[学力向上委員会]
・公開授業２回，授業評価ｱﾝｹｰﾄを２回実施し，教員の授業力向上に努めた。
［学校改革推進委員会］
・新入試に対応する研修会は，他校公開授業や教育委員会主催会について毎
回案内。
・ｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾗｰﾆﾝｸﾞの研修会を，１回実施
［学年］
・課題の提出を徹底，学習の習慣化に一定の効果を上げることができた。
・「為せ成るﾉｰﾄ」の評価（生徒 2.34，職員 2.72）は目標値未達成。生活実態，
悩みの把握には一定の効果を上げることができた。
・「為せ成るﾉｰﾄ」，模試成績を活用した面談を年間５回以上実施

全体レベル

評価指標

評価指標による達成度

１ 学習指導の充実
・生徒の学習意欲を喚起し，
主体的に学習する習慣の定着
を図る。
・基礎・基本の確実な定着と
応用力の育成及び個性を生か
す教育の充実を図る。

［教科］
1)国語
①日々の課題の提出率 90%
②小ﾃｽﾄ内容の定着度 95%
2)地歴・公民
①小ﾃｽﾄ正答率 80% ②小ﾃｽﾄ定着率 95%
3)数学
①週ﾌﾟﾘﾝﾄの提出率 90%
②週明けﾃｽﾄの実施と再ﾃｽﾄ合格率 100%
4)理科
①実験・観察等の授業を年間３回実施。
②ﾉｰﾄや課題の提出 90%，小ﾃｽﾄ等の実施。
5)英語
①各提出物の提出率 90%
②語彙力･文法力小ﾃｽﾄの正答率 70%以上

1)国語
①の提出率は 90%を超えている。②は覚えるべき事は丸暗記してその都度
その都度に定着はしている。
2)地歴・公民
①単元終了時の問題演習では低調。
②再出題した定期考査では正答率向上。
3)数学
①②ともに計画通り実施できた。
4)理科
①実験・観察や演示実験等を取り入れた授業を年間３回実施できたのは，ほ
ぼ 70 ％の授業。また,高大連携授業を２年生で２回実施。
②提出率達成。小ﾃｽﾄ基礎を附さない科目で実施できた。
5)英語
①提出率 90 ％
②正答率１年単語ﾃｽﾄ 60 ％ ２年 70 ％ ３年文法 60 ％

下位組織レベル

活動計画

活動計画の実施状況

［教科］

［教科］

1)国語
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総合評価・所見
［教務課］ （評価)Ａ
可能な限り選択科目を開講
し，少人数授業を展開でき
た。
［進学課］ （評価)Ｂ
数項目で指標未達成。
[学力向上委員会]
（評価）Ａ
ｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾗｰﾆﾝｸﾞを中心とし
た公開授業を通して生徒の
積極的な取組が見られ，ｱﾝｹ
ｰﾄでも好評

学校関係者評価

次年度への課題と

学校関係者の意見

改善方法

生徒 は 学 校生
活に つ い て概
ね満 足 し てい
る。ｱ ﾝｹｰﾄ結
果や 評 価 をさ
らに 次 の 指導
に生 か し てほ
しい。
ｱｸﾃｨ ﾌﾞ･ﾗｰ ﾆﾝ
ｸﾞや体験活動
を通 じ て 様々
な力 を つ けて
ほしい。

［教務課］
限られた教員での選択
・少人数の授業展開。
変更が容易な時間割編
成が課題。
［進学課］
本校の強みや課題を再
検討し，行事の精選・
内容改訂で，効果的か
つ持続可能な指導を進
めていく。設定評価指
標を下げることなく努
力や改善に努める。
[学力向上委員会]
見学にとどまらず，目
的をより明確にし，価
値ある学びにしていく
ことが課題。全教師が
見学できる工夫を。

［学校改革推進委員会］
（評価）B
ｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾗｰﾆﾝｸﾞを中心とし
た授業を推進したが，学校
全体で取り組むことまでは
できなかった。

［学校改革進委員会］
生徒に身につけさせた
い力，教育目標を一つ
にし，授業実践する必
要がある。公開授業だ
けでなく研究協議を行
う機会を十分に作る。
［学年］
受動的な学習を主体的
な学習へどう転換させ
るかが課題。教員が問
題意識を持ち，課題や
授業のあり方を改善し
てい必要がある。

［学年］（評価）Ｂ
学習の習慣化には，一定の
成果あり。内容定着に課題
が残った。

1)国語
(評価）B
提出率は達成，しかし答え
の丸写しが 1/3 程度，小ﾃｽﾄ
では内容把握に使えていな
い生徒が多い。提出物・小ﾃ
ｽﾄは基礎力の定着に効果あ
り。授業中の取り組ませ方
に改善の余地あり。
2)地歴・公民(評価）B 問題
演習は計画通り実施 正答率
は未達成
3)数学 （評価）Ｂ
計画通り実施 基礎学力定着
は成果あり
4)理科 （評価）Ｂ
実験観察やＡＬ高大連携授
業の実施で，生徒の興味関
心を喚起できた。提出物や
小ﾃｽﾄで基礎学力定着に成果

ｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾗｰﾆﾝ
ｸﾞを積極的に
取り 入 れ ，充
実し た 授 業展
開が さ れ てい
るこ と が よく
わかった。
生徒には自助
努力の必要性
を諭 し ， 個々
には 苦 手 教科
の学 習 法 につ
いて ， 専 門の
先生 方 か ら指
導助 言 を 行っ
てほしい。

1)国語
定着させた知識を文章
理解力・表現力に生か
すことに繋げる授業に
一層力を注ぐ。
2)地歴・公民
問題演習に至るまでの
授業内容の充実，演習
への取組に向けた動機
付けに留意。
3)数学
提出率だけでなく，自
ら取り組む姿勢を高め
ていく仕掛けが必要。
4)理科
授業内容を精選し，実
験・観察の時間を確
保できるよう，計画的
に授業を進める。

○基礎・基本の徹底と定着
○学習指導法の改善
1)国語…言語に関する知識・理
解の深化・特に読む・書く力
の向上
2)地歴・公民…わかる授業の
実践・基礎基本の徹底
3)数学…基礎・基本の徹底・
思考力の育成
4)理科…自然について探究する
能力と態度を育成し，科学的思
考力を養わせる。
5)英語…家庭学習習慣を身につ
けさせ，基礎基本事項の定着

1)国語
①日々の課題の配布と確認
②古典の毎時間の小ﾃｽﾄ実施
2)地歴・公民
①小ﾃｽﾄ実施（週に 1 回程度）
②模試の過去問に取り組ませる。
3)数学
①週ﾌﾟﾘﾝﾄの配布と確認 ②週明けﾃｽﾄの実
施 ③模試の過去問に取り組ませる。
4)理科
①実験・観察のﾚﾎﾟｰﾄ作成により，考察す
る力を養成。②ﾉｰﾄ整理や復習を通して，
基礎・基本の定着。
5)英語
①語彙･文法･読解の課題を与え，定期的に
小ﾃｽﾄを実施し，事後指導をする。

重点目標

評価指標と活動計画

全体レベル

評価指標

２ 進路指導の充実
・進路への興味関心を喚起し，
将来を見据えた望ましい職業
観・勤労観を養う。
・生徒の多様な能力，適性，
進路希望に応じた，系統的・
組織的な進路指導に取り組
む。

〔進学課〕
・大学出前授業や進路講演会を各学年，各
学期１回以上実施
・ｾﾝﾀｰ試験出願者 70 ％以上
[就職課］
1)公務員説明会及び自衛官説明会を各１回
以上実施するともに，校外での説明会に積
極的に参加させる。
2)２年生対象に本校主催のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟを実
施し，30 人以上生徒参加。
3)ｷｬﾘｱ教育を推進させるための研修会を１
回以上実施する。

①②とも計画通り実施
2)地歴・公民
①単元終了ごとに問題演習を実施
②各科目で過去問に取り組ませた。
3)数学
①②③ともに計画通り実施
4)理科
①実験・観察のﾚﾎﾟｰﾄ作成またＡＬにより，数多く考察させた。
②ﾉｰﾄ整理や復習を通して，基礎・基本の定着がすすんだ。
5)英語
1，2 年では毎日課題を提出。小ﾃｽﾄは１年週３回,２年４回,３年２回,計画通
り実施し，事後指導を行った。

自己評価
重点課題
生徒個々
の進路希
望を実現
するため
の情報提
供及びキ
ャリア教
育の推進

規範意識
の一層の
向上とル
ールを守
りモラル
やマナー
を大切に
する心，

評価
評価指標による達成度
［進学課］
・講演会等の対象学年と実施回数
大学出前授業：１・２年 1 回 進路講演会：１・２年１回
学習ｾﾐﾅｰ：１・２年各２回・３年１回
小論文講演会：１・２・３年各１回
志望理由書講演会：３年１回 進路説明会：３年１回
・ｾﾝﾀｰ試験出願者 215/315(68.3 ％)
[就職課］
1)公務員説明会・自衛官説明会
実施回数 2 年で各 1 回・就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（校外）：3 年２回
2)ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ参加者：23 名
3)ｷｬﾘｱ教育推進研修会は実施できなかった。

5)英語
課題の与え方を工夫し
小ﾃｽﾄ正答率を高める。
事後指導を徹底して基
本事項の定着を図る。

あり。
5)英語 （評価）Ｂ
提出率は目標達成 小ﾃｽﾄ正
答率は２年のみ達成

総合評価・所見
［進学課］（評価）Ｂ
・講演会等の実施は生徒の
進学意欲の醸成に大きな効
果があった。
・ｾﾝﾀｰ試験出願者は昨年度
比約８％増加したが，評価
指標には届かなかった。
・各学年の進路指導は，学
年・担任・進学課を中心に
全教職員が一致団結して取
り組むことができた。
[就職課］（評価）Ｂ
・説明会の実施は進路を考
える方法となる効果があっ
た。
・就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽは就職希望生
の意識や心構えの意欲向上
に大きな効果があった。

下位組織レベル

活動計画

活動計画の実施状況

〔進学課〕
・進路選択に関する生徒・保
護者への情報提供の充実
・全教職員が組織的かつ手厚
い進路指導の実施
［就職課］
1)就職への情報源として説明
会や職場見学に加えてｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
活用をはかる。
2)生徒のｷｬﾘｱ教育推進のため
の校外体験を推進する。

〔進学課〕
・学年や PTA と連携した進路保護者会や
進路集会を学年毎に開催
・進路だよりを定期的に発行
・1，2 年進路指導と 3 年生受験指導に教
職員全員で取り組む
［就職課］
1)６月公務員説明会，７月自衛官説明会を
実施。公務員模試を 4，5，6 月に実施。
2)ﾊﾛｰﾜｰｸのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ求人情報を利用する。
3)夏休みｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟのため事業所を開拓。
4)ｷｬﾘｱ教育推進のため生徒対象に講演会実施。

［進学課］
・進路保護者会は，１年：４・10 月，２年：10 月，３年：６月に実施
PTA 総会で進学費用講演会を開催
・進路だよりは，毎月発行。ＨＰで進路だよりや進路関係行事の様子を発信
し，広報に努めた。
・進路に関わる学校行事や学習指導に全教職員で取り組むことができた。
[就職課］
1)各説明会は，２年：６月・７月，模試は４・５・６月に実施
2)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ求人情報を利用し,就職活動に活用することができた。
3)事業所開拓は，1 カ所できた（児童館）。
4)ｷｬﾘｱ教育の講演会は実施できた。

全体レベル

評価指標

評価指標による達成度

総合評価・所見

３ 生徒指導の充実
・基本的生活習慣の確立を図
り，節度と品位のある礼儀正
しい生活態度を育成する。
・生徒の生活状況に応じた支
援を行うとともに，安全教育
を徹底する。
・いじめの早期発見，解決に

［生徒指導課］
1)ﾓﾗﾙやﾏﾅｰの指導を通じ，学校全体で社会
規範意識の育成に努める。
2)交通事故を前年に比べ 10 ％削減（H28
年-20 件）
3)いじめを許さない指導。

[生徒指導課]
1)ﾓﾗﾙやﾏﾅｰの指導を通じ，学校全体で社会規範意識の育成に努めている。保
護者・生徒・教員共に評価Ａ
「遅刻指導・入室許可証について」
遅刻指導については生徒の実態や保護者の事情により弾力的に運営した。生
徒･職員共に 評価 A
2)「交通安全教育に対し，学校を上げて取り組んでいる」の保護者・生徒・
教員共に評価Ａ
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[生徒指導課]
(評価）Ａ
・遅刻者の指導は，日々の
立哨指導・駐輪指導を通じ
て指導の成果がみられる。
・交通事故件数は減少傾向。
・自転車ﾏﾅｰは，規範意識の
向上の継続的指導が必要。

学校関係者評価

次年度への課題と

学校関係者の意見

改善方法

社会が変化し、
進路 選 択 が多
様化 す る 中，
生徒 は 自 分の
進路 選 択 に迷
って い る と思
われる。
高校時代が進
路の 幅 を 広げ
るた め の 学力
充足 の 時 期で
ある こ と を自
覚させ，3 年
計画 で 粘 り強
く生徒をｻﾎﾟーﾄ
してほしい。

［進学課］
・生徒の学習意欲向
上のために，より効
果的な時期に講演会
等の行事を実施し，生
徒の学習意欲を高める
とともに，評価指標は
下げることなく，次年
度もｾﾝﾀｰ試験に向かう
生徒の割合を増やす努
力を継続する。

数字 を 用 いて
評価 で き ない
事柄 も 多 いの
で， 教 員 は生
徒と接する時
間を 十 分 に取
ってほしい。
交通 安 全 は、
自転 車 の 左側

[生徒指導課]
・遅刻者の指導につ
いては，日々の立哨
指導・駐輪指導の成
果が みられる ので ,継
続していく。
・交通事故について
は重大な事故につな
がる危険性があるの

［就職課］
・職業に対する関心を
高め進路につながるｲﾝ
ﾀｰﾝｼｯﾌﾟやｷｬﾘｱ教育の
講演会等を継続して実
施する。

いじめを
許さない
心の育成

12 月末現在，登下校時の交通事故 20 件。
3)いじめを許さない指導・取り組みへの評価は，保護者・生徒・教員共に A

努める。
下位組織レベル

活動計画

活動計画の実施状況

［生徒指導課］
1)ﾏﾅｰ指導の強化
①頭髪服装指導の強化
②言葉遣いや職員室での態度
を改善
③校内における携帯電話の使
用方法の改善
2)安全教育の徹底
3)いじめ調査ｱﾝｹｰﾄの実施と活
用

［生徒指導課］
1)学校行事や学年集会の際に実施するとと
もに，日常的に随時行う。
2)交通安全講話の実施
①学期ごとに一斉指導を実施
②ｸﾗｽごとに年 1 回の交通安全ﾎｰﾑﾙｰﾑ活動
を実施
③学年集会等での注意喚起
3)7・3 月にいじめ調査ｱﾝｹｰﾄを実施し，現
状を把握，担任面談等に活用する。

[生徒指導課]
1)全教職員の共通理解を図り，指導の統一を図った。
①各学期の始業式後，全職員が各学年ごとに生徒１人１人の頭髪服装を確認
し，改善できるまで丁寧な指導を行った。
②
全職員が機会を捉えて指導し，改善できた。
③校内における携帯電話の使用状況はかなり改善された。
2)１年生を対象に携帯電話の安全教室を５月９日に開催した。
①全教職員による交通一斉指導を 4・9・1 月と３回実施
②交通安全ﾎｰﾑﾙｰﾑ活動を 1 回実施。自転車整備点検は４月 14 日に実施
③全教職員の協力により学期当初のほぼ計画通り実施できた。
3)いじめ調査は 7，3 月(予定)に実施し，結果を担任に連絡した。

重点目標

評価指標と活動計画

全体レベル

評価指標

４ 人権教育の推進
・教育活動全体を通して人権
についての知識を深め，豊か
な人間性や互いに尊重する態
度を育成する。
・人権尊重の精神の積極的な
啓発に努め，人権意識の高揚
を図る。

［人権教育課］
1)人権ﾎｰﾑﾙｰﾑ活動に対する評価 A
2)人権啓発紙の年間発行回数 12 回以上
3)「人権関連学校行事」の生徒評価 A
4)各教科における人権学習・人権教育を計
画的に実施
5)生徒対象の講演会などを年２回以上実施
6)育職員研修会を年間３回以上実施

下位組織レベル

活動計画

［人権教育課］）
1) 高 人 研 大会 に 向 け て ，HR
活動の充実
2)啓発企画紙の充実
3)人権集会・人権ｳｨｰｸｽへ向け
ての取り組みの充実
4)各教科における人権学習・
人権教育の推進
5)生徒対象の人権教育講演会
の実施
6)人権教育教職員研修の充実

［人権教育課］
1)各ｸﾗｽの状況に合わせて資料を集めて選
択し，展開を工夫する。
2)人権啓発紙を年 12 回以上発行する。
3)人権集会・人権ｳｨｰｸｽに向け，４月から
取り組み，内容の充実した展示を行う。
4)各教科において，年度当初に立てた計画
に従って人権学習・人権教育を実施する。
5)講演会・映画会を年２回以上実施する。
6)人権教育職員研修会を年間３回，学年別
研修会を各学位年で年１回以上実施する。

・言葉遣いや職員室での態
度については非常によくな
っている。

通行 が 中 学生
では 十 分 でき
ていなかった

で,自転車 マナ ーにつ
いて規範意識の向上の
継続的な指導が必要で

・携帯電話の使用もﾏﾅｰを守
り正しく使用できている。
・いじめは，直接的なもの
は確認できないが，いじめ
につながるおそれのある言
動等が少しある。

ので 、 引 き続
き指導が大切
である。

ある。
・いじめについては，
いじめにつながるお
それのある言動等が
少しあるため注意深
く継続的に観察する
必要がある。

学校関係者評価

次年度への課題と

学校関係者の意見

改善方法

自己評価
重点課題
豊かな心
を育み，
幅広く調
和のとれ
た人材の
育成と人
権教育活
動の充実

評価
評価指標による達成度

総合評価・所見

［人権教育課］
1)生徒の人権ﾎｰﾑﾙｰﾑ活動に対する評価は A
2)人権啓発紙「雑草」の発行回数は 3 回にとどまった。
3)「人権関連学校行事」に関して生徒評価は A
4)指導計画に則り，計画的に実行
5)生徒対象の人権教育講演会を年 2 回以上実施
6)全体の人権教育研修会を年間 3 回以上実施

部活動の
さらなる
活性化を
図るとと
もに，生
徒会や各
種委員会
の諸活動
を充実す
る。

［人権教育課］
次年度高人研にむけて
よりいっそう人権教育
の充実を図りたい。

活動計画の実施状況
［人権教育課］
1)各ｸﾗｽ共に充実した資料を用い，工夫された HR 活動となった。
2)人権啓発紙の発行は 3 回にとどまった。
3)人権集会，人権ｳｨｰｸｽに向け，充実した展示を行った。
4)指導計画に則り，計画的に実行
5)人権教育講演会を年 2 回以上実施
6)全体研修会を年間 3 回以上，学年別研修会を各学年 1 回以上実施

自己評価
重点課題

特になし

［人権教育課]
(評価）B
ほぼ計画通り実施できた。

重点目標

評価指標と活動計画

全体レベル

評価指標

評価指標による達成度

評価

５ 特別活動の充実
・生徒の主体的運営を基本と
して，各種活動に取り組むこ
とのできる学校行事，生徒会
活動の充実を図る。
・部活動を充実・活性化させ，
生徒の精神面，体力面での成
長を図るとともに，団結心や
協力心を育成する。

［特別活動課］
1)部活動入部率 90 ％以上，部活動の教育
貢献度の教職員・保護者・生徒評価 A
2)生徒会広報の発行等により，生徒会や各
種委員会の活動を PR する。生徒会活動・
各種委員会活動の教職員・生徒の評価 A
3)球技大会や城北祭の学校行事について教
職員・生徒･保護者の意見を取り入れ，効
率化と活性化を図る。教職員・生徒評価Ａ

［特別活動課］
1)本年度の入部率は 85 ％で目標値にもう一歩，１・２年生では 92 ％・90
％。部活動への評価は，生徒からは「魅力的部活動がある」と 81 ％余りの
肯定意見がある。
2)９つある委員会はそれぞれ課題に応じた活動を行っており，教職員・生徒
からの評価Ａ
3)城北祭を始めとする学校行事については，生徒からも「自主性・主体性を
養うことができた」で 82 ％余りの肯定意見もあり，評価Ａ

下位組織レベル

活動計画

活動計画の実施状況
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総合評価・所見
[特別活動課]
（評価）Ａ
計画どおり活動できた。

学校関係者評価

次年度への課題と

学校関係者の意見

改善方法

部活 動 に は熱
心に 取 り 組め
てい る 。 少数
の否 定 的 な意
見も 取 り 込み
反映 さ せ てほ
しい。

［特別活動課］
1)更なる部活動の活性
化，城北祭・球技大会
を含めた学校 行事へ
の生徒の参画を図る。
2)生徒会活動について
は，より一層の広報に
努め多くの生徒に理解
と活動への協力を求め
る。

［特別活動課］
1)部活動連絡協議会を開催と
より一層の部活動の活性化を
図る。
2)生徒会活動についての積極
的広報と生徒会活動への理解
と協力を促す。
3)各種委員会の活性化を図る。
4)球技大会・城北祭の活性化
を図る。

［特別活動課］
1)部活動連絡協議会を年間３回開催し，部
員自らの取り組みで部活動活性化を図る。
2)生徒会中心で学校行事への参加を促進し
活動の活性化を図る。また生徒会新聞を発
行し，活動を生徒や保護者にｱﾋﾟｰﾙする。
3)各種委員会活動を活性化し，生徒が主体
的に学校生活に取り組めるようにする。
4)生徒会役員を中心に球技大会・城北祭の
準備委員会を組織し，企画運営にあたる。

［特別活動課］
1)部活動の活性化を図るための連絡協議会は，年度当初に予算審議等で２度
開催
2)生徒会からのお知らせは随時，行っている。役員改選時にはﾌﾟﾛﾌｨｰﾙを含
め，今後の活動について広報を行った。
3)各種委員会の活性化は，ｸﾗｽ役員改選後，前後期の活動計画を作成し，全
校生徒の前で活動報告を行うなど委員会活動への理解を促した。
4)城北祭の運営は，生徒会主体の前日祭とｸﾗｽ中心の文化祭・体育祭で構成，
各ｸﾗｽに応じた参加・運営がなされた。
球技大会は，体育委員会を中心として運営業務を担っている。

重点目標

評価指標と活動計画

全体レベル

評価指標

評価指標による達成度

総合評価・所見

６ 安全・環境防災の推進
1)校内環境を整え，公共心や
豊かな情操を育成する。
2)環境にやさしい学校を目指
し，ｴﾈﾙｷﾞｰの利用や物品の使
用を効果的にする。
3)災害発生時に適切な対応が
できる防災体制作りに努める。

［環境防災課］
1)，2)新学校版環境 ISO 中間報告会での
評価 A を目指す。
3)年間に防災避難訓練を１回，机下避難訓
練を２回実施する。防災ｸﾗﾌﾞの活動を進め
る。

[環境防災課]
1),2)職員,環境委員,生徒会を中心に校内美化や環境資源保護に取り組めた。
2)環境委員や生徒会と連携し，電灯等使用量やｴｱｺﾝ使用量，水道使用量,校
内産出資源の分別再利用を進めた（評価Ａ）。
3)防災避難訓練を 5，9 月に実施。ｸﾗｳﾝﾄﾞへの避難や資料映像により災害に
ついて学習。その他，6，11 月に実施の南海ﾄﾗﾌ地震対応訓練に参加し，初
期対応訓練(机下避難訓練)を校内実施した。校内に災害避難啓発掲示板を設
けて，災害の危険性や避難の仕方などを啓発展示

下位組織レベル

活動計画

活動計画の実施状況

［環境防災課］（評価）Ａ
新学校版環境 ISO に関する
活動事項について，生徒は
協力的に取り組んだ。生徒
会役員と環境委員が特に積
極的に取り組み，節電･節水，
校内産出資源の分別再利用
や啓発ﾎﾞｰﾄﾞの作成，ﾍﾟｯﾄ ﾎﾞ
ﾄﾙｷｬｯﾌﾟ回収，学校祭のｺﾞﾐ

自己評価
重点課題
環境問題
の理解と
身の回り
の環境美
化実践お
よび防災
意識の啓
発

［環境防災課］
1)環境委員を中心としてさま
ざまな活動を通して意識啓発
をする。
2)生徒会と環境委員を中心と
して啓発を推進する。
3)防災委員活動を通して，知
識や実践力を身につける。

評価

運営組織
の活性化
と教職員
研修の充
実

重点目標

評価指標と活動計画

全体レベル

評価指標

評価指標による達成度

総合評価・所見

７ 学校の運営体制の充実
・教職員一人ひとりが学校経
営の当事者意識を持ち，課題
解決に組織的に取り組む。
・研修体制の充実を図り，ｺﾝﾌﾟ
ﾗｲｱﾝｽの推進と，ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの
意識を培う。

［企画広報課］
情報ｾｷｭﾘﾃｨ研修を含め，年 10 回以上の注
意喚起を行う。
[ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会]
1)職員会議や職員朝礼等の機会をとらえ全
職員に年間 15 回以上の啓発・研修を行う。
2)ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ に関する相談体制を確立・周知。
3)予想される様々なﾘｽｸへの危機管理体制
(報告・連絡・相談)を確立し周知する。
〔保健厚生課〕
教職員対象救急救命講習を１回実施する。
［教育相談課］
1)特別支援の対象となる生徒の指導につい
て，校内で共通理解を図る。
2)心配な生徒一人ひとりについて共通理解
を図るため，担任ｱﾝｹｰﾄと情報共有するた
めの会議を開催する。教員評価Ａ

［企画広報課］
外部講師による研修会を始め，Joruri 掲示板や紙媒体を用いたｾｷｭﾘﾃｨに関す
る情報や新ｼｽﾃﾑの活用法を月 1 回以上提示

[企画広報課](評価）A
Joruri 掲示板による情報発
信を促進したい。

下位組織レベル

次年度への課題と

学校関係者の意見

改善方法

生徒 に は 体験
活動などを通
じて，様々な
力をつけてほ
しい。

［環境防災課］
担任からの連絡による
周知徹底と意識付け。
環境委員によるｸﾗｽ及
び全校集会において直
接の呼びかけの徹底。
啓発事項
①自然災害への対応
特別警報,風雪災害等
②東南海地震 への対応

箱設置・管理等をやり遂げ
［環境防災課］
［環境防災課］
た。PTA 役員・部活動保護
1)ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝを年間２回，保護者･生徒･ 1)５月 26 日，10 月 13 日にｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施。８月 28 日にｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ作戦 者会だけでなく多数の方が
職員組織で年１回除草清掃作業を行う。
を実施。多くの参加希望者により，校内及び周辺を清掃することができた。 参加して校内環境が整った。
2)ｺﾞﾐ分別や節電･節水･紙の３Ｒ活動を推 2)職員，環境委員，生徒会を中心に校内美化や環境資源の保護に取り組めた。 文部科学省，気象庁，徳島
進する。
新学校版環境 ISO に掲げる節水・節電・ごみ分別では，よい成果が出せた。 県等が企画した危機管理訓
3)防災研修会への参加や防災に関する学校 啓発ﾎﾞｰﾄﾞにより，達成度を広く周知した。
練に参加。定期的訓練によ
行事を行う。防災ｸﾗﾌﾞ活動を進め，防災掲 3)環境委員会を中心に災害避難訓練を実施。防災ｾﾝﾀｰでの研修に参加。防災 り基本事項の確認ができた。
示板等による啓発も進める。
掲示板を西渡り廊下に用意し，地震,台風,風雪等季節に応じて防災啓発。文
化祭では，防災に関する展示。１年生から 10 名の防災士が誕生
自己評価

重点課題

学校関係者評価

活動計画

評価

［ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会］
1)適宜実施した。
2), 3)４月に体制を整備し周知
〔保健厚生課〕
予定通り実施

〔ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会〕
（評価）A
〔保健厚生課〕（評価）A
［教育相談課］（評価）B
計画通り実施できた。

［教育相談課］
1)共通理解を図るための研修会や教科会，特別指導委員会等を開催し，支援
に努めた。
2)担任ｱﾝｹｰﾄを実施し，教育相談課会で論議し，担任等の支援に努めた。教
員評価Ａ
活動計画の実施状況
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初期避難,防災避難訓練

学校関係者評価

次年度への課題と

学校関係者の意見

改善方法

特になし

[企画広報課]
Joruri 掲示板による教
職員対象の情報発信を
より促進したい。
〔ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会〕
次年度も教職員の自覚
と誇りを育成し，風通
しのよい職場を維持す
るための研修を実施。
〔保健厚生課〕
来年度も引き続き教職
員対象の救急救命講習
会を実施したい。
[教育相談課〕
情報共有のあり方につ
いて議論の必要あり。

［企画広報課］
1)職員のｾｷｭﾘﾃｨ意識の向上
[ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会]
1)職員研修の充実・徹底
2)職員間の情報交換を密にし
円滑なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが図れる職場
環境作り
3)危機管理体制の確立と周知
［保健厚生課］
教職員対象の救急救命講習会
の充実
［教育相談課］
特別支援を要する生徒や学校
生活が困難な生徒へのｹｱを図
る。

［企画広報課］
毎月１回程度の注意喚起を行う。
[ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会]
1)年間２回以上の推進期間及び適切な機会
を設け，ﾊﾞﾗﾝｽのとれた研修や啓発を図る。
2)相談体制を整え全体のｻﾎﾟｰﾄ体制を作る。
3)危機管理に関する具体的な事例に基づく
研修を行う。
［保健厚生課］
救急救命講習会を１学期に実施する。
［教育相談課］
1)教育相談研修を年１回以上実施する。
2)不登校認定の依頼がある場合は特別支援
教育委員会を開催して，現状について確認，
今後の支援について話し合う。

[企画広報課]
Joruri 掲示板や朝礼を利用して，月 2 回程度、情報提供

重点目標

評価指標と活動計画

全体レベル

評価指標

評価指標による達成度

総合評価・所見

８ 開かれた学校づくりの推進
・学校評価を充実させ，保護
者や地域から信頼される開か
れた学校を目指す。

[学校評価委員会」
保護者学校評価ｱﾝｹｰﾄの回収率 75 ％以上
［企画広報課］
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを月 20 回以上更新する。
[国際交流課］
各課，各教科等の円滑な連携と協力体制を
整え，交流事業を充実させる。
［特別活動課］
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動への積極的な参加を呼びかけ，
延べ 100 名以上の参加を図る。
[総務課]
1)各種 PTA 活動を活性化させ，広報活動
を充実させる。2)業務を円滑に遂行する。

[学校評価委員会」
保護者学校評価ｱﾝｹｰﾄの回収率は,79.7 ％と目標を上回った。
[企画広報課]
月平均 40 回程度の更新が行われた。
[国際交流課］
各課，各教科等の円滑な連携と協力体制を整え，交流事業を充実させること
ができた。
［特別活動課］
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動への参加数は，4 月の「とくしまﾏﾗｿﾝ」へ 120 名余り，12 月の
「加茂地区もちつき」へ 30 名余り。
[総務課]
1)活動内容に保護者の意見を取り入れ改善した。
2)各会議，研修，行事を円滑に実施

[学校評価委員会」
（評価）Ａ
ｱﾝｹｰﾄ回収率は目標を上回っ
た。内容の見直しは小規模
ながら，各課等で検討した。

下位組織レベル

活動計画

活動計画の実施状況

［学校評価委員会］
学校評価を充実させ，次年度
の更なる改善に役立てる。
［企画広報課］
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの充実
[国際交流課」
1)国際理解教育の推進
［特別活動課］
生徒会や各種委員会を中心と
したﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動組織の確立。
JRC 部を活性化させる取り組
み。
[総務課]
1)PTA 活動の円滑な運営と充実
2)学校行事・式典時における
外部との連絡調整

[学校評価委員会」
学校全体で評価目標の見直しをするよう呼
びかけ，取り組みの充実を図る。
［企画広報課］
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新について，部の顧問や課長を
支援し，より迅速な情報の提供を行う。
［国際交流課］
姉妹校交流等で得た経験や知識を広く周知
し,生徒および教職員一人一人が関わるこ
とのできる交流とし，内容を充実させる。
［特別活動課］
全校生徒並びに教職員へﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動への
積極的参加を呼びかける。
[総務課]
1)PTA 活動の各種連絡調整や企画提案を
行う。2)城北祭や卒業式の渉外業務を行う。

［ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会］
1)夏と冬にｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進週間を設け研修啓発を実施
2)４月に 28 年度の相談体制を決定
3)12 月に実施
[保健厚生課]〕予定通り教職員対象の救急救命講習を１回実施
[教育相談課］
1)児童虐待をﾃｰﾏにした研修会を実施
2)計画通り実施

自己評価
重点課題
学校外と
の交流・
連 携 や
HP に よ
る広報活
動のさら
なる活性
化とﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ活動
を支援す
る校内組
織づくり
の推進

評価

[学校評価委員会」
学校全体で評価目標の見直しを呼びかけた。小規模の見直しに止まった。
[企画広報課]
大きな大会や試合の結果については多くの部活動で情報を発信できた。
[国際交流課]
姉妹校交流の受け入れについては教職員全員で取り組むことができた。
［特別活動課］
教職員のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加は延べ 20 名程度，地域等での参加なども多かった。
[総務課]
1)4 月 21 日理事会, 5 月 14 日総会, 5 月 27 日理事会, 1 月 10 日 3 学年部会
2)9 月 4 日文化祭, 9 月 6 日体育祭, 3 月 1 日卒業式
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[企画広報課](評価）A
部活動の活動報告の更新を
促進。外部への情報発信を
続ける。
[国際交流課]（評価）Ｂ
姉妹校交流の受け入れは計
画通りに実施，訪独が中止
となった。次年度への改善
点は見つけることができた。
［特別活動課］ (評価）Ａ
参加人数は，4 月当初に多
くの生徒・教職員が参加。
その後の活動にも昨年同様
の参加数があった。
[総務課]（評価）Ｂ
会議の回数は昨年と同じ。
出席率は昨年とほぼ同じだ
った。

学校関係者評価

次年度への課題と

学校関係者の意見

改善方法

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞはよ
く更 新 さ れて
いる 。 さ らに
保護 者 が 見た
くなるようなｺ
ﾝﾃﾝﾂを増やし
てほしい。
保護 者 へ の連
絡手 段 と して
の SNS などの
活用 を 進 めて
ほしい。

[学校評価委員会」
保護者や教員へ協力を
呼びかけ，ｱﾝｹｰﾄ結果
の信頼性を保つため,
75 ％以上の回収率を
目指す。評価目標の見
直しは大きく変えられ
ないのが現状である。
[企画広報課]
部顧問に働きかけ，早
めの更新を促す。
[国際交流課]
1)各課，各教科間との
連携と協力体制をさら
に強化させる。
2)姉妹校交流を行う時
期は，毎年検討し直
す必要がある。
［特別活動課］
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加の人数で
は，計画していた数を
上回る参加を募ること
ができたが，実際の
活動内容の充実を図
る必要がある。
[総務課]
総会，各会議や研修
会の案内が確実に届
くようにする。校内研
修会の内容を保護者と
ともに検討する。

