１．教科指導

重点課題

自 己 評
評価指標と活動計画

重点目標

価

（全校レベル）
評価指標
【 １ 教科指導 】 主 体 的 な 学 習 意 欲 の 育 成 を 図
り，基礎学力を定着させる。

評

評 価 サ イ ク ル の 検 証 次年度 への 課題 と
学 校 関 係 者 評 価 今後の改善方策

価

評価指標の達成度

総 合
（評定）

評

価

評価サイクルの検証

Ａ
授業，学習指 （下位組織レベル）
導の充実と生徒
の 学 力 向 上 支 援 １）教育課程の充実。
体制を確立する。

１）①各教科・科目の単位数がバランスよ １）①教育課程検討委員会を年間５回行い，
くとれている教育課程になっている
各科主任等を交え教育課程の検討を行 （所見）
かを検討する。
った。
②選択科目の多様化を図り，普通科で
②学校設定科目，を含め普通科で７１
評価指標関連につ
は５０科目以上を開設する。
科目を設定した。
いては，概ね達成で
２）授業計画の充実。
２）シラバス（授業計画）の活用計画を立 ２）１･２年次の年次集会やＨＲでの科目選 きた。
案し，各学期全体の指導で２回以上活
択・進路指導等で複数回活用した。
教職員の協力体制
用する。
ができており，各年
次・教科・課・係を
３）授業評価の導入による授業改 ３）①授業評価を１学期･３学期それぞれ１ ３）①１学期及び３学期にそれぞれ１回， 中心に，全教職員の
善，教員の指導力強化。
回実施し，学力向上のための教科会
授業評価を行った。
理解と協力による活
も連動して実施する。
動ができた。
②他の教員の授業を１０回以上参観す
②１学期及び２学期にそれぞれ５回以
る。
上の授業参観と参観記録を図った。
③予備校が主催する入試研究会や授業
③駿台難関大入試研究会に２・３年次
力向上のための研修に参加する。
英数国教科担任，ベネッセ・河合塾
入試研究会に３年次担任，低学年進
路研究会に１・２年次担任が参加し
た。
４）基礎･基本を中心とした放課 ４）成績不振者・科目数を１学期･２学期･ ４）１学期・２学期・年度末の各年次の成
後の学習指導。
年度末と順次減少させる。
績不振(３５点未満）者・科目数につい
ては２学期に増加したが，年度末には
減少させることができた。

５）毎週月～金の放課後，社会科教室など ５）毎週月～金の放課後，社会科教室など
の特別教室を学習室として開放する。
の特別教室を学習室として開放した。
５）放課後の主体的な学習活動。

６）土曜日の学習活動。
７）長期休業中の学習。

６）土曜日午前中の補習を２学期･３学期で ６）２学期・３学期で１・２年次生に対し
１３回実施する。
１３回の土曜日補習を実施した。
（昨年度１５回）
７）
①１･２年次生：長期休業中の全員補習
出席率 ９０％以上。

②３年次生：希望選択の補習出席率
９０％以上。
③進学希望者による早朝マークトレーニ
ングについて，必要な科目ごとの参加
率８０％以上。

７）
①１・２年次全員補習
（夏冬季出席率の平均 ）
１年次夏冬季補習 94.3％(昨年度89.0%)
２年次夏冬季補習 91.7％( 同 85.2%)
②３年次希望補習 90.2％( 同 89.0%)
③センター試験受験予定者194名による早
朝マークトレーニングを実施
参加率 ６７％
（各教科３回(10～11月)の平均）
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１）①大学入試制度の変更も １）入試制度の変更等に
見据えた検討を行った。 柔軟に対応できる教育
今後も，入試制度変更
課程を考える。
を視野に入れ，教育課
理数科で多様な科目
程の検討・変更を行う
選択が可能な教育課程
必要があると思われる。 を検討する。
２）シラバスのさらに有効な ２）新学習指導要領に対
活用方法 ･時期について検
応した教育課程やシラ
討が必要と思われる。
バスの検討が必要であ
３）①前年度，１学期，３学
る。
期の授業評価を比較検 ３）優れた授業から，全
証できるシステムの構
教員でが手法や授業展
築が必要と思われる。
開を学ぶ機会を考え
②同一教科内の授業参観
る。
に留まる場合が多かっ
たが，他教科の授業か
ら学ぶことも多いと思
われる。
４）年度内の比較だけでなく， ４）２学期の成績の落ち
年次をまたいで追跡した比
込みを防ぐために，集
較検討が必要と思われる。
会や行事等，生徒の意
識作りの機会を考え
る。
５）放課後の教室利用の部活
動との調整が必要と思われ
る。
６）土曜日補習の校舎施錠・
最終確認についてルール作
りが必要と思われる。
７）放課後学習や土曜日補習
の質的，量的な充実。放課
後学習での教員の組織的配
置や土曜補習への部活動部
員参加の保証。

８）家庭学習の確保・充実。

８）単元テストＣＯＭＰＡＳＳの合格率を ８）ＣＯＭＰＡＳＳ合格率
９０％以上。
（50点満点中 30点以上が合格）
１年次全体８３％
（国語87％，数学80％，英語80％）
２年次全体７０％
（国語63％，数学71％，英語76％)

８）単元テストの重要さを生
徒にもっと理解させる。ま
た出題についても難易度に
配慮する。

９）自己管理能力の育成。

９）学習・生活記録を毎日記入させること ９）学習・生活記録の毎日記入・提出によ
で，生徒自身で日々の生活の中に学習
り，生徒自身が自らの生活を見直す機
習慣が定着できるよう，支援する。
会とし，学習習慣の定着につなげるこ
とができた。

９）学習・生活記録の毎日の ９）学習・生活記録のデ
確認作業が，教員の負担増
ータを容易に電算化す
になっている。また，３年
る方法を検討する。
間の次年度へのデータの引
継ぎが課題と思われる。

10）教育活動の広報による更なる 10）①『ＨＰ』の更新を年間５０回以上行 10）①『ＨＰ』の更新回数は12月末まで
充実発展。
う。
６２回である。
②『ＰＴＡ会報』を年間１回発行する。
②『ＰＴＡ会報』を１回発行した。

活動計画
１）弾力的な教育課程の編成を行う。

活動計画の実施状況
１）①文理の進路希望に応じた理科・社会
の単位数の見直しを図った。また，
入試科目の変更に対応し，地歴・公
民の選択見直しを図った。
②教育課程の検討と連動し，開設科目
について検討し，学校設定科目の増
設を含め普通科で７１科目を設定し
た。

２）シラバスを活用することにより，ガイ ２）教育課程の変更により，シラバス（授
ダンス機能の充実と科目選択時におけ
業計画)の更新を行った。１年次の入学
る利便性の向上を図る。
時オリエンテーションでの履修の説明
や，１･２年次の年次集会やＨＲでの科
目選択指導・進路指導等で活用した。
３）①授業評価の結果を分析し，各自が授 ３）①１学期及び３学期にすべての授業に
業改善に努めるとともに，教科会で
ついて授業評価を行った。特に３学
検討し，学力向上に努める。
期については，マークリーダーを用
いデータを電算化し集計・分析を行
い，各教科･教員全体の情報共有･検
討により学力向上を図った。
②相互授業参観月間で他の教員の授業
②１学期及び２学期にそれぞれ１０日
を参観することにより，授業改善を
間の相互授業参観期間を設け，各学
図る。
期５回以上の授業参観と参観記録を
図った。
③授業力向上のための研修に参加する。
③中四国の教科連絡協議会に３回参加
した。特に英語についてはさらに不
定期に研修を重ねた。
４）定期考査前の放課後に基礎･基本を中心 ４）定期考査前に，各年次で基礎基本を中
とした補習を実施し，成績不振者・科
心とした補習を各教科に依頼し行った。
目数の減少を図る。
事前に補習日程を作成し，教室掲示に
より生徒に周知を図った。
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10）情報担当教員が更新作業
を行っており，担当教員の
負担が大きい。更新を行う
教員を，ＨＰの内容に応じ
て複数配置し，更新作業を
分散する必要あると思われ
る。
学校関係者評価
１）普通科の選択科目は非常
に多く設定されているのは
よい。ただ、理数科の文転
者にも多様な選択科目を準
備すべきである。

10）ＨＰを、もっと外部に対
する情報提供の道具として
活用すべき。様々な教育活
動を、効果的に広報できる
手段である。

検証結果が、次年度の行動
に繋がらなければ評価サイク
ルの意味がないので、しっか
りと次年度に引き継いで欲し
い。
評価のための評価になって
しまっては、膨大な時間と労
力の無駄である。もっと、ポ
イントを絞った簡素な形にな
らないか。簡素化する方が、
認識も徹底するので、効果的
である。

５）社会科教室などの特別教室を開放して ５）毎週月～金の放課後，各年次のＨＲ教
の放課後学習を実施する。
室に近い，社会科教室や地学室・講義
室を学習室として開放し，落ち着いた
学習環境を提供した。
利用生徒の満足度は９２％，
保護者 の満足度は９６％である。
６）土曜日において，英数国から２教科選 ６）９月12日（土）より１・２年次生の希
択してテーマを絞った効果的な補習を
望者２０９名（昨年度234名）に対し，
実施する。
英数国から２教科を選択させ１３回の
補習を実施した。（昨年度１５回）
補習の内容は，英数国各教科内で検討
し，学習進度や実施時期に合わせた内
容とした。
土曜日補習を活用している生徒の満足
度は８４％，保護者の満足度は９４％
である。
７）補習等の出席率を上げ，学力向上を図 ７）土曜補習出席率 全１３回の平均
る。
１年次 ９０.６％ ，２年次 ７０.９％
（ただし，一部試合等で公欠生徒を欠
席に含む）
８）単元テストＣＯＭＰＡＳＳを実施し， ８）例年と比較して定期考査の欠点者が大
授業と家庭学習の連携を図る。
幅に減少しており，単元テストの効果
が表れている。また，模擬試験におい
ても成績の落ち込みが少なく，特に２
年次においては成績の回復が見られた。
９）学習・生活記録を活用することで，生 ９）学習・生活記録の毎日の記入・提出に
徒の自己管理能力を育成する。
より，自分の生活を振り返り，自らを
律する機会とすることができた。また，
学習・生活状況の把握でき，生徒の学
習習慣・生活習慣についての指導に生
かせた。特に，定期考査前などには学
習時間を電算化し比較･検討を行ない指
導に生かした。
10）『ＨＰ』による広報活動の充実，およ
び『ＰＴＡ会報』を発行する。

10）①学校行事，部活動，年次通信等のリ
アルタイムな掲載によりＨＰアクセ
ス回数も前年度に比べ大きく増加し
ている。
②『ＰＴＡ会報』を１回発行し，広報
を行った。
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２．生徒指導

重点課題

自 己 評
評価指標と活動計画

重点目標

価

（全校レベル）
評価指標
【 ２ 生活指導 】 Ⅰ)基本的生活習慣の確立を図る。
（正しく制服を着用させる。）

評

評 価 サ イ ク ル の 検 証 次年度 への 課題 と
学 校 関 係 者 評 価 今後の改善方策

価

評価指標の達成度

総 合
（評定）

評

価

評価サイクルの検証

Ａ

規 範 意 識 の 一 Ⅱ)一人ひとりの生徒理解と個性
層の向上（ルー
の伸長を図る。
ル を 守 る 心 ， モ Ⅲ)生命の尊重と人権意識の涵養
ラルやマナーを
を図る。
守る心の育成）
（所見）
に努める。
（下位組織レベル）
１）頭髪・服装検査，遅刻指導の １）①常時指導を重視しながら全校集会や １）①違反を繰り返す女子生徒に対する指
評価指標関連につ
充実。
年次集会を通じて，頭髪服装検査を
導が十分にできなかった。
いては概ね達成でき
実施するとともに，基本的生活習慣
た。
の定着を推進する。
教職員の協力体制
②毎週末，遅刻指導を実施する。
②毎週末，個別指導をすることにより により全員面接など
遅刻者を減少させることに繋がった。積極的生徒指導が展
開できた。
服装指導は課題と
２）個人面談の充実。
２）①電話連絡・文書連絡，必要に応じて ２）①長期休業前の文書連絡を３回，年次 して次年度も取り組
家庭訪問を実施するなど保護者との
通信を８回発行し連携を図った。
んでいきたい。
連携を図る。
②面接週間を年間４回，各年次で全員
②面接週間を４回，三者面談を１回，
面接を実施する。三者面談を年間１
１・３年次生を対象に全員面接を実
回実施する。
施し生徒理解や積極的生徒指導に繋
がった。
③いじめ・迷惑調査を実施する。
③１・２年次生を対象に学校生活に関
するアンケートを実施した。

３）交通安全指導の充実。

３）①交通マナーアップ活動（校門前のあ ３）①生徒会交通マナーアップクラブが中
いさつ運動・駐輪場での施錠の呼び
心となり校門前のあいさつ運動を実
かけ）を実施する。
施した。
②自転車・原付自転車の整備点検を実
②５月，10月に自転車・原付自転車の
施し整備不良車は再点検を実施する。
整備点検を実施した。
③毎月，学校安全の日に街頭指導を実
③毎月，学校安全の日に街頭指導を実
施する。
施した。
④原付免許証取得者を対象に実技講習
④原付免許証取得者を対象に富岡自動
会を実施する。
車学校で実技講習会を実施した。本
年度も重大事故は発生しなかった。

４）積極的・予防的生徒指導の展 ４）①年次会での情報交換を充実する。
開。

４）①年次会で研修や情報交換することに
より個々の生徒の自己実現を支援で
きた。
②携帯電話安全教室・薬物乱用防止教
②１年次生を対象に携帯電話安全教室
室を開催する。
を開催し携帯電話の危険性について
学習した。
③長期休業中に関係機関と連携し，合
③夏祭りで関係機関と合同で市内の合
同街頭指導を実施する。
同巡視を実施した。
④阿南寮・下宿訪問を実施する。
④阿南寮を訪問し連携を深めた。下宿
訪問をすることにより生徒理解と支
援に繋げる事ができた。
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１）毎月の全校集会で実施し １）全体的に頭髪・服装
ている頭髪・服装指導が身
違反者は減少したが，
だしなみを整え,生活面での
普段の生活で正しい制
気持ちの引き締めに繋がる
服の着用指導が課題で
ようにしていきたい。違反
ある。特に女子のスカ
者の指導が形だけにならな
ート丈や上着からはみ
いよう個別指導の強化や保
出すカーディガン・ト
護者と連携した指導が必要
レーナーの着用が少人
がある。
数の生徒について改善
毎週末の遅刻者指導は遅
が見られなかった。次
刻以外での生徒の支援に繋
年度はさらに共通理解
がっている。
を図り常時指導を充実
させながら個別指導を
強化していきたい。
毎週末の遅刻者指導は
継続して実施してい
く。
２）各年次通信は富西の教育 ２）年間を通しての面接
活動がよくわかり，学校と
週間・特設した各年次
家庭の連携に役立っている
面接を実施することに
との評価が高い。年次通信
より積極的生徒指導を
を通して生徒指導への協力
推進し問題行動やいじ
を呼びかけてはどうか。
めなどの未然防止に努
面接計画は生徒理解や生
めていく。
徒の支援に繋がった。時間
いじめ問題について
的に余裕が無いので特設し
，いじめはあるとの認
て実施したほうがよい。
識を持ち「いじめは絶
対に許されるものでな
い」との意識を持ち，
生徒一人が悩みを抱え
込んでしまうことがな
いように学校教育活動
全体を通じて取り組
む。命の大切さを知ら
せ，人権意識を基盤と
した仲間づくりや人権
意識の涵養に努める。

活動計画

活動計画の実施状況

１）頭髪・服装違反，遅刻，特別指導の件 １）全校集会，年次集会時に高校生活のあ
数を減少させる。
り方について講話するとともに頭髪・
服装検査を実施した。
毎週末に個別に遅刻指導を実施した。

２）①保護者と連携した生徒指導を推進す ２）①長期休業前の文書連絡を３回，年次
る。
通信を８回発行した。
②面接週間を設定し，三者面談を実施
②面接週間を４回，三者面談を１回
する。
③３年次全員面接を６月，１年次は11
月に実施した。２年次は修学旅行延
期のため実施できなかった。

３）生徒会を中心とした交通 ３）関係機関と連携を図
マナーアップ活動について
り交通事故防止教育を
は，もう少し充実した活動
進めていく。学校安全
であってほしい。
の日，交通安全週間，
街頭通学指導を継続し
原付免許証取得者を対象
事故防止に努める。生
とした富岡自動車学校での
徒会を中心とした交通
実技講習会は生徒の交通安
マナーアップ活動を中
全意識の向上に繋がり事故
心として生徒の自主的
防止に効果があった。
な活動を支援してい
く。
４）関係機関との連携を図り
さらに充実した行事計画を
進める必要がある。

学校関係者評価
３）交通事故防止に努める。

３）学校安全の日に街頭通学指導を実施し
た。
生徒会が中心となり交通マナーアップ
活動をとおしてあいさつ運動に取り組
んだ。

４）①年次会を充実させる。
４）①各年次で研修･情報交換を実施した。
②携帯電話安全教室や薬物乱用防止教
②防災訓練，ＡＥＤ講習会，携帯電話
室など，生活安全に関わる学校行事
安全教室，交通安全実技講習会を実
を実施する。
施した。ただし，薬物乱用防止教室
については，新型インフルエンザの
感染の予防から，年次集会での実施
は中止し，各ＨＲで行った。
③関係機関との連携を図る。
③合同巡視，生指協連絡協議会を開催
した。

- 5 -

卒業式に参列して、大変感
激した。よく指導が行き届い
ている。
他校で起こったテレビや新
聞等で報道されるような大き
な事件が起こると、普段の努
力が一瞬にして無に帰してし
まいかねない。
普段からの、人間形成に重
きをおいた教育を徹底すべき
である。

３．人権・特別支援教育

重点課題

重点目標

（全校レベル）
評価指標
【 ３ 人権･
人権問題ＨＲ活動を充実させる
人権 ･
特別支援教育】
特別支援教育】 とともに，学校生活のすべての場

自 己 評
評価指標と活動計画

価
評

評 価 サ イ ク ル の 検 証 次年度 への 課題 と
学 校 関 係 者 評 価 今後の改善方策

価

評価指標の達成度

総 合
（評定）

評

価

評価サイクルの検証

Ａ’

面で，相手の立場になって考え，
行動できる生徒を育成する。

（下位組織レベル）
１）各クラスの人権問題HR活動の １）各クラスの人権問題HR活動の満足度の １）人権問題ＨＲ活動を，各年次７回実施 （所見）
活性化。
向上。
した。
人権問題解決と啓発
に向けて様々な活動
ができた。
２）人権啓発紙「じんけん富西」 ２）「じんけん富西」の内容の充実と年間 ２）｢じんけん富西｣は表裏印刷して年間５
の充実。
５回の発行。
回発行し，人権委員会の意見や感想お ＨＲ活動の満足度等
よび教職員の意見を多く掲載できるよ をみると，まだまだ
うにした。
今後改善の必要を感
じる。
３）人権問題講演会，映画会，全 ３）①富西人権の日を月１回実施。
３）正副担任のメッセージや人権講演会な
校集会等，学校行事の中での
②人権問題講演会，映画会等の満足と
ど，年間を通して行事の企画運営を行
啓発。
事後指導の充実。
った。

４）生徒人権委員会，社会問題研 ４）人権委員会委員長や社会問題研究部の ４）全校集会での人権委員長による啓発活
究部など生徒の自主活動の育
啓発活動の実施
動，富西祭に向けての展示や社会問題
成。
研究部や人権委員会による自主研修を
行った（11/21那賀川道の駅での「身元
調査お断り」ワッペン運動，12/20中高
生による人権交流集会に参加）。また，
ＪＲＣ部が児童福祉施設，老人ホーム，
障がい者福祉施設等でボランティア活
動を行った。

５）教職員人権教育研修の推進。 ５・６）教職員の校外における研修会等へ ５）人権教育課から各年次に研修会参加を
６）学校，保護者，地域社会との
の参加と校内教職員研修での報告会
依頼した。また校内教職員研修では卒
連携。
を年間２回実施。
業生の人権アンケートの結果報告，新
入生の人権問題意識調査の分析，各種
研修会の参加報告等について研修を行
った。
６）ＰＴＡ人権教育推進部研修(6/4)，
親睦バレーボール大会(8/23)，
那賀川道の駅での「身元調査お断り」 特 別な 支 援を 必 要
ワッペン運動(11/21)，阿南市人権教育 とする生徒への対応
研究大会(2/6)に参加した。
をすることができ
た。
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１）人権教育についての満足 １）人権教育についての
度は，生徒個々に判断基準
満足度を客観的に図る
がまちまちである。
ことのできる仕組みを
人権問題ＨＲ活動前の教
考えていく必要があ
職員人権問題研修会の中に
る。
年次会を設け，事前検討会
として活用できた。
２）生徒の人権問題ＨＲ活動 ２）生徒人権委員が「じ
への参加の方法は，感想や
んけん富西」の発行に
意見の発表という形のみで
携われるように工夫す
あったが，参加人数や提出
る。
数が増加した。３年次につ
いては，人権問題意識調査
を２年連続で実施した。
３）
３）
①月一回の「富西人権の日」 ①「富西人権の日」の
に関連行事を実施し，人
関連行事についてＨ
権について考える時間や
Ｒ等で，生徒がテー
機会を持つことができた。
マや内容を理解する
差がないような説明
をしていく。
②生徒の感想や意見を具体
②講演会・映画会等は
的に詳しく理解すること
生徒の関心・理解・
ができた。
共感が得られる大き
な行事であり，講師
や映画の選定にさら
なる研究や工夫が必
要である。
４）全校集会という場で，生
徒人権委員長から全生徒に
直接訴えることで啓発の効
果は大きい。

４）社会問題研究部と
生徒人権委員会の、よ
り一層の連携が必要で
ある。

５・６）校外での人権問題研 ５・６）校務の多忙さを
修会の開催の時期により，
周囲が補う形で，多く
他の校務と重なり参加でき
の教職員が校外での人
なかったという前年度の意
権問題研修会への参加
見を受け，各年次であらか
できるように工夫する
じめ研修会の予定に合わせ， とともに，研修会の予
研修に参加する人の予定表
定と学校行事とのすり
を組み，計画的に研修会に
合わせを早い段階でで
参加することができた。
きるように努力する。

７）学校生活上，問題を抱え，支 ７）①教育相談職員研修会の実施。
７）①教育相談職員研修会を３回実施した。
障をきたしている生徒・保護
（年３回）
者に対する支援。
②外部講師による特別支援教育につい
②外部講師による特別支援教育につい
ての研修会の実施。（年１回以上）
ての職員研修会を１回実施した。
③特別支援が必要な生徒に対して，特
③特別支援が必要な３名の生徒に対し
別支援チームを編成しての取り組み。
て、特別支援チームを編成して取り
組んだ。
④校外関係諸団体による研修会への参
④校外関係機関による研修会へ４回参
加。
加した。
活動計画

活動計画の実施状況

１）各クラスの人権問題ＨＲ活動を各年次 １）グループ学習や講義形式，ビデオ視聴，
７時間設定する。ＨＲ活動については
ワークシート使用など，主題やクラスの
事前研修会を実施する。
状況に応じて様々な形でのHR活動が実施
できた。

２）「じんけん富西」に人権委員会の意見 ２）｢じんけん富西｣を年間5回発行し，毎回
を反映させる。
両面を使用し，人権委員会の意見や感
想および教職員の意見を掲載した。

３）富西人権の日（人権問題に関する行事） ３）①富西人権の日を毎月1回実施した。
の企画，映画会・講演会のＨＲ活動で
②人権問題講演会，映画会の後，感想
感想文の作成とアンケートを実施する。
文作成や話し合いをHR活動で行った。

４）全校集会での人権委員長による啓発活 ４）７月の全校集会で生徒人権委員長から
動，富西祭に向けての展示や社会問題
啓発のスピーチをした。
研究部による自主研修を行う。

５）校外の研修会等への積極的な参加と校 ５）人権教育課から各年次に研修会参加を
内教職員研修会で人権意識について教
依頼し，校内教職員研修を年間４回実
職員間の共通理解を図る。
施し，その中で校外の研修会の参加報
告を４回実施した。さらに校内教職員
人権問題研修会の後で年次会を設け，
次回のＨＲ活動指導案を検討する時間
を確保した。

６）ＰＴＡ人権教育推進部での研修，親睦 ６）親睦バレーボール大会(8/23)に参加し，
バレーボール大会へ参加し，親睦を深
親睦を深めることができた。
める。

７）①特別支援教育研修の推進。
７）校内研修会を４回実施し、発達障害に
②発達障害への理解と校内体制の整備。
ついて理解を深め、校内体制の充実に
③発達障害のある生徒・保護者への支
つとめた。また、必要に応じて精神保
援と校外関係諸団体との連携強化。
健センタ－、総合教育センタ－の指導
をいただき、問題解決のために努力し
た。
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７）特別な支援を必要とする ７）在校する生徒の多様
生徒について全職員が共通
性に応じた対応ができ
理解できるように研修会を
るように体制を整える
もつことができた。また外
努力をする。
部講師による研修会では、
生徒と面談をする際のスキ
ルを習得することができた。

学校関係者評価
全人的教育や個性の尊重は、
生徒の多様な進路の実現にも
良い影響を及ぼしている。
コーチングの資格を取るな
ど、具体的な生徒とのコミュ
ニケーションのスキルアップ
も必要ではないか。

４．進路指導

重点課題

重点目標

（全校レベル）
評価指標
【 ４ 進路指導 】 Ⅰ)進路相談の充実を図る。
Ⅱ)キャリア教育（職業観育成教

自 己 評
評価指標と活動計画

価
評

評 価 サ イ ク ル の 検 証 次年度 への 課題 と
学 校 関 係 者 評 価 今後の改善方策

価

評価指標の達成度

総 合
（評定）

評

価

評価サイクルの検証

Ａ

育）を推進する。
Ⅲ)本校の進路指導を保護者・生
徒に広報し，理解を促す。
Ⅳ)総合的な学習の時間の充実。

（所見）
（下位組織レベル）
１）個人面談の充実。

１）全年次で個人面談を年間５回実施する。 １）三者面談を含めた個人面談を５回実施 評 価指 標 につ い て
し，１・２年次は志望校を含めた進路 は，おおむね達成で
先の絞り込みについて助言を行うとと きた。教職員の協力
もに保護者への広報及び理解を促した。体制ができており，
３年次は，年間を通して面談を実施す 各年次・教科・課・
ることで，全ての生徒が納得のいくか 係を中心に，全教職
たちで進路を決定していくことができ 員の理解と協力によ
た。
る活動ができた。
２）生徒個々の職業観育成を目指 ２）①学部系統別進路ガイダンス（１・２ ２）①徳島大学・鳴門教育大学等の講師を
し，外部と連携した支援を推
年次生）を実施する。
招いて学科・コース単位で２７講座
進する。
を展開した。
②夏季休業中のオープンキャンパスへ
②徳島大学176名，鳴門教育大学27名を
の参加率１年次４０％,２年次６０%,
はじめ，夏季休業中及び秋季連休中
３年次８０％以上を目指す。
でのオープンキャンパスへの参加率
１年次３５％，２年次５６％，
３年次７６％
３）年次団等による相談体制・面 ３）進路設計についてのＨＲ活動を各学期 ３）各学期２回の進路ＨＲ活動のほか，各
談プログラム整備。
２回実施する。
年次集会で進路に対する意識の高揚を
図った。
４）進路指導の系統的展開。
４）①各年次で進路講演会を年間２回実施 ４）１年次は２月に，３年次は５月に駿台
する。
予備学校の西 昭広氏を招いて進路講演
（生徒対象１回，保護者対象１回）
会を実施し，２年次は大阪教育大の近
②ＰＴＡ支部会における学校説明会に
藤秀樹氏を招いて「推薦入試やＡＯ入
積極的に参加する。
試等における小論文入試の実態」とい
うテーマで講演を実施。
５）キャリア教育としての総合的 ５）修学旅行２日目にグループごとのテー ５）修学旅行先が北海道に変更になった為，
な学習の研修・検証・改善。
マに沿った企業･大学訪問や職業体験な
北海道大学をはじめ６箇所を訪問し，
６）学校教育についての情報共有
どを実施する。
研修を行った。
・交換を促進。
７）総合的な学習を通して自己の ７）総合学習テーマ「社会探究」において ７）①１年次では所属する講座を決めて，
あり方生き方や進路について
①１年次では課題を発見し，各自の研
自主研究のテーマと修学旅行の研修
の自覚を高める。
究テーマを見つける。
先を決定した。
②２年次では研究テーマに沿って自主
②２年次では自主研究発表を，９月に
研究を実施し，年間２回発表会を実
実施し，自己の進路決定に役立てる
施する。
ため，進路ノートを使用した。
③３年次ではディベートと小論文を年
③３年次ではディベートと小論文を実
間６回実施し，表現力強化を目指す。
施したが，例年以上に小論文指導に
力を入れ進路決定に役立てた。
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２）
２）
①進路ガイダンスは、生徒
③低学年次に対する啓
にはおおむね好評である。
発活動を進路のHR活
②ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽへの参加率は
動で行う。
２年間で大幅に増加し全
ての年次について目標に
近い数値である。
２・３）各年次会で進路設計 ２・３）年次会で扱う内
についてのＨＲ活動のテー
容について勉強会を持
マや内容について，資料や
つ。
入試情報等を集めるなど昨
進路問題についての
年度と比べて改善された。
ＨＲ活動を生徒にとっ
て魅力的な内容にする
ため、創意工夫が必要
である。
４）
４）
①進路講演会も生徒・保護
①今後も生徒の進路に
者とも好評（平均80％が
応じた講演会･説明
満 足 ）。 特 に ３ 年 次 の 進
会を実施する。
路別集会は、専門学校･就
保護者部会はできる
職希望生にきめ細かいガ
だけ参加しやすい時
イダンスが実施できた。
間に設定する。
②ＰＴＡ支部会で進路課の
②ＰＴＡ活動で、さら
説明を加えたことで保護
に多くの支部会の開
者の参加が増えた。
催を期待する。支部
・３年次の学年ＰＴＡは
会には必ず進路課員
本校職員による学校独
が参加し、説明した
自の内容に変え休日に
い。
実施したことで参加率
模試業者の検索シス
が大幅に増加している。
テムの使い方につい
・１年次の翌年の履修科
て生徒に丁寧に説明
目選択の説明会も保護
する。
者の参加人数が大幅に
増加した。
・センター試験後の志望
校判定の検索を自分で
納得するまでできる点
は生徒･保護者ともに好
評であった。

活動計画

活動計画の実施状況

１）模試返却時は個別に返却し，データの １）ＣＡＩ教室を利用し，模擬試験による
見方や各自の勉強のポイントを指導す
合格判定システムの使い方を学ぶこと
る。
で，志望校及び進路先までの具体的な
目標値を設定させた。

２）生徒実態に応じて適時，個人面接を行 ２）模試の成績を進路指導課が中心となっ
い，外部機関等とも連携し生徒・保護
て分析し，それをもとに各年次会及び
者を支援する。
教科会で課題を見つけ全ての教員がそ
の対策に取り組んだ。

３）①進路設計についてのテーマに沿った ３）各年次での各学期２回の進路ＨＲ活動
ＨＲ活動を年次で実施する。
とともに進路講演会や進路ガイダンス
②各年次でテーマを決定し，進路指導
を通して，望ましい職業観の確立や学
を実施する。
部学科の研究を深めることができた。
１年次：望ましい職業観
２年次：学部学科の研究
３年次：受験までのスケジュール，
志望理由，面接，教科別受
験対策など

４）①生徒・保護者対象の進路講演会を実 ４）①生徒対象の進路講演会とともに保護
施し，最新の進路情報を提供する。
者対象の進路説明会で最新の進路情
報を詳細に進路指導主事が説明した。
また県外大学の視察研修を実施する
ことで，各大学の現状把握に繋げた。
②ＣＡＩ教室の利用を促す。
②ＣＡＩ教室を研修の下調べや研究発
表・ディベートの資料集めの為に，
授業時間はもちろん放課後も頻繁に
使用した。

５）進路設計への総合学習の効果を検証す ５）自己の関心のある講座に所属して研究
る。
を行うことで進路決定に役立っている。
更に，進路ノートの活用によって，自
己の適性や学部学科と職業との関連を
深く知ることができた。

６）総合学習の「富西プログラム」を生か ６）総合学習における自主研究やディベー
して自己管理能力を育成する。
トと小論文などは自己管理能力育成に
繋がり進路決定に十分に役立てること
ができた。
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５）特に、課題研究では、生 ５）自主的・自発的な生
徒の興味・関心を拡大し、
徒活動を主体とする総
生徒の漠然とした進路設計
合的な学習ではあるが
に具体性をもたらすことが
、活動手順や到達目標
できた。しかし、多くの生
をより明確に示すこと
徒が課題研究に修学旅行で
で活動をより充実・活
の研修内容を取り入れ活動
性化させる必要があ
できたが、修学旅行先を変
る。そのためには、課
更したこともあり，生徒に
題研究活動を幾つかの
よっては十分な研修への事
セクションに分け、そ
前学習が行えず満足する成
れぞれの目標・具体的
果が得られなかった。課題
な手順を示し、その都
研究での情報収集活動の意
義等の確認と支援強化が必
要である。

学校関係者評価
部活動や生徒会活動など、
生徒の実績や個性を生かして、
推薦入試で多くの生徒が進路
を確保できているのはすばら
しい。
短期留学や大学の出前授業
等を活用し、生徒の進路に対
するサポートの幅を広げるこ
とも有効である。
出口に対する戦略はいいが、
入り口の生徒募集の方にも戦
略が必要である。例えば、中
学校の教員にリサーチして、
情報収集をするなどしてはど
うか。

度確認・検証できるプ
ログラムに修正が必要
である。

５．特別活動

重点課題

自 己 評
評価指標と活動計画

重点目標

価

（全校レベル）
評価指標
【 ５ 特別活動 】 集団活動を通して，集団や社会
の一員としてのよりよい在り方，
学校行事や部
活動のさらなる
活性化を図ると
ともに，幅広く
調和の取れた人
材を育成する。

評

評 価 サ イ ク ル の 検 証 次年度 への 課題 と
学 校 関 係 者 評 価 今後の改善方策

価

評価指標の達成度

総 合
（評定）

評

価

評価サイクルの検証

Ａ

考え方を育成するとともに，自己
管理能力や自主的，実践的な態度
を身につけさせる。

（下位組織レベル）
（所見）
１）学校行事と、部活動を充実さ １）①学校祭への一般来場者数 昨年より １）①学校祭の一般来場者は，昨年より
せる。
１０％アップ。
１１％増加した。
評価指標関連につ
②学校祭をはじめとする学校行事の満
②生徒の学校行事に対する充実度は
いては概ね達成でき
足度８０％以上。
９２％であった。
た。
③部活動紹介や部活動顧問会議の内容
③部活動紹介、部活動顧問会議の内容
生徒と教職員が一
充実を図る。
は例年並みであった。
体となって諸行事に
④部活動への入部率８０％以上。
④部活動への入部率は８９％であった。取り組み、より一層
その信頼関係を深め
２）生徒会活動や各種専門委員会 ２）各種リーダー研修会を年間２回実施す ２）ホームルームリーダー研修会を6月と10 ることができた。
活動，ホームルーム，部活動
る。
月に、各種委員会を4月と10月に実施。
各活動が社会性や
が連携するとともに，それぞ
人間性を育成する場
れの活動の活性化を図る。
に成り得た。
３）部活動を通して自己管理能力 ３）部活動部長・部員集会を年間２回実施 ３）部活動部長・部員集会を7月・9月に実
を高める。
する。
施。
４）「富西レスキュー活動」を新 ４）「富西レスキュー活動」を１年次の１ ４）レスキュー活動を6月に実施。
設し，災害時等における対応
学期に実施し，大規模災害や非常事態
能力を養う。
において適切な対応や行動が取れるよ
う指導する。

１）
①学校祭は本年度も近隣高
校と開催日が重なり、評
価指数は達成したものの
小さな増加にとどまった。
しかし、学校祭の公開は
確実に定着していると考
えられる。700人～800人
が安全かつ比較的スムー
ズに運営ができる妥当な
来校人数かと考える。
②学校行事に対する充実度
も昨年並みであり、自発
的取り組みができた。
③部活動紹介・顧問会議と
もに内容的には昨年並み
であった。
④入部率８９％と高い水準
を保っている。
２・３）各種リーダー研修会

活動計画

活動計画の実施状況

１）①学校祭を９月実施とし，一般公開す １）①文化祭を９月５・６日、体育祭を７
る。その他，学校行事開催に際し，
日に実施した。一般来場者は、文化祭
その意義についての事前指導を行う。
に約680人、体育祭に約90人だった。ま
また各行事終了後にアンケートを実
た、学校祭と球技大会で事後アンケー
施し検証する。
トを実施し検証した。
②部活動顧問会議では、連絡のみなら
②部活動紹介，部活動顧問会議を実施
ず部活動の在り方や意義についても共
する。
通理解を深めた。
２）各種専門委員会，ホームルームリーダ ２）内容の整理を図るとともに自治的活動
ー研修会を実施する。
となるよう促した。
３）部活動部長・部員集会を開催する。

３）部活動の在り方やリーダーとしての心
構えについて確認指導できた。
４）１年次において「富西レスキュー活動」 ４）炊き出し・ロープワーク・応急処置・
を実施し，災害時等における対応能力
土のう積みの訓練を実施した。
を養う。
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は予定回数を実施し、効果
的な部分もあるが、形骸化
される傾向にあるので危惧
される。
４）さまざまな訓練を体験す
ることにより、防災意識の
高揚を図ることができた。
スケジュール的にハード
だった。また，クラスの人
間関係をつくるためにもう
少し早い時期に実施したほ
うがよい。

年間計画の中で、そ
れぞれの行事を可能な
限りよりよいタイミン
グで設定する。
行事の計画・運営に
おいて生徒の依存傾向
が強まりつつあるの
で、自主性やたくまし
さを育成していくよう
な指導の工夫をした
い。
形骸化しつつある行
事の内容を見直してい
く必要がある。

