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平成２７年度の自己評価結果 

昨年度の重点
目標 

学習活動と特別活動の両立のもとに、主体的に行動する力を養う。 
道徳的実践力の確立を図り、真摯に学ぶ態度をはぐくみ、豊かな人間性を育成する。 

ア 心身ともに健全な生徒の育成 
イ 自ら学び、深く考えることのできる生徒の育成 
ウ 地域から信頼される学校づくり 

項目（担当） 重点目標 評価項目 評価課題と課題 

学習指導 
（教務部） 

①学習習慣の確立 ・年２回学習時間調査の実施 

・９月に家庭学習強化週間の設
置 

・授業での予習、課題点検の実
施 

・個人面談、学習相談の充実 

・保護者の中には、（学習習慣の確立に対して）「関心がな

い」と回答された方が９％あり、保護者の意識に変化が

感じられた。 

・一部の保護者から、「家庭で毎日学習できるように、課

題をまめに出して欲しい」という意見があった。課題の

内容については、各教科が吟味をして、適切な量を提示

した。 

・出題した課題の未提出や、解答を写すだけで終えている

生徒が一部いた。引き続き、家庭学習及び課題の取組み

方について、粘り強い指導が必要である。 

②授業の質の向上 ・授業評価アンケートを利用し
教員の自己点検、自己評価の
実施 

・授業参観しやすい環境作り 

・２、３年生については、前年度より、「先生方が分かりや

すい授業に心がけ、工夫している」という問いに対して、「か

なり・少し（向上している）」と回答した割合が若干で

はあるが、増加した。 

・１年生については、前年度に比べて「かなり（向上して

いる）」が大きく増加した。この状況を次年度以降も続

くよう先生方の工夫・対応をお願いしたい。 

・保護者の方からは、教科よっては、「教え方に差があり

すぎる」という意見が多く寄せられた。教科会を活用し、

教えるべき内容や指導の在り方等、できる限り足並みを

そろえるように依頼したい。 

③課題提出の厳守 ・課題予定・課題箇所の明示 

・未提出者への提出指導の徹底 

・課題の提出については、期限を守る生徒が増加している。

その一方で、取組む姿勢については不十分な生徒がい

た。 

・各学年の事後指導により、未提出率を低くする目標に近

づいた。今後は課題に取組む姿勢等、内容面の充実を粘

り強く呼びかけていく必要がある。 

進路指導 
（進路指導部） 

①進路情報の時宜
を得た的確な提
示 

・生徒の動向の把握 

・進路情報の作成と提供 

・「進路だより」の発行 

・模試の活用 

・進路情報の提供の満足度は、教員、生徒において 80％を

超えたのに対し、保護者は 72％だった。家庭で生徒から

資料が確実に渡っていない可能性もある。今後は、その

改善策も考えたい。 

②補習、ドリカム教
室等の行事の充
実 

・学年、教科と連携による、生
徒の実態・要望に即した行事
計画 

・満足度については、教員、保護者共に 80％を超えること

ができた。また、満足度の差が開きやすい数学において

は、一部の学年（２年生）で、習熟度クラス編成を組ん

で対応し、好評を得ることができた。きめの細かい指導

を今後も心がけたい。 

③希望する進路実
現のための学力
の獲得 

・学力上位層への計画的な指導
と下位層への補充 

 

・模試等の結果については、年度当初に掲げた目標の数値

と差があった。 

・結果を精査し、今後の課題として目標達成に向けて、継

続的に挑戦していきたい。 
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生徒会活動 
（生徒会部） 

①南高祭への積極
的参加 

・執行部、生徒議会、委員会の
充実及び教員による指導 

・今年度は、昨年度の反省を生かし、応援の衣装作りなど

新しい取り組みもあった。 

・準備に入るまで予定通り進めることができた。 

・準備期間に入って、雨天が多く、パネルや応援の活動場

所がなく準備が滞ったが、予定通りの内容で実施でき

た。 

・「生徒の満足度」は、全体では 78.7％、１･２年生では

83％と高い数値である。「しっかりと役割に取り組ん

だ」と答えた１･２年生は、54.0％と昨年度の数値 50.8

％を大きく上回っている。 

・３年生の満足度がやや落ち込んだのが気になるが、総じ

て自分の役割を果たせたことが満足度につながってい

る。 

・執行部や実行委員だけでなく、生徒たちみんなが、「や

れば、できる、南高生」を実感できた行事であった。 

・先生方の適切な指導と保護者の理解が、生徒の活動を後

押ししている。今後も協力をお願いしたい。 

②部活動への積極
的参加 

・顧問の積極的な指導 

・試合結果の報告等の広報活動
の充実 

・部長会議において、各部室、活動場所の整理整頓を伝え、

さらに、部室点検では使用状況によって清掃の指示をし

て環境整備に協力させることができた。 

・部日誌の点検を学期ごとに実施し、活動内容をしっかり

記入するよう指導した。 

・10 月の部活動状況調査では、毎日部活動に参加している

生徒は、１年生で 90％、２年生で 76％、全体で 83.4％

と目標を上回った。 

・県大会以上に出場する部が９つあり、運動部・文化部と

もに大会等で活躍している。 

・２年生において、夏休み以降に退部者が目立った。 

・保護者から「部活動を増やしてほしい」という意見があ

り２つの部を新設した。そのうちの写真部は、活発な活

動をしている（28 年８月の全国総文祭に参加決定）。 

生活指導 
（生徒指導部） 

①身だしなみ指導
の強化 

・集会時や指導を受ける際の服
装の徹底 

・校門における服装指導の実施 

・服装指導強化週間の年２回の
実施 

・保護者の 78％、生徒の 87％が「身だしなみ指導をして

いる」と評価し、昨年度より保護者が７ポイント、生徒

が４ポイント増加した。校門での声かけ指導やチェック

指導、呼び出し指導等が生徒の意識変化につながったと

考えられる。 

・職員は、昨年と同様の 61％の評価にとどまった。職員の

身だしなみ指導に対する意識を高め、職員全体で指導が

行える体制づくりが課題である。 

②交通事故の減少 ・早朝交通安全指導の実施 

・警察職員による交通安全講話
の実施 

・保護者の 56％、生徒の 78％、職員の 84％が「交通事故

防止の指導をしている」と評価し、昨年度より三者で１

～５ポイント増加した。これは雨天時の合羽着用指導に

よるものと考えられる。 

・傘さし運転が大幅に減少した。 

・交通事故は、例年並みの報告数である。交通安全講話や

立番指導、生徒指導部からの生徒連絡等によって、生徒

の交通マナーに対する意識の向上が今後の課題である。 

③サイバー犯罪の
防止 

・警察職員によるサイバー犯罪
防止講話の実施 

・人権講話の実施 

・学校生活環境調査の実施 

・生徒の 71％、職員の 63％が「ネットマナーについ指導

している」と評価し、昨年度より生徒が８ポイント、職

員が５ポイント増加した。 

・「ネットマナーについて指導していない」と評価した保

護者が、昨年度より４ポイント減少している。 

・「スマホ・携帯電話・ＰＣ使用のガイドライン」を高校

生活のしおりへ引き続き掲載し、入学当初の生徒への指

導の強化と保護者への協力を要請する。 
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ＰＴＡ活動 
（総務部） 

①ＰＴＡ行事への
参加促進 

・ＰＴＡ行事の参加数の増加 

・ＰＴＡ行事の保護者への周知 

・ＰＴＡ総会及びＰＴＡ一日研修への保護者の参加数が、

いずれも昨年度を上回り、関心の高さがうかがえた。 

・実施したアンケートにおいても「ＰＴＡ行事の内容を工

夫しているか」に対して、教員は「かなりそう思う・少

しそう思う」の回答が 87％、保護者が 54％であった。 

・上記項目に対して、保護者の回答は教員に比べて低いが、

昨年の数値より向上している。今後とも改善に努め、魅

力的な内容を考えていきたい。 

学校保健 
（保健厚生部） 

①校内美化の推進 ・清掃時間厳守の指導、巡回指
導の実施 

・生徒美化委員会による清掃点
検の実施 

・夏季・春季休業中の清掃活動
の実施 

・清掃開始を知らせる音楽が鳴っても、なかなか清掃場所

に移動できていない現状が見られた。今後も、折に触れ

生徒に呼びかけていく。 

・夏休み中の各部活動によるトイレ清掃は、ほとんどの部

活で実施することができた。事前の指導、事後の報告を

よりよいものにし、今後も継続していく。 

・美化委員会による清掃点検の回数が十分確保できない学

期があった。次年度は、早めに予定を立て、是非実施し

ていきたい。 

②保健厚生部と学
年との連携強化 

・心身の不調を訴える生徒への
カウンセリング・マインドで
の対応と全教職員の共通理解 

・スクールカウンセラーとの連携は、昨年同様､円滑に図

ることができた。 

・担任とカウンセラーとの面談についても、時間の許す限

り行い、教員のサポートに有効であった。 

・学年団との情報交換を良好に行うことができた。その効

果もあり、生徒や保護者への対応も共通理解をもって臨

むことができた。 

・新入生の保護者へは「相談だより」を配布し、相談活動

の紹介を実施し、適切に活用することができた。 

図書館活動 
（図書部） 

①図書の充実と図
書室利用者の増
加 

・読書指導の充実 

・月毎の貸出冊数の調査と公表 

・図書館の企画と図書館便りの
「ライブラリー」による広報
活動 

・昨年度は、校舎の耐震工事で図書館を普通教室に代用た

め、一般生徒の利用が制限され、図書の貸出数が減少し

た。本年度はそうした要因もなく、目標とした「年間貸

し出し数」が１０３９冊となり、目標に達することが

できた。「ライブラリー」や「図書館報」による情報

提供が奏功した。 

・計画した行事等は予定通り行い、概ね目的を達成するこ

とができた。今後も、図書館が生徒や職員にとってより

有意義な存在であり続けられるよう、検討を進めたい。 

研修 
（教務部） 

①研究授業による
現職教育の充実 

・計画的な研究授業の実施 

・時間割変更の工夫 

・秋に研究授業期間を設定・計
画的な研究授業の実施 

・時間割変更の工夫 

・昨年に比べて、「研究授業を授業改善に役立てることが

できたか」という問いに対して「あまり」という回答が

増加し、「かなりそう思う」が減少している。ただし、

総じて見ると「かなり・少し（役立つ）」の合計は 71

％あり、研究授業は授業改善におおむね役立っている。 

・研究授業週間が授業の改善につながっていないという意

見は、参観したうえでのものか、そうでないものか不明

である。 

・参観率を高めるため、研究協議の時間を教科会に設定す
るなど、工夫してもらう必要がある。 

・参観されていない先生方がいるため、研究授業の設定時
間を工夫したり、教科会での研究協議の報告書を提示し
て頂いたりするなど、全教員にとって有効な取組にして
いく。 

 

総合評価 

重点目標の達成を目指し、学校全体で取り組んだ結果、生徒・保護者に多くの項目で十分な満足感や達成感

を与えることができた。学校行事においても積極的で活発な参加が得られ、充実した活動となった。 

各行事における保護者の関心の高さはより顕著となり、ＨＰによる情報提供を求める声も多く聞かれた。 

進路指導では上位層の指導の充実、保健厚生においては相談活動の充実等を図ることで適切な支援を考えて

いきたい。 

家庭学習については、単に時間の確保のみならず、意欲をもって取り組む指導の必要性を認識している。 
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平成２８年度の学校評価（評価項目） 

本年度の重点
目標 

学習活動と特別活動の両立のもとに、主体的に行動する力を養う。 
道徳的実践力の確立を図り、真摯に学ぶ態度をはぐくみ、豊かな人間性を育成する。 

ア 心身ともに健全な生徒の育成 
イ 自ら学び、深く考えることのできる生徒の育成 
ウ 地域から信頼される学校づくり 

項目（担当） 重点目標 評価項目 具体的方策 

学習指導 
（教務部） 

①学習習慣の確立 ・年２回学習時間調査の実施 

・学習の記録の実施 

・９月に家庭学習強化週間の設
置 

・授業での予習、課題点検の実
施 

・個人面談、学習相談の充実 

・生徒が家庭での予習、復習を十分行って授業に参加し
ているか、毎日のＳＴ等で調査をする。 

・１週間の家庭学習時間が目標時間を越えているか、調
査をする。 

②授業の質の向上 ・授業評価アンケートを利用し、
教員の自己点検、自己評価の
実施 

・授業参観しやすい環境作り 

・全教員が、分かりやすい授業を実施するよう努めてい
るか、生徒への授業評価アンケートを行う。 

・秋に研究授業期間を設定し、各教科２名の先生方が実
施。 

③課題提出の厳守 ・課題予定・課題箇所の明示 

・未提出者への提出指導の徹底 

・週末課題の未提出率が目標値を下回ったか、毎週迅速
に集計をし、個別指導等に役立てる。 

進路指導 
（進路指導部） 

①進路情報の時宜
を得た的確な提
示 

・生徒の動向の把握 

・進路情報の作成と提供 

・「進路だより」の発行 

・模試の活用 

・進路希望調査、面談等により生徒の進路意識と進路実
現意欲を理解するのに努める。 

・進路情報の提供に関しては、昨年度約８割の生徒、父
兄という結果を得た。この指導を継続する。 

②補習、ドリカム教
室等の行事の充
実 

・学年、教科と連携による、生
徒の実態・要望に即した行事
計画 

・３年の補習、ドリカムは生徒の進路に合わせ各種の講
座を設定して、生徒の満足度も高い。１，２年の早朝
補習、ドリカムはさらに改善の余地がある。 

③希望する進路実
現のための学力
の獲得 

・学力上位層への計画的な指導
と下位層への補充 

・学力上位層にも特別な課題を与えるなどさらなる向上
を図った。新しい学力層の入学により、その実態の把
握と早急な対策を行ったが更に観察を要する。 

生徒会活動 
（生徒会部） 

①南高祭への積極
的参加 

・執行部、生徒議会、委員会の
充実及び教員による指導 

・新しい取組もあり、執行部や実行委員だけでなく、生
徒が自分の役割を果たすことができるように、計画段
階から検討を試みる。 

②部活動への積極
的参加 

・顧問の積極的な指導 

・試合結果の報告等の広報活動
の充実 

・１０月の部活動状況調査では、毎日部活動に参加して
いる生徒は、全体で８３．４％と目標を上回った。 

・県大会以上に出場する部が９つあり、運動部・文化部
ともに大会等で活躍しており、また、新設した写真部
も検討している。これらを継続すべく、可能な支援を
あらゆる場面で検討する。 

生活指導 
（生徒指導部） 

①身だしなみ指導
の強化 

・集会時や指導を受ける際の服
装の徹底 

・校門における服装指導の実施 

・服装指導強化週間の年２回の
実施 

・生徒の中には、服装指導強化週間や登校時のみ服装を
正すという意識がある。ＳＴや授業開始時、廊下等で
の出会い頭での指導も実施していく。 

・職員全体での言葉がけを行える指導体制を確立させる
ために、指導基準の検討を実施する。 

②交通事故の減少 ・早朝交通安全指導の実施 

・警察職員による交通安全講話
の実施 

・雨天時の合羽未着用者のチェック指導を引き続き実施
し、合羽着用の徹底を図る。 

・登下校時の立番指導日を増やし、交通法規や交通マナ
ー遵守の徹底を図る。 

③サイバー犯罪の
防止 

・警察職員によるサイバー犯罪
防止講話の実施 

・人権講話の実施 

・学校生活環境調査の実施 

・保護者と連携して、「スマホ・携帯・ＰＣ使用ガイド
ライン１０」の遵守を呼びかけ、ネットマナー確立に
取り組む。 

・ネットパトロールによる監視を行い、不適切な投稿等
の早期発見に努める。 

ＰＴＡ活動 
（総務部） 

①ＰＴＡ行事への
参加促進 

・ＰＴＡ行事の参加数の増加 

・ＰＴＡ行事の保護者への浸透 

・ＰＴＡ総会、授業公開の内容の充実を図るとともに円
滑な運営を工夫する。 

・「きずなネット」「学校ＨＰ」などを利用することで、
幅広い広報活動を積極的にすすめ、保護者への周知徹
底を図る。 



 - 5 - 

学校保健 
（保健厚生部） 

①校内美化の推進 ・清掃時間厳守の指導、巡回指
導の実施 

・生徒美化委員会による清掃点
検の実施 

・夏季・春季休業中の清掃活動
の実施 

・清掃時間帯に音楽を流し、清掃時間の意識づけを図る。 

・生徒美化委員会による清掃点検を定期的に行い、清掃
状況を把握し、各担当クラスへ評価を伝える。 

・部活動生徒による夏季・春季休業中に体育館付属ＷＣ
清掃の実施計画や更衣場所の節度ある使用を促す。 

②保健厚生部と学
年との連携強化 

・心身の不調を訴える生徒への
カウンセリング・マインドで
の対応と全教職員の共通理解 

・学校不適応など心身の不調を訴える生徒に、養護教諭、
分掌、学年会が連携を密にして対応する。 

・新入生保護者説明の際に、相談活動について紹介を行
い、教育相談だよりを定期的に発行する。 

図書館活動 
（図書部） 

①図書の充実と図
書室利用者の増
加 

・読書指導の充実 

・月毎の貸出冊数の調査と公表 

・図書館の企画と図書館便りの
「ライブラリー」による広報
活動 

・蔵書の年間貸し出し数の目標を、１０００冊としたい。 

・図書館の今までの企画を継承しながら、新しい企画も
考えて、広報活動の充実を図る。 

研修 
（教務部） 

①研究授業による
現職教育の充実 

・計画的な研究授業の実施 

・時間割変更の工夫 

・秋に研究授業期間を設定・計
画的な研究授業の実施 

・時間割変更の工夫 

・秋に、研究授業期間を設定する。 

・計画的な研究授業の設定・実施する。 

・研究授業へ参観しやすい時間割変更を工夫する。 

学校関係者評価を実施する主
な評価項目 

・学習習慣や特別活動を含めた基本的生活習慣や道徳的実践力の確立について 

・自ら学び、深く考える契機としての充実した授業展開について 

・生徒の学校行事や部活動への積極的参加について 

・保護者への広報活動の充実と学校行事への参加数の増加について 

 

 


