平成２５年度学校評価総括評価表
自
重点課題
１学校運営の充実

重点目標

評価指標

己
評
評価指標と活動計画

（全体レベル）
1) 教職員研修の充実を図ることで教職員の
資質向上に努め，学校全体の教育力を向上
させる。
2) 教育環境を整備し，地域や社会の要請を
視野に入れた特色ある学校づくりを推進す
る。
3) 広報活動を充実させ，地域に根ざした開
かれた学校づくりを推進する。

（下位組織レベル）
①各種教職員研修の充実
①協働精神に満ちた教職員の組織づくり
①教職員間の情報活用能力と情報モラル
の育成
②特色ある学校づくりの推進
②学校開放・公開，地域貢献ボランティ
ア活動
③マスメディアを活用した広報やホーム
ページの充実，学校行事の公開等，積極
的な情報発信

①-1 各種教職員研修の実施
各学期1回以上
①-2 職員共有サーバーの利用，資産持ち出
し管理シートの活用
100％
①-3 教員間の協力度を計るアンケートを実
施する。
目標 70％以上
①-4 情報ｾｷｭﾘﾃｨに関する規約の遵守並びに
教職員全体での意思統一
ｳｨﾙｽﾁｪｯｸ 年 6回以上
②-1 地域に向けた開放講座の実施
年間 5回以上
②-2 地域貢献並びに地域の保全活動の実施
年間 6回以上
③-1 学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更新並びにｱｸｾｽ数の確
認
年間100回・年間100,000件
③-2 体験入学の参加者数 150名以上
（保護者を含む）
③-3 出前授業の実施校
３校以上

活動計画
①-1 各種の教職員を対象とした研修会を実
施する。
①-2 「報告・連絡・相談」の徹底を図り，
教職員間の共通理解を深める。
①-2 職員共有サーバーを活用し，校務の効
率化を図る。
①-3 情報ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰを遵守し，情報漏洩防
止を図る。
②-1 学校開放並びに学校ＰＲ推進のための
開放講座を実施する。
②-2 地域貢献を兼ねたボランティア活動を
推進する。
③-1 校務分掌での連携を図り，情報を適時
に発信できるようにする。
③-2 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの充実を図るとともに新たに
ＰＴＡモバイル情報発信システムを構築
する。
③-3 学校紹介並びに学科の特色を伝えるべ
く中学校に出向いての出前授業を実施す
る。

徳島県立吉野川高等学校

価
評価指標の達成度

評

①-1教職員研修会 11回
①-2 職員共有サーバーの利用，教
育資産持ち出し管理シートの活
用
100％
①-3 教員間の協力度
91.9％
①-4 情報ｾｷｭﾘﾃｨに関する規約の遵
守並びに教職員全体での意思
統一
ｳｨﾙｽﾁｪｯｸ 年 6回

②-1 地域に向けた開放講座の実施
年間 6回実施
②-2 地域貢献並びに地域の保全活
動の実施
年間13回実施
③-1 学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの
更新回数 80回 ｱｸｾｽ数66,162件
③-2 体験入学の参加者数
162名（保護者を含む）
③-3 出前授業の実施
中学校側からの要望 ０件
実施数 ０校

評定

学 校 関係 者評 価
学校関係者の意見

価

総合評価

①生徒の個人情報等を頻繁に
扱うため，特に情報セキュリ
ティー体制の構築を十分に図
ってほしい。

Ｂ
Ａ

②学校開放講座は，広報活動
の場でもあり，学校での取り
組みを広報する良い機会でも
あるので，そのﾋﾟｰｱｰﾙ方法等
十分検討してほしい。

Ａ

（

所

見

職員の情報モラルは，
年々向上し，個人情報等
の保護が徹底されている。

各種の教職員研修を教職
員の資質向上をはかるとと
もに，組織としての共通理
解を進める機会として活用
する。

導入を考えているﾗｲﾝﾈｯﾄ
の多機能性や情報の送受信
力，その緊要性を次年度PTA
総会に提案したい。

活動計画の実施状況
②地域貢献活動や開放講
座，校内農産物販売所の
運営等，学校の特色を活
かした取り組みにより本
校のＰＲとともに地域に
根ざす開かれた学校づく
りが推進できた。
③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更新に関し
ては，ﾘｱﾙﾀｲﾑで対応でき
るよう，また見やすく充
実したものになるよう改
善を加えていかなければ
ならない。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

①校内サーバーの活用を推
進し情報セキュリティポリ
シーの遵守を徹底する。

③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの運営に関して
は，学校全体に目を向け，ﾘ
ｱﾙﾀｲﾑに情報発信ができるよ
う取り組む。

Ｃ

【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成

次年度の課題と
今後の改善方策

②継続的に地域に根ざした
活動等を推進する上で，生
徒を前面に出した取り組み
を検討する。

）

①各種教職員研修も年間
を通じ，内容・時期を検
討する中で適切に実施で
き，教職員の資質向上に
つながっている。

①-1 生徒指導，特別支援教育，コンプラ
イアンス推進，教育相談等において研
修を実施した。
①-2 各種会議や研修会を通じ，職員間の
共通理解を図り，「報・連・相」を徹底
した。
①-2 共有サーバーの活用で，職員・教科
間で情報や教材の有効利用を実施した。
①-3 情報ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰについては，考査
前や研修会の際に確認させ，個人情報
等の保護を徹底した。
②-1 農・商の特色を活かした開放講座の
開設や生徒が講師となった講座の開催
等を積極的な学校ＰＲの機会とした。
②-2 鴨島駅前ﾛｰﾀﾘｰの美化，江川の保全，
宮川内調整池ﾊｰﾌﾞ園の整備など地域の
取り組み等に協力的に参加した。
③-1 校務分掌間で情報の連絡や伝達を行
いネットワークの有効活用を実施した。
③-2 学校行事や部活動の活躍などﾘｱﾙﾀｲﾑ
に情報公開を行った。PTAﾓﾊﾞｲﾙに関し
ては，第3回のPTA役員会で導入提案し
た。
③-3 実施できなかった。

Ｎｏ１

Ｅ：６０％未満達成

平成２５年度学校評価総括評価表
自
重点課題
２確かな学力の育成

重点目標

評価指標

己
評
評価指標と活動計画

徳島県立吉野川高等学校

価
評価指標の達成度

評

評定

価

総合評価

（全体レベル）
1) 基礎基本の定着を図り，自己教育力を高
①-1 学力向上に関する職員研修・教科会の
める。
実施
各学期１回以上
2) 個性の伸張を図り，専門的な知識・技
①-2 学校評価アンケート
術を習得させ，スペシャリストを育成する。
生徒授業満足度
80％以上
職員授業充実度
80％以上
保護者学力向上・学習内容充実度
（下位組織レベル）
80％以上
①基礎学力の向上に向けた取り組み
①学校関係者評価アンケートの実施
①読書習慣の定着
①図書館の魅力の向上
①-3 校内読書会の実施回数と参加者数
②各種資格取得の奨励と補習体制の構築
６回 120人
による合格率の向上
①-4貸出冊数
2,400冊
②体験的・実践的な農業・商業教育の推
①-5読書感想文の応募数
２５０人
進
①-6図書館だよりの発行回数
１０回
①-7図書館蔵書の満足度
90％
①-8図書館入館者数
5,000人
②-1
［農業］
・農業技術検定３級受験率
農業科学科，生物活用科１年
受検率:95.0％以上
全体合格率:60.0％以上
［商業］
全商３級１種目以上
取得者100％
全商２級１種目以上
取得者 70％
全商１級１種目以上
取得者 30名
全商１級２種目以上
取得者 10名
全商１級３種目以上
取得者 10名
全商商業経済検定全科目合格
3名
日商簿記２級合格
1名
ITパスポート合格
1名
②-2 学校の持つ特色を生かした新メニュー
並びに新商品の開発実施
1メニュー・1商品

活動計画
①-1「学力・学習状況」改善プランに 基づ
き，基礎学力の向上に向けた取組を実践す
る。
①-2 生徒・保護者・職員を対象とし た学校
評価アンケート，生徒を対象とした授業評
価アンケートを実施する。
①-3 校内読書会を実施する。
①-4 読書感想文コンクールに応募する。
①-5 購入希望図書アンケートを実施する。
①-6 図書館を利用した授業を実施する。
②-1 資格試験の実施に関して，生徒への周
知を徹底する。また，取得率向 上に向
けて，補習体制を強化する。
②-1 専門分野での基礎・基本の定着を図り，
積極的な技術習得を推進するとともに上
級取得補習，検定前補習や個別指導を適
宜行う。
②-2 両科の特徴を生かし，新メニュー・新
商品開発に向け，連携を図る。

①-1 学力向上に関する職員研修・
教科会の実施
年３回実施
教員の授業参観率 98%（年2回
実施）
①-2 学校評価アンケート
生徒授業満足度
73.2％
職員授業充実度
84.6％
保護者学力向上・学習内容充実
度
70.2％
①-3 読書会６回実施

Ｂ

Ｂ

135人参加

（
①-4 貸出冊数
2,661冊
①-5 読書感想文応募数
298人
①-6 図書館便り
10回発行
①-7 蔵書満足度
82％
①-8 図書館入館者数
5,452人
②-1
［農業］
農業技術検定３級
農業科学科，生物活用科１年
受験率 88.6％
全体合格率 19.6％
［商業］
全商３級１種目以上取得者 76.4％
全商２級１種目以上取得者 21.3％
全商１級１種目以上取得者 11名
全商１級２種目以上取得者
2名
全商１級３種目以上取得者
4名
全商商業経済検定全科目合格 0名
日商簿記２級合格
0名
ITパスポート合格
0名
②-2新商品の開発
農業：ﾊﾁﾐﾂプリン，GAPによる付
加価値化（ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ）
食ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 ： ｶﾗﾌﾙﾏﾌｨﾝ

Ｂ

Ｃ

Ａ

活動計画の実施状況
①-1 課題提出の徹底，週末課題の実施，
読書の奨励，補習等を実施し，基礎学
力の向上に取り組んだ。結果，テスト
の平均点に関して目標値をほぼ達成で
きた。教員の参観授業週間を2回（2週
間）実施し授業力向上に努めた。
①-2 全校生徒並びに保護者・教職員にｱﾝ
ｹｰﾄ調査を実施し，状況把握に努めた。
①-3 校内読書会を実施し,参加者数も目
標値を上回ることができた。
①-4 １・２年生全員から提出を求め，校
内で選考し応募した。
①-5 来館者に対しては随時，2学期には
全職員，全生徒に希望図書のアンケー
トを行い購入図書選定の参考とした。
①-6 保健や英語の授業を中心に図書館を
利用することができた。
② -1 資格試験の生徒への周知は徹底す
ることができたが,取得率向上に向けて
の補習体制の強化については不十分で
あった。
②-2 農産物校内販売所での販売，まなび
ーあ徳島開放講座，徳島ビジネスチャ
レンジメッセ等の参加に向け，両科で
連携し商品作りに取り組んだ。

【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成

所

見

）

Ｎｏ２

学 校関 係 者評価
学校関係者の意見

次年度の課題と
今後の改善方策

①アンケートから保護者は，
基礎学力の定着や資格取得に
力を入れてほしいことがわか
った。今後ともこの点の指導
を継続し，力を注いでほしい。

① 授業参観週間を継続させ，
効果的指導事例等の情報交換
を積極的に行い，指導力向上
授業改善を図る。授業参観率
100％とする。

アンケートについては，企
業でも職場の全体像をみて質
問内容をかえることで社員の
モチベーションも上がり組織
強化にもつながるので，是非，
学校のアンケートにおいても
問いかけの工夫をしてはどう
かと思う。

読書会の準備や運営を図書
委員にまかせることで，読書
会への参加者の増加につなげ
ていきたい。

①全学年で昨年度の課題
テストの平均点を上回っ
様々な活動の中で生徒が主
ている。教員の授業参観
体となり活躍できる場を十分
率も昨年度を上回り授業
に設定してほしい。
改善への意識が高まった。
図書館利用の増加が学習意
読書会では，本年度初
欲の発揚に結びつき，基礎学
めて学年別に生徒間での
力向上にも反映されると思わ
読み聞かせを取り入れた
れるので，しっかり取り組ん
ところ,大変好評だった。 でほしい。
来年度も是非実施したい。
②資格取得の現在の取り組み
貸出冊数，入館者数共
については見直し，取得率の
に昨年度より増加し，目
向上に取り組んでほしい。
標を達成することができ
た。
商品開発の部分でもいろい
図書館の利用者増加に
ろなアイデアを出し取り組ま
伴い,図書館蔵書にも多様 れている。また，ｅ－マーケ
性が求められるようにな
ットの活用も考えるなど販売
り,蔵書満足度が目標値に 経路拡大も視野に入れた取り
達しなかったと思われる。 組みがなされており，非常に
興味深く感じた。
②農業科，商業科ともに
検定資格の取得に向けて
ＧＡＰについて，栽培の可
補習を実施したが，取得
視化，安全・安心な農産物の
率は数値目標を大きく下
生産を目指す上で有効であ
回った。
り，今後とも推進してほしい。
補習体制や，資格取得
に対する生徒の意識付け
新規事業やプランニング等
が弱かったことを反省し
に関して国や県からの補助に
なければならない。
ついては，どうなっているの
か。また，民間企業との連携
食品製造の部門におい
についても模索してほしい。
て学校養蜂と関連づけた
新商品を開発できた。
また，食ﾋﾞｼﾞﾈｽ科でも
特色ある教育が本格的に
始まり，商品開発や県の
イベント等へ参加する機
会が設けられ，生徒の意
識が高まった。。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｅ：６０％未満達成

さらに細やかに,生徒の興
味・関心に応じた図書が揃え
られるよう心がけたい。

② 農業技術検定並びに商業科
の各種検定について，補習や
長期休業中の課題など合格率
向上に向けて取り組みを強化
する。
外部講師等を活用し，学科
の専門性を生かした学校全体
で取り組む6次産業等の実践
的体験活動を推進する。
食ビジネス実習棟を活用
し，開発商品の紹介や学びの
成果を表現する場としてのカ
フェをオープンさせる。

重点課題
３ 生徒指導の徹底

重点目標

自

（全体レベル）
1) 基本的生活習慣を確立を図り，規範意識
や道徳心を高める生徒指導を推進する。
2) 教職員の共通理解を図り，保護者，地域
社会との連携を密にし，信頼感に満ちた生
徒指導を推進する。
3) 教職員間での情報の共有化を推進する。

（下位組織レベル）
①-1 日常的な生活指導による基本的生活
習慣の確立
①ｰ2 よりよく生きるための資質の育成
（道徳教育）
② 保護者，地域社会，関係機関との連携
を密にした指導の実践
③ 教職員間での情報の共有化並びに連携
強化

評価指標

平成２５年度学校評価総括評価表
己
評
価
評価指標と活動計画
評

①-1 校門での登校指導実施率
100%
①-2 校外巡視の実施
週１回以上
①-3 頭髪服装一斉指導時における違反率
各学年５％以下

②-1 生徒指導委員会の決定事項・検討事項
の教職員への伝達の徹底
随時
②-2 保護者・地域住民のからの苦情や相談
の処理を徹底
随時
②-3 学年別の情報交換会実施
１回/学期

活動計画
①-1 毎朝校門で頭髪・服装指導を中心とし
た登校指導を実施する。
①-2 生徒指導課を中心とし，毎月１回，学
校安全の日を実施するとともに登下校時
に鴨島駅周辺での立哨指導も週１回は行
う。
①-3 生徒指導課を中心とし，毎月１回，全
校集会時に頭髪服装検査を行い，事後指
導・継続指導を徹底する。
①-4 遅刻（授業・学校行事も含む）をした
生徒に対し，遅刻カードへの記入を徹底
させる。また，遅刻の続く生徒に対し，
生徒課・各学年団で長期休暇中に遅刻指
導を行う。また，家庭との連絡を密にし
保護者との協力体制を整える。
①-5 ホームルーム担任・教科担任による遅
刻カードによる指導の徹底を図る。
②-1 担任･学年主任による積極的な家庭訪問
を実施する。
②-2 教頭･生徒課長による各関係機関への定
期的な訪問を行い，連携体制を整える。
②-3 定期考査・総体・長期休業中に校外巡
視を実施し問題行動の防止や安全教育の
啓発を行う。。
②-4 保護者や地域住民・補導センター等の
苦情や相談に対して迅速かつ誠実に対応
行する。
③-1 年度初めには学年別に情報交換会を行
い生徒の家庭環境や学校生活に関する状
況を共有する。

評価指標の達成度

①-1 校門での登校指導実施率
100%
①-2 校外巡視の実施
年間を通し週１回以上実施
①-3 頭髪服装一斉指導時における
違反率
１学年平均 ４．１％
２学年平均 ７．６％
３ 学年平均 ８．３％
②-1 生徒指導委員会の決定事項・
検討事項の教職員への伝達の徹
底
ほぼ伝達できた
②-2 保護者・地域住民のからの苦
情や相談の処理については随時
適切に処理した。
②-3 学年別の情報交換会実施
３回実施

評定

学 校関 係 者評価
学校関係者の意見

価

総合評価

①遅刻・欠席については，社
会人としてシビアに評価され
る部分であり，その意識付け
を明確にするための取り組み
を考えてほしい。

Ｂ
Ｂ

（

Ｂ

活動計画の実施状況
①-1 毎朝校門で登校生徒に声をかけ，頭
髪・服装指導を中心とした登校指導を
実施した。
①-2 学校安全の日に保護者も参加し登校
指導を行った。登下校時に鴨島駅周辺
での立哨指導も週１ 回程度行い，通学
マナーの向上等に努めた。
①-3 毎月１回，全校集会時に頭髪服装検
査を行い，事後指導・継続指導を徹底
した。
①-4 遅刻（授業・学校行事も含む）をし
た生徒に対し，遅刻カードへの記入を
徹底させた。遅刻の続く生徒に対し，
生徒課・各学年団で長期休暇中に遅刻
指導を行ったり，家庭と連絡を密にし
保護者との協力体制を整えたりしなが
遅刻者の減少に努めた。
①-5 ホームルーム担任・教科担任による
遅刻カードによる指導の徹底を図った
が徹底するにはいたらなかった。
②-1 担任･学年主任による積極的な家庭
訪問や三者面談，四者面談を実施し，
保護者への説明を徹底した。
②-2 教頭･生徒課長が定期的に警察や補
導センターを訪問し，情報交換を行い
ながら連携体制を整えた。
②-3 定期考査・総体・長期休業中に校外
巡視を実施し問題行動の防止や安全教

所

徳島県立吉野川高等学校

見

）

①基本的生活習慣の確立
や規範意識を醸成するた
め，頭髪・服装指導，遅
刻指導，清掃指導の徹底
に努めてきた。ネクタイ
・リボンの着用について
はだらしない生徒もおり，
常時指導をしているとこ
ろである。頭髪について
は保護者の理解も得られ
毎月の指導が徹底されて
いる。
遅刻指導では，各クラ
スで遅刻率を1.5%以内に
するという数値目標を設
定したが，達成できたク
ラスは半分以下にとどま
った。
廊下階段等にゴミがお
ちていることもあり，一
部の生徒に規範意識に欠
ける行動も見られた。

②生徒指導の充実を図るには
保護者との連携を密にし，協
力体制の構築を進めてほし
い。

② 常日頃の課題や問題点
について全教職員の共通
理解のもと，問題解決に
取り組んでいかなければ
ならない。

育の啓発を行い，事故の防止に努めた。
②-4 保護者や地域住民・補導センター等
の苦情や相談に対して迅速かつ誠実に
対応することができた。
③-1 年度初めには学年別に情報交換会を
行い，生徒の家庭環境や学校生活に関
する状況を共有できるよう努め，進路
指導や教科指導にも活かすことができ
た。

【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｅ：６０％未満達成

次年度の課題と
今後の改善方策

Ｎｏ３

① 新高校２年目を迎え生徒の
問題行動も半減し，学校生活
にも落ち着きが見られる。さ
らに関係機関とも連携し，き
め細やかな指導を徹底するこ
とで，問題行動の未然防止に
努める。
基本的な生活習慣の確立は
実社会では不可欠である。
専門高校としての使命と，
生徒の将来を見据えた生徒指
導が日々実践できるよう生徒
指導課を中心に，教職員が一
丸となって取り組んでいきた
い。

平成２５年度学校評価総括評価表
自
重点課題

己
評
評価指標と活動計画

重点目標

価
評

評価指標

４ 人権教育並びに
特別支援教育の推進

評価指標の達成度

（全体レベル）

①-1 人権学習ホームルーム実施回数 年５回

①-1 人権ﾎｰﾑﾙｰﾑ

1) 普遍的・個別的な観点から学校教育全

①-2 人権学習ホームルーム活動についての

①-2 生徒の満足度

をとおしての人権教育の推進する。
3) 特別支援教育を推進し，個々に応じた支
援を行う。

（下位組織レベル）
① 人権学習ホームルーム活動の充実
② 人権啓発活動の充実
（人権映画会の上映）
② 人権教育教職員研修の充実
③ 教育相談体制の充実
③ 特別支援の計画策定及び関係機関との
連携

徳島県立吉野川高等学校

生徒の満足度

7０％以上

②-1 人権映画の実施

年１回

②-2 人権映画会についての生徒の満足度
８０％以上
②-3 生徒の人権啓発活動への参加
１）中・高生による人権交流集会の参加
延べ人数２０名以上
２）文化祭展示用ポスター・標語・書道
（作品１年生全員提出）
３）人権の日の人権教育推進委員による
（啓発活動回数年１１回）
②-4 人権教育教職員研修の実施回数 年３回
②-5 “あわ”人権学習ハンドブックの活用
年５回以上
③-1 教育相談教職員研修の実施回数 年２回
③-2 こころと体の健康カードの活用 年２回
③-3 カウンセリング室の開放
週１回
③-4 特別支援教育研修会実施回数
年３回
③-5 就労体験の実施
延べ５名以上
③-6 二者面談・三者面談に同席
（適宜）
③-7 特別支援教育関係機関との連携・相談
活動計画
① 主事と学年主任・担任との連携を図る。
②-1 人権映画鑑賞により人権意識を高める。
②-2 人権問題の実態から学ぶ研修を実施す
る。
③-1 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ室利用による生徒個々の状態
を把握し，生徒が相談しやすい環境作りに
努める。
③-2 特別支援教育の理解を進めるため，研
修会を実施する。
③-2 みなと高等学園他，関係機関との連携
相談を図る。
③-3 学習支援員・教科担任と連携を深め，
特別な支援を必要とする生徒の個別の指導
計画を作成する。
③-4 特別な支援が必要な生徒に対しての相
談活動を推進する。

価
評定

次年度の課題と
今後の改善方策

総合評価

年間５回実施
64.1％

学 校関 係 者評価
学校関係者の意見

Ｂ

Ｂ

進していくことの大変さを理

で，適切で使いやすい人権学

解することができた。アンケ

習ＨＲ活動の指導案や資料を

ート結果からも生徒が本校の
人権教育に対する満足度の高
いことに感心した。

作成する。

①人権学習ホームルーム
活動では，人権について
さまざまな視点から学び，
お互いの意見を尊重しな
がら良好な人間関係を築
く活動となっている。

③生徒が利用しやすいカウン
セリング室を目指して，その
活用方法を検討してほしい。

②人権教育では，人権映
画鑑賞・吉高祭での人権
作品展示・中・高生によ
る人権交流事業への参加
などを通し，生徒の人権
意識が高められた活動と
なった。

最近の若者はストレスをた
めやすく弱い。そのため，メ
ンタル面で苦しいとき，その
ストレスをうまく解消してい
く対処方法を教職員が学び，
学校生活に取り入れてほし
い。

Ｂ

活動計画の実施状況
①
人権学習ホームルーム活動の指導案
作成等で連携を図った。
②-1 ２学期に実施し，人権意識高揚に繋
がった。
②-2 鳴門市での研修に参加し，郷土の歴
史ら人権擁護の意義について学んだ。
③-1 カウンセリング室での相談が少ない
ため，２学期にカウンセリング室開放
日のパンフレットを教室に掲示し呼び
かけた。
③-2 内容的にも充実した研修会が実施で
きた。
③-2 関係機関を含め連携を積極的に行っ
た。
③-3 ３名の生徒の個別の指導計画を２学
期に作成し，これに基づき支援を行っ
た。
（３学期も作成予定）
③-4 特別な支援が必要な生徒に対し相談
会議等を随時実施した。

【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成

）

学年の状況等を把握したうえ

②-2 生徒の満足度
96.6％
②-3
１）人研交流会参加数人数
延べ２８名
２）２学期提出確認
全員提出
３）啓発活動回数
年８回実施
②-4 職員研修実施数 ２回実施
②-5 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ活用数 ５回活用
職員研修会
年１回実施
健康ｶｰﾄﾞの活用 年２回実施
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ室開放 週１回実施
研修会実施数
３回実施
就労体験実施数
７名実施
面談での同席回数
６４回
連携・相談回数
１２６回

見

①学年主任との連携を図り，

（

③-1
③-2
③-3
③-4
③-5
③-6
③-7

所

①今日のような時代背景の中
で生徒に対し，人権教育を推

②-1 1回実施 題名「ひまわり」

Ａ

Ｎｏ４

③「カウンセリング室開放日」
を設け「こころと体の健康調
査」を継続して実施する。生
徒が利用しやすいカウンセリ
ング室を目指して各クラスの
教室に案内のパンフレットを
掲示したり，保護者に案内の
文書を配布し協力を得る。
特別支援教育に対する教職
員の理解をすすめ，研修会だ
けではなく，ケース会議を積
極的に行える校内支援体制を
作る。
福祉就労先の企業開拓に学
校独自でも取り組む。

③「カウンセリング室の
開放」や「人権の日の啓
発活動」・「こころと体の
健康調査」に継続して取
り組むことにより，充実
した活動となるよう努め
た。
教育相談教職員研修会
を開き，全職員の生徒に
対する共通理解を図るこ
とにより，生徒一人ひと
りに適切な支援や指導が
なされる一助となってい
る。
特別支援教育では，学
習支援教室やSST教室を実
施し，基礎学力やコミュ
ニケーション能力の向上
に努めることができた。
また，保護者・外部連携
機関と連絡を密に取り，
生徒の進路実現を支援す
ることができた。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

②人権委員による「人権の日」
の啓発活動を引き続き実施し
委員会活動の活性化を図る。

Ｅ：６０％未満達成

平成２５年度学校評価総括評価表
自
重点課題

己
評
評価指標と活動計画

重点目標

価
評

評価指標
５進路指導の充実

①-1 外部講師招聘回数

1) 一人ひとりの個性や能力を伸ばす教育を

①-2 校内・校外ガイダンス実施

３回
各３回

①-3 オープンキャンパス参加者率

成に努める。
2) 豊かな人間性や共生の心を培い，人権を
ずる精神の育成に努める。

９月 ７日間
①-5 企業見学の実施

Ａ

７日

１００％
①-4 進路補習実施日

１０月以降随時
１５事業所程度

①-6 内定後のインターンシップの実施

した実践力を身につけ，地域の発展に貢献
できる職業人の育成に努める。

①-2 校内・校外ガイダンス実施各３回
①-3 オープンキャンパス参加者率

①-4 進路補習実施日（夏休み）

夏休み７日間 ９月 ７日間
①-5 企業見学の実施

２０事業所

実施

①叱られることへの理解がで

① 企業は，就職試験の合否に

きない若者が増えており，是

面接以外の部分を重要視する

非とも人間関係の構築が図れ

傾向にある。ＳＰＩ・クレペ

るような取り組みをしてほし

リン検査等についても対策を

い。

講じる。

Ａ
定着率の問題からインター

（ 所

①-6 内定後のインターンシップの

７事業所程度

どを通して，学年ごとの綿密

職防止に繋がるよう努めてほ

な計画に基づきキャリア教育

しい。

の推進に取り組んでいかなけ

７事業所
3回

① 適性検査やSPI試験対

２回

②-1 保護者説明会の実施

２回

補習をさらに充実させた。

各人２回以上

面談実施回数（担任）

策なども取り入れ，進路

（下位組織レベル）

②-1 保護者説明会の実施回数

① 望ましい勤労観・職業観の育成
② 生徒理解を深め個に応じたきめ細やかな
進路指導の徹底

面談実施回数（担任）
②-2 進路資料室の利用

６クラス

②-4 特別支援相談回数（外部機関）

③ 進路開拓を推進する

４回程度
③

企業訪問実施

また，前もって練習する

生徒一人あたり２回
②-2 進路資料室の利用

Ｂ

６クラス

５・６月

①-1 外部講師の活用（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ講座を含む）

ことで効果があったとの

性を活かした教育の実践を継

あり，さらに企業とのつなが

声が寄せられた。

続してほしい。

りを密にし就職先の確保に努

ＳＰＩ試験の内容を３

１６９社

７月以降

６０社

企業訪問教員数

２０人

Ａ

年生の実力テストに導入

教員の就職指導に関する力

した。就職試験に関する

量を高めるための研修を充実

基礎的な学力をはかるこ

させる。また，企業へ出向く
教員を増やし, 企業が求める

活動計画の実施状況

る選考データをつくるこ

人材等についての理解が深ま

①-1 ５月「元気塾」森健次朗氏による講

とができた。

るよう取り組む。

演会を開催した。また，８月に３年就

①-2 分野別,職業体験型,就職･進学説明会を
実施する。

職希望者対象に外部講師４名により個

③進路選択において必要に

別指導形式のｶﾞｲﾀﾞﾝｽを実施した。

応じ保護者との面談が行

①-2 １０月に体験型進路ガイダンスを実

①-3 校外の進路説明会・オープンキャンパス

施，２月には１・２年生を対象にｶﾞｲﾀﾞ

･会社見学・職場体験を実施する

われているが,必要な情報
が保護者に周知できるよ

ﾝｽを実施した。

う工夫することが大切だ

就職希望：ビデオ講話「新路ブック

と感じている。

生き方を考える」
進学希望：校種別の講師による説明
①-2 2月 奨学金の説明を開催した。
①-3 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽや就職応募前会社見学
に参加し，生徒自らが進路情報の確認
を行った。
（応募前会社見学 20社 延べ46人）
②-1 各種行事の中で保護者対象の進路ガイダ

②-1 PTA総会時，保護者対象の進路ガイ

ンスを計画する。
②-2 ｢進路のてびき｣の十分活用し，３年生

ダンスを実施した。
②-2 ｢進路のてびき｣を，ＬＨＲ・学年集

進路決定に向け,充実を図る。

会で活用した。提出書類の作成でも参

②-3 課題テストの新問題集に対して検討を
し、小テストにより基礎学力向上を図る。

考として活用した。
②-3 ＳＰＩ試験を取り入れた実力テスト

②-4 支援が必要な生徒に対し、外部機関を本

を実施し，就職に関する基礎的な学力

人・保護者に紹介し，進路を進める。
③

新規企業訪問を実施し，開拓する。

③就職希望が多くなる傾向に

とができ，同一試験によ

を図る。

①-2 進学希望者に奨学金の説明をする。

ぞれの学科の特徴である専門

める。

２回
③ 企業訪問実施

活動計画

ればならない。
将来の進路を見据え，それ

②-4 特別支援相談回数（外部機関）

年間２００事業所

1年次から，ＨＲや集会な

見 ） ンシップを積極的に進め，離

①-7 １･2年進路情報の提供

①-7 １･2年進路情報の提供３回程度

次年度の課題と
今後の改善方策

総合評価

３回

１００％

尊重し，民主的で自他の敬愛と協力を重ん
3) 農業・商業にかかわる幅広い産業に対応

評定

①-1 外部講師招聘回数

Ｎｏ５

学 校関 係 者評価
学校関係者の意見

価

評価指標の達成度

（全体レベル）
行い，夢の実現に向けて努力する生徒の育

徳島県立吉野川高等学校

をはかることにした。
②-4 支援が必要な生徒1名に対し，外部機
関を本人・保護者に紹介した。
③

積極的に新規企業を訪問し求人開拓
にあたった。

（新規求人は５社）

【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｅ：６０％未満達成

平成２５年度学校評価総括評価表
自
重点課題
６活力ある特別活動
の推進

己
評
評価指標と活動計画

重点目標
（全体レベル）
1) 生徒会活動・ホームルーム活動・学校行
事の活性化を図る。
2) １年生の部活動全員加入による部活動の
活性化を図る。
3) 地域の環境整備の活性化を図る。

（下位組織レベル）
① 生徒会活動，ホームルーム活動の活性
化を図る。
① 学校行事の活性化
② 部活動の活性化と学校リーダーの育成
② 農業クラブ活動の活性化
③ 自然保護の視点に立った地域に根ざし
た環境整備活動の推進

徳島県立吉野川高等学校

価
評価
評価指標の達成度

評価指標
①-1 生徒会活動に対する満足度

70％

①-1 生徒会活動

①-2 あいさつ運動実施

10回

①-2 あいさつ運動実施

①-3 ホームルーム活動の充実度
①-4 各種委員会の充実度
①-5 学校祭の満足度

70％
70％
75％

①-3 ﾎｰﾑﾙｰﾑ活動
①-4 各種委員会
①-5 学校祭

②-1 部活動加入率
1年100%,2･3年70％
②-2 各部主将・部長会
年2回以上
②-3 各科での取り組みと目標
（商業）
情報処理競技会・珠算競技大会・電卓競技
会・ワープロ競技会・簿記コンクール・意見
体験発表大会・商業研究発表・簿記新人大会
3位以内
（農業）
農業クラブ県大会出場種目・区分において
最優秀賞受賞２部門以上
押し花アート，ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ等のｺﾝｸｰﾙ出
展
全国入賞: 1作品以上
県内入賞: 5作品以上

活動計画
①-1 生徒が自発的に活動し，学校生活の充
実や改善ができるよう指導する。
①-2 あいさつ運動を実施する。
①-3 各代表生徒を中心に生徒が主体となっ
た活動を実施する。
①-4 生徒会を中心に企画立案した学校祭を
開催する。
②-1 商業系部活動で部員を積極的に勧誘し
活性化と専門性を深める指導を行う。
②-2 プロジェクト発表及び意見発表につい
て，専任の教員が担当する。
②-3 各部による活発な競技活動の展開を目
指す。
②-4 女子運動部の入部率を向上させる。
②-5 各部主将・部長を中心にﾙｰﾙ・ﾏﾅｰの向
上を指導させる。
②-6 部活動紹介や勧誘方法を工夫する。
②-7 各顧問等の指導によりｱｸﾞﾘｸﾗﾌﾞでの質
の高い作品作りを展開する。
③-1 鴨島駅周辺・通学路の清掃活動を実施
する。
③-2 各環境委員を中心に地域の方と連携し，
江川周辺の環境整備活動を実践する。

評定

Ｂ

Ｂ

充実度 64.1％
充実度 63.5％
満足度 76.5％

②-1 部活動加入率
1年100%,2･3年69％
②-2 各部主将・部長会 年1回実施
②-3 各科での取り組みと目標
（商業）
各競技会において,目標値を超え
る結果を残すことができなかった。
全商英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ
ｽﾋﾟｰﾁの部 最優秀
Ｂ
ﾚｼﾃｰｼｮﾝの部 優秀
簿記新人大会
第 2位
（農業）
各プロジェクト発表２部門，意
見発表２部門の計４部門が最優秀
賞を受賞した。
各全国大会奨励賞１作品，県内
（放美展及び手工芸展）７作品が
入選した。

（ 所

次年度の課題と
今後の改善方策

①特別活動の満足度が高いの
は大変良いことであり，その
中でもあいさつ運動等に積極
的に取り組まれていることは
非常に興味深く，企業として
も社員の士気を高めるために
是非取り入れたい。

①生徒会は全体として意欲的
な活動であるが，まだ一部の
生徒に仕事が偏る傾向にあ
る。農業科生と商業科生との
相互理解を深める取り組みを
計画する。

見 ）

②部活動の入部率も増加して
おり，学校としての活性化が
図られている。今後も継続し
てほしい。

①新生徒会長のリーダー
シップのもと，連携がと
れていたこと，また意欲
的に全ての行事に多くの
生徒が参加できていた。
学校安全の日に生徒会
役員全員による「あいさ
つ運動」を実施。登校し
て来る生徒一人一人に丁
寧なあいさつを心掛けて
いた。

活動計画の実施状況
①-1 学校行事等では生徒会を中心に積極
的に活動できた。
①-2 生徒会役員全員で挨拶運動を実施し
た。
①-3 各部とも積極的に一年を通して活動
でき，運動部の成績が上がった。
①-4 生徒会を中心に企画・立案・準備作
業をおこない開催した。
②-1 商業系部活動で部員を勧誘すること
ができず専門性を深める指導ができな
かった。
②-2 専任の教員が担当をして，県大会・
四国大会で成果をあげた。
②-3 各競技とも練習試合等を頻繁に取り
入れるなど，部活動の活性化に努めた。
②-4 女子入部率は上がっていない。
②-5 夏期休業前に各部代表を集め，目標
を持って活動するよう各部主将・部長
会を開催した。
②-6 新入部員の勧誘について昨年度の反
省を生かした工夫ができなかった。
②-7 押し花アート作品については，生徒
の創造性豊かでﾊｲｸｫﾘﾃｨｰな作品製作が
でき，周囲の評価も高かった。
③-1 夏期休業中にラグビー部で鴨島駅周
辺・通学路の清掃活動実施した。
③-2 ｱｸﾞﾘｸﾗﾌﾞや農業科2年草花専攻生を
中心に江川に隣接した花壇整備を春・
秋（年2回）実施した。

【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成

学 校関 係 者評価
学校関係者の意見
総合評価

満足度 63.5％
17回

Ｎｏ６

女子の体育系部活動への入
部率が下がっているので対策
を講じる。

多様な生徒への対応等の配
慮が増え，活動にも影響がみ
られる。特色ある教育を展開
するうえで活動の精選が必要
である。
押し花アート作品の商品化
を目指し産学官連携を推進し
たい。

学校祭については，長
期間にわたり生徒会長を
中心に準備作業をおこな
い，当日も，それぞれの
仕事をしっかりとやりき
っていた。
今後は，生徒会役員が
自主的に計画し，実践す
る活動へとレベルを上げ
ていくよう指導する。

地域の環境整備や美化活動
など地域貢献への取り組み を
生徒が主役となった活動にな
るよう計画するとともに，継
続的な活動として推進した
い。

②活動内容はぞれぞれ異
なるが部活動が少しずつ
活発になってきている。
農業科の四国大会にお
いてもおおむね評価が高
く，プロジェクト発表に
ついては継続的な研究が
求められる。
押し花アートの作品づ
くりを通して本校の特色
ある教育を各方面に広報
することができた。
また，作品依頼等もあり，
今後の活動に大きな励み
となった。
地域の環境整備や美化
活動も一部が担当するす
ることなく，学校全体と
して取り組めるようにな
ってきた。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

②部活動を通して基本的生活
習慣の確率と学校リーダーと
なる生徒の育成を目指す。

Ｅ：６０％未満達成

平成２５年度学校評価総括評価表
自
重点課題
７ 防災・環境教育
の推進

重点目標
（全体レベル）
1) 自他の生命を尊重し，健康の保持増進と
安全・防災意識の高揚を図る。
2) 学校版環境ＩＳＯ認定校として実践を推
進する。
3) 食の安全・安心の観点からの教育を推進
する。

評価指標

己
評
評価指標と活動計画

徳島県立吉野川高等学校

価
評価指標の達成度

①-1
①-2
①-3
①-4

評

評定

防災に関する情報提供
月１回
避難訓練 年２回実施
保健だよりの発行
１０回
各種講演会の実施
（各１回）
・性教育講演会
・喫煙防止教育講演会
・心肺蘇生法講習会
・熱中症対策講習会
①-5 健診結果通知後の受診率
90.0%
①-6 心身の健康に関する保健調査

①-1
①-2
①-3
①-4

防災に関する情報提供月１回
避難訓練
年２回実施
保健だよりの発行
１０回
各種講演会の実施
・性教育講演会
１回
・薬物乱用防止教室
１回
・心肺蘇生法講習会
１回
・熱中症対策講習会
１回
①-5 健診結果通知後の受診率
75.0％
①-6 保健調査
２回

②-1 電気・水道の使用量が,前年度を下回
る。
②-2 毎日の清掃を積極的に取り組んでいる。
80％以上
②-3 学校は美しい環境が保たれている。
80％以上
②-4 毒劇物農薬使用の軽減
前年度比50％削減

②-1 電気の使用量が,前年度を上
回ってしまった。水道の使用量
は夏に前年度を上回ってしまっ
た。
②-2 毎日の清掃を積極的に取り組
んでいる。
61.0％
②-3 学校は美しい環境が保たれて
いる。
69.0％
②-4 毒劇物農薬使用の軽減
前年度比75.0％削減
野菜，草花部門農薬使用率 0％

価

総合評価

Ａ

Ｂ

①安全教育の充実
①効果的な防災教育の計画・実践
①有効適切な防災避難訓練の企画
と展開
①適切な保健管理
①自己の健康管理能力の育成
①適切な健康相談活動
②節電・節水・ゴミの分別の徹底
②校内の美化
②正しい農薬散布の徹底と事故防止
③食育の実施

③-1 給食センターへの農産物納品
③-2 食育通信の発行

３回

２回

③-3 食育関連講習会の実施

３回以上

③-1 農場生産物を納品した

５回

③-2 食育通信の発行

２回

（

Ｂ

③-3 食育関連講習会の実施
４回

活動計画
①-1 防災計画を周知徹底すると共に,防災情
報を提供する。
①-2 防災訓練の実施及び避難経路・避難場
所の確認をする。
①-3 保健だよりを発行する。
①-4 各種講演会を実施する。
①-5 健診を受診させ結果通知を行う
①-6 保健調査を実施し心身の健康 問題を把
握する。
②-1 節電・節水の呼び掛けを行う。
②-2 毎日ＨＲ日誌にエコチェック記入をす
る。
②-3 クリーンディの実施と環境美化委員に
よる清掃活動を行う。
②-4 適正な農薬散布を徹底する。
③-1 地産地消並びに食の安全・安心の観点
を踏まえた農産物の提供を行う。
③-2 食育通信を発行し，生徒・保護者へは
文書とホームページ上で食育の啓発を行
う。
③-3 食育講演会やＰＴＡ研修活動・家庭ク
ラブ活動で食育に関する講習会を計画し
食事の重要性を呼びかける。

学 校関 係 者評価
学校関係者の意見

次年度の課題と
今後の改善方策

①社会人になると効率よい防
災教育が適切にできにくいの
で，高校生のうちにしっかり
と知識を身につけておけるこ
とは，企業としては大変あり
がたい。また，地域連携を密
にする中で，防災・環境教育
の推進を図ってほしい。

①いつ起こるか分からない南
海トラフ巨大地震に対応でき
る防災力が十分身についてい
ないことが課題である。
いろいろな時間帯・様々な
シチュエーションで避難訓練
を実施し真剣にかつ迅速に取
り組めるように考える必要が
ある。
さらに校外でもその時々に
的確な判断を下し, 命を守
っていくための行動がとれる
ような指導が大切である。

②学校版環境ＩＳＯ等の学校
の環境教育に対する取り組み
についても十分生徒に理解さ
せてほしい。

（下位組織レベル）

活動計画の実施状況
①-1 防災計画を周知し,防災情報を提供
できた。
①-2 防災訓練を9月26日実施した。避難
経路・避難場所の確認を4月当初に行
った。緊急地震速報訓練時には机の下
に身を守る訓練を行った。
①-3 長期休業を除く毎月保健だよりを発
行した。
①-4 健康，安全等に関する講演会を実施
した。
①-5 健康診断終了後，個々に結果通知を
行った。
①-6 保健調査を実施し生徒一人ひとりの
健康課題の把握に努めた。
②-1 節電・節水ﾎﾟｽﾀｰを制作・啓発した。
②-2 どのクラスも毎日ＨＲ日誌にエコチ
ェック記入ができた。
②-3 クリーンディを月１回実施できた。
また，環境美化委員による清掃活動を
行った。
②-4 減農薬栽培を推進できた。
③-1 阿波市の給食センターへ安全・安心
野菜を定期的に提供した。
③-2 食育通信を年間２回発刊できた。
③-3 PTA研修会（1回），家ｸ研修（3回）
を実施し，食育の重要性を伝えた。

【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成
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①４月に避難場所や避難
経路の確認を各ＨＲで行
った。特に新入生にとっ
ては学校の施設に慣れて
いない早い段階で確認が
でき良かった。

節電・節水等の省エネ対策
については学期ごとにその取
り組み状況がわかるようにグ
ラフ化し，生徒の関心度を高
めてほしい。

健康診断の結果通知と
ともに，有所見者への受
診勧告も行った。
心電図，尿検査など緊
急性の高いものについて
は受診率が高いが，肥満
傾向，歯科などは低い傾
向があった。

③減農薬栽培の取り組みにつ
いても商業ベースでは農薬抜
きの栽培は考えられない。
「な
ぜ，農薬を減らした方がいい
のか」という理由をしっかり
と学び理解していなければ，
いざ社会に出た時にそのギャ
ップ苦しむのではないか。そ
のためにも，食育にしっかり
と取り組んでほしい。

②生徒昇降口に月別使用
量をグラフ化して，昨年
度と比較し掲示したが，
電気・水道使用量が昨年
を上回ったことは残念だ。
何か方策を考えていきた
い。

②美しい環境の中で学校生活
が送れるようにすることが課
題であり，中でも生徒の環境
に対する意識向上を図る必要
がある。特に，清掃活動に生
徒全員が取り組めるよう,全
職員の協力を得ながら進めて
いきたい。
病害虫防除について，生物
的並びに物理的防除を積極的
に取り入れ，減農薬化を推進
する。
③給食センターへの農産物納
品は，地産地消の観点から今
後も継続実施したい。
ＰＴＡ研修や家庭クラブ講
習会に，より多くの方が参加
できるような研修内容や日程
の工夫をして，食育を推進す
る。

学校環境については職
員と生徒との意識差がず
いぶんとあった。
生徒は校舎の古さから評
価したように思われる。

減農薬栽培を推進し，
地域に安全・安心な農産
物を提供できた。
③食育通信発刊と同時に
教室掲示，保護者へ送付，
ホームページ掲載等でPTA
研修や家庭クラブ講習会
の活動の様子も含めて，
食の重要性を呼びかけ，
簡単レシピの紹介ができ
た。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

健康診断の結果，所見のあ
った者について，必要性を理
解させ受診できるよう働きか
けていきたい。

Ｅ：６０％未満達成

