重点課題
１学校運営の充実

重点目標
（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

自
評価指標

平成２7年度学校評価総括評価表
己
評
価
評価指標と活動計画
評価指標の達成度

①-1 各種教職員研修の実施

①-1 職員研修

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の実
施
90％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

①-4 ｳｨﾙｽﾁｪｯｸ

③-1 学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更新並びにｱｸｾｽ数
年間250回・年間40,000件

③-1 学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新
ｱｸｾｽ数

③-2 体験入学の満足度
（保護者を含む）

③-2 生徒満足度
保護者・職員満足度
自ら希望して参加

①-1 コンプライアンス，特別支援教育など
の研修会を実施する。
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 「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。
①-4 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 パソコン講座等を実施する。

②-2 部活動や専門教育を通してボランティ
ア活動を推進する。

③-1 保護者や地域に，本校の特色や学習活
動などを積極的かつリアルタイムな情
報を提供できるよう，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更新
や充実を図る。
③-2 体験入学において，本校の特色ある学
習内容に関する講座を開設する。

価

評定

学校関係者評価
学校関係者の意見

総合評価

Ｂ

65件

Ｂ
（

3回実施

５講座実施

②-2 部活動や専門教育による地域貢
献活動
28回実施

Ａ

見

）

・「報告・連絡・相談｣の
徹底を図ることがで
き，職員間の意思疎通
がスムーズに行われ
た。
・各種職員研修は，計画
的に実施され，教員の
資質向上につながって
いる。

50回
135,294件
99.3%
100%
79.2%

所

Ｂ

活動計画の実施状況
①-1 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修４回,教育相談ケース会議,
ＡＥＤ講習会,人権教育４回,特別支援教
育,学校改善に関する研修(鳴教大教授)
①-2 各課の資料作成等に利用し，時間短縮等
校務の効率化が図れた。
①-3 職員の組織的対応により生徒の問題行動
や保護者・地域への対応など適切に対応
した。
①-4 職員会議等を利用し，情報資産等の管理
に関する研修を行った。
②-1 地域の食材料理（6名参加），ｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑづ
くり（7名参加），藍染め（ 12名参加），ﾊﾟ
ｿｺﾝ入門（3名参加），ｸﾘｽﾏｽﾘｰｽづくり（4
名参加）
②-2 押し花ｱｰﾄ講習会10回(延53名参加),地元
小学校への出前授業2回(6名参加)，はち
みつ祭り2回(12名参加)，阿波市フェス
タ(20名程度参加),ユリの花祭り(7名参
加),鴨島児童館子どもゆめまつり(8名参
加),吉野川市ちびっこドームフェスティ
バル(5名参加)等
③-1 ホームページは各行事の状況や保護者等
に伝えなければならないことをその都度
リアルタイムで発信した。

・学校ホームページの更
新回数が少なかったの
で，各課に実施した行
事を掲載するよう依頼
し，内容の充実に努め
る。
・専門教育を生かしたボ
ランティア活動は，前
年度に比べて積極的に
実施することができて
いる。今後は，参加人
数を多くし，地元への
貢献度をさらに高くす
る。
・開かれた学校づくりを
推進するため，スクー
ルカフェや農産物販売
所を積極的に運営し
た。２学期からは，開
放講座等を加えたので
充実した活動になっ
た。
・本年度の体験入学は，
中学生，保護者とも高
い満足度であったが，
自ら希望して参加した
割合は前年度より低か
った。学校ホームペー
ジ等を充実させ，本校
の魅力をもっと広報す
る必要がある。

③-2 押し花（18名参加），藍染め（17名参加），
食品製造（24名参加），簿記入門・プロ
グラミング入門（65名参加），接客実習
（25名参加）
中学生149名，保護者20名，引率教員19名参加）

・販売促進や客の固定化
について，メニュー開
発者など「個人」がみ
えたら応援する人が増
えるのではないか。個
人名が難しいのであれ
ばニックネームなどで
もよい。

次年度の課題と
今後の改善方策

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

まな研修を実施した
が，講義体型での研修
が中心で先生方が協議
する機会が少なかっ
た。
次年度は，グループに
分かれて話し合い，発
表する体型を増やし，
さらなる資質向上につ
なげていきたい。

・ネーミングを変えた
り，意図的に「売れな
い工夫」を考えてみて ・情報セキュリティの問
はどうか。売れない日
題上，すべての課にホ
があってもそれは生徒
ームページを更新する
の学習につながるので
ことは，難しいかもし
はないか。
れないが，できるだけ

校務分掌にお願いして
・アンケートのマンネリ
更新していきたい。
化については「いいこ
とが書きたくなる」美
点業種アンケートを実 ・教育課程，学習活動等
施してみてはどうか。
について学校ホームペ
満足度を上げることに
ージの内容を更新・充
つながり，高校生には
実させ，本校の魅力を
よいのではないか。
アピールする。
・商品販売では，ターゲ
ットやシーンを決めな
ければならない。パン
屋さんとコラボしては
ちみつにあう食パンを
開発してもらい，販売
するのはどうか。
・学校給食に高校の農産
物を卸すのは難しいよ
うだが，給食に農産物
が使われれば子どもた
ち興味をもってくれる
と思われるので「野菜
づくり教室」などを行
い支援したらどうか。
・ネーミングや価値を考
えるのもマーケティン
グにつながるのではな
いか。「モノ」で止ま
らず「価値」を売るこ
とに着目する販売方法
を考えてはどうか。
・キッチンカーは平日使
えるので，平日の夕方
どこか場所を借りて一
緒にカフェや農産物販
売の店を開くのはどう
か。
・商業科も何らかの形で
フェイスブックに参加
してはどうか。

【 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

Ｎｏ１

・農産物販売で客単価18 ・教職員の資質向上を図
00円超は評価すべきで
るため，コンプライア
ある。
ンス研修を含むさまざ

10回実施

①-3 共通理解，風通しの良さ 87.7%

②-1 開放講座

活動計画

評

①-2 管理シート活用

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

90％以上

徳島県立吉野川高等学校

Ｅ：６０％未満達成

平成２7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
（全体レベル）
1) 基礎基本の定着を図り，自己教育力を高
める。
2) 個性の伸張を図り，専門的な知識・技術
を習得させ，スペシャリストを育成する。

（下位組織レベル）
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図書室の魅力の向上
②各種資格取得の奨励と補習体制の構築
による合格率の向上
②体験的･実践的な農業･商業教育の推進

評価指標

己
評
評価指標と活動計画

①-1 学力向上に関する職員研修・委員会の
実施
各学期１回以上
①-2 学校評価アンケート
・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
70％以上
・基礎学力の取り組み満足度 80％以上
①-3 校内読書会の実施回数と参加者数
6回 120人
①-4 貸出冊数
3,000冊
①-5 読書感想文の応募数
260人
①-6 図書室だよりの発行回数
10回
①-7 図書室蔵書の満足度
90％
①-8 図書室入室者数
5,000人
①-9 朝読週間の実施回数
年10回
生徒満足度
75％以上
②-1
［農業］
・日本農業技術検定３級(農業科１年)
フラワー装飾・園芸装飾技能検定３級
(生物活用科３年)
受験率:95.0％以上
合格率:80.0％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 5名
・日商簿記２級合格
1名
・ITパスポート合格
1名
②-2 県教育委員会等主催の「特色ある取り
組みに関する各種事業」の実施
3事業以上

活動計画
①-1 学力向上委員会において取り組みの検
証を行う。

①-2 生徒・保護者・職員を対象とした学校
評価アンケートを実施する。
①-3 希望者を募り，校内読書会を実施する。
①-5 読書感想文コンクールに応募する。

①-7 蔵書満足度向上のため購入希望図書ア
ンケートを実施する。
①-9 毎月１週間朝読週間を実施する。
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。
②-2 実施計画書に基づいて実施する。

徳島県立吉野川高等学校

価
評価指標の達成度

評

価

評定

①-1 職員研修・学力向上委員会
計２回実施
①-2 ・生徒授業満足度
78.3％
・職員授業充実度
85.7％
・保護者学力向上満足度 73.6％
保護者学習内容充実度 73.3％
・生徒基礎学力満足度
60.8％
職員基礎学力満足度
91.8％
①-3 校内読書会
6回実施（158人参加）
①-4 貸出冊数
2,652冊
①-5 応募数
356人
①-6 発行回数
10回発行
①-7 １月のアンケート結果
84％
①-8 入室者数
5,188人
①-9 朝読週間
実施回数
11回
生徒満足度 77.0%
②-1
［農業］
・日本農業技術検定３級
合格率89.5%(34/38)
・フラワー装飾検定３級
受験率100%(6/6) 合格率100%(6/6)
・園芸装飾検定３級
受験率75%(9/12) 合格率100%(9/9)
［商業］
・全商３級１種目以上 取得者82.3%
・全商２級１種目以上 取得者39.1%
・全商１級１種目以上 取得者 13名
・全商１級２種目以上 取得者 1名
・全商１級３種目以上 取得者 0名
・日商簿記２級合格
未受験
・ITパスポート合格
未受験
②-2 ｢TOKUSHIMA消費者教育活性化事
業｣や｢専門高校ｺﾝｿｰｼｱﾑ事業｣,｢高
校生ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ推進事業｣を計画通
り実施

活動計画の実施状況

学校関係者評価
学校関係者の意見

総合評価

・Workshopなど外部の機
関を利用した授業展開
に取り組む。

Ｂ
所

見

）

・学力向上への取り組み
で教職員と生徒・保護
者の満足度に隔たりが
ある。基礎学力診断テ
ストや課題テストの客
観的評価から学力の定
着度を知り改善を図る
必要がある。

Ｃ

・朝読週間では，ほとん
どの生徒が前向きに読
書を行っているが，前
年度に比べて本の貸出
冊数は減少している。
今後は，生徒が読みた
い本を増やし，図書室
の利用者を増やしてい
く。
・検定取得者の割合は，
目標値より低い。特に
１級取得者が大きく減
少している。今後とも
各生徒に資格取得の意
義を教え，目標を達成
するために補習等の充
実を図っていく。

①-1 学力向上委員会を１回開催し,課題テス
ト等について改善策を話し合った。また，
職員研修として基礎学力診断テストの説
・特色ある取り組みを実
明会を行った。
践することにより，地
①-2 全校生徒並びに保護者・教職員にアンケ
域に根ざした学校づく
ート調査を実施し，状況把握に努めた。
りを推進する。
①-3 図書委員を中心として実施している。
①-5 青少年読書感想文全国コンクール(毎日
新聞主催）に4作品を応募し県入選を果
たした。
①-7 図書室を利用した生徒に希望図書の調査
を行い，購入している。
①-9 毎月実施し，77%の生徒が充実している
と回答した。
②-1 商業科では電卓検定や簿記検定の補習を
２週間実施した。農業科ではフラワー装
飾や園芸装飾を10日間,日本農業技術検
定は30日以上の補習を実施した。
②-2 ・食の安全・安心を目指すためパッケー
ジデザインやポップ及び広告を考案。
・養蜂技術の習得。
・地元企業のインターンシップ等を行う
とともに高度な資格取得を目指す。

【 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

・昨年度よりも学期末の ・生徒の基礎学力がどの
平均点が上がって学力
程度身についているか
に向上がみられるとい
を知る客観的なデータ
うことだが，学科ごと
を得るため国語，数学，
に調べて比較してみて
英語に関して年度初め
はどうか。
と年度末に同じテスト

Ｂ

（

Ｎｏ２

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

を行い，その指標とす
る。

・図書委員を中心にクラ
・農産物販売や商品開発
スで読書の楽しさや大
での利益を実感できれ
切さを理解させる活動
ば意欲がわき，学習へ
を取り入れる。
の取り組みも向上す
る。同じように基礎学
力についても１年の始 ・各資格取得の合格率を
めと終わりの変化を見
維持するとともに，受
せて向上していること
験率を１００％に引き
を実感させることが必
上げたい。
要である。
・資格取得のために補習 ・資格取得の意義を再度
を充実させている点は
教え，取得者を一人で
大いに評価できる。資
も多く増やすために，
格取得とともに企画力
補習のあり方を見直
と協調性のある生徒を
し，充実を図っていく。
育ててほしい。
・商業科の生徒が農業科
の生徒と共にフォーク
リフトの資格に挑戦し
ていることは望ましい
傾向だと思われる。
・読書の習慣を身につけ
ることは良い取り組
み。企業が人材育成す
る上で,国語力は大切。
どの分野でも文字を読
む習慣をつけることが
重要である。
・生徒が継続して本を借
りないとい傾向が問
題。HR活動を利用する
方法もあるのでは。
・外部に出て活動した生
徒は意識が高くなる
が,全体に行き渡って
いない。
・県の農業大学校と「阿
波すず香」の連携を進
めて欲しい。

Ｅ：６０％未満達成

平成２7年度学校評価総括評価表
自
重点課題
３生徒指導の徹底

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

価

評定

（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
4) 学校いじめ防止基本方針に基づき，いじ
めの早期発見・早期対応に努める。
5) いじめ防止等対策委員会の校内体制の運
営に努める。

（下位組織レベル）
①日常的な生活指導による基本的生活習
慣の確立
①集会時や職員室・進路指導室入室時の
服装の整備の徹底
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
④常時指導と組織的な対応を継続
⑤常時指導と組織的な対応を継続

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
①-4 ネクタイ・リボン・靴下・第一ボタン
の整備の徹底
100%
①-5 道徳教育の充実
LHR年３回実施
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・地域住民からの苦情や相談の
処理を徹底
随時
③
学年別の情報交換会実施
毎学期1回
④
いじめのアンケート実施
年2回
⑤

いじめ行為等の事案が発生したらすみ
やかに委員会を開き適切に対応
随時

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 職員室・進路室入室や集会等において
ネクタイ・リボン着用を徹底する。
①-5 各学年ごとに指導計画を立て統一した
指導を行う。
②-1 職員朝礼において共通理解を図る。

②-2 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。
③
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。
④
アンケートの結果により面談等を実施
し，早期対応に努める。

⑤

事案が発生すれば迅速に組織的な対応
を行う。

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回実施
①-3 頭髪服装一斉指導時における違
反率
1年 3.54% 2年 4.00%
3年 4.41%
①-4 ネクタイ・リボン・第一ボタン
の整備の徹底
100%
①-5 道徳教育の充実
LHR３回実施
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・地域住民からの苦情や
相談の処理を徹底
随時
③
学年別の情報交換会実施
各学期1回実施
④
いじめのアンケート実施
3回実施
⑤
委員会の開催なし

Ｂ

Ｂ

Ａ
Ａ
Ｂ

活動計画の実施状況
①-1 毎朝校門で5～8名の職員による登校指導
を実施し，服装・頭髪指導はもとより，
遅刻指導についても強化した。
①-2 学校安全の日における登校指導11回実施
鴨島駅周辺での立哨指導
30回実施
長期休業日中巡視（夏期9，冬期8，春期
6予定）
23回実施
①-3 頭髪服装指導徹底率（ｱﾝｹｰﾄ結果から）
教職員89.8% 生徒92.3% 保護者 91,7%
①-4 日頃からネクタイ・リボン着用について
徹底して継続指導を実施している。
①-5 各学年ごとに指導計画を立て統一した指
導を学年会議で全体に確認しながら行っ
た。
②-1 職員朝礼において共通理解が必要な事項
は随時連絡を密にし，意思の疎通を図っ
た。
②-2 苦情や相談が毎月３件程度あったので，
立哨指導を実施するなど迅速かつ誠実に
対応した。
③
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
等の情報を共有した。
④
アンケートの結果により面談等を実施
し，早期対応に努め，大事には至ってい
ない。
最近いじめられたことがある(ｱﾝｹｰﾄ調査）
1年生(3名)
2年生(3名)
3年生(2名)
⑤
上記のアンケート結果を受け，担任や相
談課の面接で，いじめとされる事案は，
友人関係のトラブルや本人の思い込みと
判明した。

【 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

Ｎｏ３

次年度の課題と
今後の改善方策

・思春期の生徒達に
・基本的生活習慣の確立，
とって，遅刻や欠
規範意識の向上を高め
Ｂ
席の理由はメンタ
るため日々の生徒指導
ル的なところが大
を徹底する。
きいように思われ
る。「生徒達の心を
（ 所
見 ）
支える」という視
・教職員の共通理解を図
点をふまえての指
り，一貫した生徒指導
・アンケート結果から，
導をお願いしたい。
を推進するため常に意
生徒はあいさつについ
志の疎通を図る。
ては８割以上，服装・
頭髪については９割以
上の生徒がきちんとし
・いじめの早期発見，早
ていると回答してい
期対応に努めるため，
る。一方教職員は，あ
日々生徒の学校生活を
いさつについては６割
見守る教育活動を実践
の生徒しかきちんとで
していく。
きていないという回答
であった。高校生が考
える基準を社会で通用
・地域に愛され，必要と
する水準まで引き上げ
される学校になるため
るよう今後とも指導を
に学校全体として地域
継続していきたい。
貢献に努める活動を実
践していく。
・校外での生徒の行動に
関して，喫煙，ゴミの
ポイ捨て，自転車通学
生の飛び出し，信号無
視，傘差し運転や並進
等について地域住民か
ら苦情の電話があっ
た。今後も登校指導・
下校指導を継続し，マ
ナーの向上や交通事故
の防止に努めていきた
い。
・生徒指導上の諸問題は
昨年度より増加し，特
定の生徒の遅刻・欠席
が多かった。学校生活
に集中できていない生
徒の指導も重要な課題
の一つである。
・今後も教職員の組織力
の向上と共通理解を図
り，地域住民や近隣中
学校からも信頼され，
愛される「 吉野川高校」
を目指していく。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｅ：６０％未満達成

重点課題
４人権教育並びに
特別支援教育の推進

重点目標

自
評価指標

平成２7年度学校評価総括評価表
己
評
価
評価指標と活動計画
評価指標の達成度

徳島県立吉野川高等学校

評

価

評定

学校関係者評価
学校関係者の意見

総合評価

（全体レベル）
1) 普遍的・個別的な観点から学校教育全体
をとおしての人権教育の推進する。
2) 自他を大切にする心や態度を育成する。
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
③人権教育教職員研修の充実
④教育相談体制の充実
⑤特別支援の計画策定及び関係機関との
連携

①-1 人権学習ホームルーム実施回数 年5回
①-2 人権学習ホームルーム活動についての
生徒の満足度
70％以上
②-1 人権映画会の実施
年1回
②-2 人権映画会の生徒の満足度
80％以上
②-3 生徒の人権啓発活動への参加
・中・高生による人権交流事業への参加
年5回以上
・文化祭展示用ポスター･標語･書道作品
１年生全員提出
・人権の日の人権委員による啓発活動回数
年10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１回
(それ以降は必要に応じて適宜)
③-2 特別支援教育研修会実施回数年
3回
④-1 こころと体の健康カードの活用 年2回
④-2 カウンセリング室の開放
週1回

①-1 人権ホームルーム
①-2 生徒の満足度

5回実施
68.3%

Ｂ
（

②-1 11月17日実施
②-2 生徒の満足度
93％
②-3
・人権交流事業への参加
9回参加
・人権標語提出
97%
ポスター 美術選択者のみ全員提出
書道作品は書道部員が提出
・人権の日における啓発活動
9回実施
②-4 職員研修(HR活動事前研修含む) 7回実施
②-5 人権学習ハンドブックの活用
5回実施
③-1 教育相談職員研修
1回実施

Ａ

Ａ

⑤-2 特別な支援を必要としていた卒業生の
継続支援
延べ７社以上

③-2 特別支援教育職員研修 3回実施
④-1 全校生徒へのアンケート実施2回
④-2 カウンセリング室開放
毎週水曜昼休に開放
④-3 教育相談三者面談
28回実施
⑤-1 就労体験・実習協力事業所の確
保と参加者数
16社確保,延べ15名参加
⑤-2 職場訪問による継続指導
3社訪問，延べ8名支援

活動計画

活動計画の実施状況

①-1 人権教育主事と学年主任・担任との連
携を図る。

①-1 本校の人権教育の年間計画にそってホー
ムルーム活動の実施に向けての事前研修
会を予定通り実施した。
②-1 ｢人生いろどり｣を視聴し，さまざまな人
権について意識を高めた。
②-3 人権の日の啓発活動として人権委員によ
る啓発発表を実施した。(1学期2回,2学
期4回,3学期3回）
②-4 ハンセン病回復者の人権についての職員
研修を実施した
③-1 教育相談職員研修を５月に実施し共通理
解をもった。そして外部の連携機関との
ケース会議を14回実施した。
③-2 本校の特別支援教育（就労支援を中心）
の研修会を実施した。
④-1 特別な支援を必要とする生徒との面談を
18回，保護者との面談を28回実施した。
④-2 カウンセリング室利用について啓発用パ
ンフレットを各教室に掲示したり文書を
保護者に配布し，延べ57名の相談を実施
した。
④-3 みなと高等学園，発達障がい者総合支援
センター等と連携を図り，保護者・生徒
の相談を実施した。
⑤-1 障がい者就業・生活支援センター等と連
携を深め，16社の企業訪問を実施した。
⑤-2 卒業生の職場を訪問し，生徒の状況を確
認でき，事業所からの相談を受けた。

④-3 二者面談・三者面談に同席（適宜）
⑤-1 特別な支援を必要とする生徒の就労体
験・実習協力事業所の確保
10社以上

②-1 人権映画鑑賞によって人権意識を高め
る。
②-3 生徒の人権啓発活動への参加を推進す
る。
②-4 人権問題の実態から学ぶ研修を実施す
る。
③-1 気になる生徒に対しては，適宜ケース
会議を実施する。
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。
④-1 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。
④-2 カウンセリング室を解放することによ
り生徒個々の状態を把握するとともに
生徒が相談しやすい環境作りに努める。
④-3 みなと高等学園他，関係機関との連携
・相談を図る。
⑤-1 外部機関と連携を深めるとともに，企
業訪問を行う。
⑤-2 職場訪問をし，継続支援を行う。

Ａ

Ａ

Ａ

所

見

）

・教育相談活動を充実した
ものにするため，「カウ
ンセリング室の開放」や
「 人権の日の啓発活動」，
「こころと身体の健康調
査」を継続して取り組ん
でいる。生徒にとって意
義のある取り組みにする
ため，マンネリ化しない
よう改善を加えながら実
施していく。
・生徒の人権啓発活動とし
て朝のＨＲ活動を利用し
て人権委員による人権啓
発文の発表を行ってい
る。生徒は，その発表を
真剣に聞き，自分のこと
として受け止めている。
・カウンセリング室への相
談は，ほとんど同じ生徒
が開放日を待ちわびてカ
ウンセリング室を訪れ，
自分の心の中で思ってい
ることを話し，聞いても
らえることによって，自
分の心をリフレッシュさ
せ，元気づける場となっ
ている。

・支援が必要な生徒
が就業体験に参加
し就職する割合が
高く，主に作業的
な仕事に携わって
いることがよくわ
かった。

・卒業後も学校側か
らの支援は続けて
いる生徒がおり，
そこでの意見を生
かし，１年生の時
から計画的に就労
体験をさせている
のはすばらしい。

・支援が必要な生徒
で自動車運転免許
を取得している生
徒が２名いること
がわかった。

・支援が必要な生徒
の割合が多く，グ
レーゾーンの生徒
も含めるともっと
多いのかもしれな
いという実態を知
り，特別支援の重
要性がわかった。

・多くの企業の厚意により
就労体験を受け入れてい
ただいている。就労体験
により，生徒は自分の可
能性等に気づき，進路に
ついてしっかりと考える
良い機会となっている。
・特別な支援の必要な生徒
や保護者に直接会って話
を聞き，困り感を受けと
め，外部機関等と連携し，
支援することにより困り
感の緩和につながってい
る。
・教育相談教職員研修会を
開き，全職員に生徒の状
況について共通理解を図
ることで，生徒一人一人
に適切な支援や指導がな
される一助となってい
る｡

【 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

Ｎｏ４

次年度の課題と
今後の改善方策
・人権ホームルーム活動
に対する生徒の満足度
が高まるように事前研
修会を充実させ，教材
の工夫や指導方法を検
討する。

・本当に深刻な悩みを抱
えている生徒は，自ら
相談に来ないので，ク
ラス担任や養護教諭と
連携をとったり，「心
と体の健康調査」の結
果をもとにこちらから
声をかけ，問題解決に
努め，生徒がよりよい
学校生活を送れるよう
支援していきたい。

・就労体験実習後に，巡
回指導担当者と振り返
り学習を行った後，体
験発表会を実施する。

平成２7年度学校評価総括評価表
徳島県立吉野川高等学校

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

学校関係者評価
学校関係者の意見

価

評価指標の達成度

評定

職業観の育成と自らの将来設計の構築を図

①-1 外部講師招聘回数

3回

①-2 校内・校外ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ実施

各3回

①-1 外部講師招聘回数

4回

Ｂ

①-2 校内・校外ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

る。

校内2回・校外2回

2) 進路情報の的確な提供による進路指導の
充実を徹底する。
3) 進路先の確保並びに定着化のための指導

①-3 オープンキャンパス参加率
①-4 進路補習実施

100％

生徒の満足度80％以上

①-5 企業見学・職場体験の実施

体制の充実に努める。

20事業所程度
7事業所

②-1 保護者への説明および情報提供

②-3 就職・進学資料の提供

②-4 特別支援を必要とする生徒の進路相談

①キャリア教育全体計画の策定とそれに基づ
いた取組の推進

4回
5回程度

企業訪問の実施

年間 200事業所

37事業所64名

④

学年ごとに教員研修会を実施

2回

活動計画
①-1 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ講座等において外部講師の活

職場については，機会

る。

をみて訪問し，継続し

見 ）

に企業との連携を図
・コミュニケーショ
ン力，会話力を高

②-1 保護者への情報提供

1回

実施した。特にＰＴＡ

める必要がある。

三者面談実施

1回

総会時の進路ガイダン

②-2 １・２年進路LHR実施

4回

②-3 就職・進学資料の提供

5回

も参加していただき詳

・就職試験に来て欠

るように進路ガイダン

27名

細な情報提供を行うこ

席の多い生徒に理

ス・講演会等の講師に
工夫をしていきたい。

②-4 進路相談

Ｂ

③

企業訪問

④

学年別職員研修会

131事業所

Ｃ

１回

Ｃ

スでは，保護者の方に

力，会話力が高められ

とができた。今後は，

由を聞いてもはっ

保護者の参加者を増や

きり言わないので，

し，就職や進学につい

事業所としては，

て深く知っていただき

ざっくばらんに言

たい。

ってほしい。

・基礎学力，基本的生活
習慣と専門的知識・技
術を身につけさせ，生

・学んだ専門知識や技術

徒と保護者の望む進路

を発揮できるような職

実現に向けて支援して

演会(5月)と就職ガイダンス(就職希望者

場を開拓していきた

いく。

86名:8月)を，1･2年生対象の進路講演会

い。

①-1 ＰＴＡ総会時に3年生対象のｷｬﾘｱ教育講

用を図る。

る。

・コミュニケーション

活動計画の実施状況

④進路指導の力量を高めるため，教職員
研修を実施

ともに，卒業生のいる

あるので評価でき

ンスの実施や講演会を

③個々の進路希望に応じた進路開拓の推
進

ているとのことで

・外部講師によるガイダ

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

して企業開拓を行うと

て就業していけるよう

（ 所

随時
③

・生徒の進路希望を反映

開拓も兼ねて行っ

①-6 内定後のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟは実施なし

各人2回以上

②-2 １・２年進路HR活動の実施

（下 位組 織レ ベル ）

2回

・職場訪問は，職場

夏休み9日

①-5 企業見学・職場体験の実施

①-6 内定後のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの実施
担任の面談実施回数

Ｂ

①-3 オープンキャンパス参加率100％
①-4 進路補習の実施

次年度の課題と
今後の改善方策

総合評価

（全 体レ ベル ）
1) キャリア教育を通して望ましい勤労観・

Ｎｏ.５

(12月)と進路ガイダンス(3月)を実施し
た。
①-2 分野別，職業体験型，就職・進学説明

・生徒の進路に関する意

・各種ガイダンス・オー

①-2 校内では，1･2年生対象に5月の進路ガイ

識の向上等に向けて，

プンキャンパス等進学

ダンス(22講座)と10月の体験型進路ガイ

本校におけるキャリア

に関する説明会への積

ダンス(23講座)を実施した。

教育を体系的に実施で

極的な参加を促すこと

校外では，6月･2月の進路ガイダンスに

きるよう再構築してい

により情報収集に努め

希望者が参加した。

きたい。

させ，進路選択の不適

会を実施する。

①-4 就職・進学に向けた５教科の補習を実

①-4 ５教科の補習は，9日間(7/21～7/31)実

施する。
②-1 保護者対象の進路ガイダンスや面談等

応を図る。

施し，延べ183名が受講した。
②-1 ＰＴＡ総会において，進路ガイダンスや

を実施する。

保護者面談を実施した。また，夏休みに

・生徒の早い時期からの

は三者面談を実施した。
②-2 「キャリアノート」を活用した進路HR

目標設定と実現につな

②-2 「キャリアノート」を活用し，就職に必

活動を実施する。

がる指導を図る。

要な自己ＰＲ，面接トレーニング等を実
施した。

②-3 求人票の写しや業者からの雑誌を配布

②-3 求人票の写し，県や業者からの就職・進

する。
②-4 支援が必要な生徒に対し，担当教員や
新規の企業訪問を実施するなど，積極

ク等と連携し，就職支援を行った。
③

的な進路開拓を行う 。
④

学年会等を活用し，進路指導の研修を
実施する。

得の奨励に努める。

②-4 障がい者職業支援センターやハローワー

外部組織と連携し進路指導を進める。
③

・進路を見据えた資格取

学に関する雑誌等を配布した。

新規の企業訪問を実施し，進路開拓企業
５社であった。

④

３年学年会において，調査書の作成，面
接等の指導について職員研修を実施した。

【 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

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｅ：６０％未満達成

平成２7年度学校評価総括評価表
己
評
価
評価指標と活動計画

自
重点課題

重点目標
評価指標

６活力ある特別活
動の推進

（全 体レ ベル ）
1) 生徒会活動・ホームルーム活動・学校活
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) 地域の環境整備に努める。

（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
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

①-1 生徒会活動に対する満足度

徳島県立吉野川高等学校

評

価

評価指標の達成度
70％

①-2 あいさつ運動実施
10回以上
①-3 ホームルーム活動の充実度
70％
①-4 各種委員会の充実度
70％
①-5 学校祭の満足度
75％
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３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・ 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）
農業クラブ県予選会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

評定

①-1 生徒会活動に対する満足度
85.7％
①-2 あいさつ運動
11回
①-3 充実度（アンケート）
87.4％
①-4 充実度（アンケート）
77.0％
①-5 満足度（アンケート）
81.6％
②-1 1年生100%，2年生84%，3年生70%
②-2 各部主将・部長会
2回
②-3
（商業）
各種目において県大会に出場した
が，上位入賞には至らなかった。

（農業）
意見発表（区分：食料・生産）
四国優秀賞受賞
意見発表（区分：文化・生活）
四国優秀賞受賞
プロジェクト発表（食料・生産）
四国優秀賞受賞
農業鑑定競技会（園芸）
全国大会出場
押し花アート
県内：最優秀1作品入賞
その他7作品入賞
全国：優秀1作品，審査
員特別賞1作品，
佳作1作品

見 ）

・あいさつ運動では生徒
会が，大きな声であい
さつを行うなど積極的
に取り組めている。ま
た，生徒会役員がクラ
スでもリーダーとなる
など，様々な学校行事
において活躍してい
る。

・自信を持ってあい
さつができるよう
になるためには，
自己肯定感を高め
る必要がある。ス
クールカフェやア
グリ吉野川での体
験を生かして自分
・部活動入部率は全体で
に自信をつけるこ
86%と高くなっており，
とが重要だ。
部活動が昨年度より活
発になってきている。
今後は技術面の向上は
もとより，ここ一番で
力を発揮できるように
精神面の強化をするな
ど，魅力ある部活動と
なるためにさらに活性
化を図りたい。

活動計画の実施状況
①-1 朝のあいさつ運動，球技大会，各種大会
壮行会等を生徒会が中心となり実行した。

①-2 校門であいさつ運動を毎月実施する。

①-2 1学期4回(6日)，2学期4回(7日)，3学期
3回(7日)実施した。
①-3 ホームルーム活動は，進路，人権，防災
等に関して15回実施した。
①-4 校門前でのあいさつ運動は毎月実施して
いるが，地域等でのボランティア活動等
は生徒会として実施できていない。ボラ
ンティア部等の生徒が，江川周辺の環境
整備を行うとともにユリの花祭りに協力
した。

②-3 各部による活発な競技活動の展開を目
指す。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。
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。

・来校した際に生徒
からあいさつをし
てくれ，大変好感
がもてた。あいさ
つが習慣となるよ
う，今後とも継続
して指導していた
だきたい。

Ｂ

（ 所

Ｂ

②-1 ４月に部活動紹介を実施したが，今後と
も各顧問が積極的に声かけを行い，勧誘
していく。
②-2 年度初め，総体前の２回校内外での生活，
大会出場時や応援時のマナー等について
指導した。
②-3 商業に関する競技会や発表会では思うよ
うに結果は出なかった。また，農業クラ
ブにおける意見発表，プロジェクト発表
はともに県大会を勝ち抜き四国大会へと
駒を進め優秀賞を受賞した。農業鑑定競
技会では全国大会に出場した。
押し花アートは，放美展に出品し，最優
秀1作品，その他5作品が入賞した。全国
大会では，２席にあたる優秀賞を獲得し
たほか２作品が入賞した。

【 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

次年度の課題と
今後の改善方策

総合評価

Ａ

①-1 生徒が自発的に活動し，学校生活の充
実や改善について指導する。

①-3 社会的・職業的自立に関するホームル
ーム活動の実施
①-4 各代表生徒を中心に鴨島駅周辺・通学
路の清掃活動等を生徒が主体となった
活動を実施する。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。
①-5 生徒会を中心に企画立案した学校祭を
開催する。
②-1 部員を積極的に勧誘し活性化を図り，
女子運動部の入部率を向上させる。部
活動紹介や勧誘方法を工夫する。
②-2 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。

学校関係者評価
学校関係者の意見

Ｎｏ.６

・商業科における発表や
競技会については，十
分な成果を上げること
はできていない。今後，
商業関係の部活動の活
性化を図るとともに商
業関係科目への学習意
欲の強い生徒を中心に
取り組んでいきたい。
・農業科については各大
会において四国大会，
全国大会に出場した
り，押し花アートは，
多くの賞を受賞し，成
果を上げている。今後
も工夫を凝らしながら
指導を継続していく。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｅ：６０％未満達成

・年々商業・農業の大会
や競技会への取り組み
は積極的に参加し，成
果がでてきている。
さらに部活動，生徒会
活動に対する生徒の考
え方や意識も向上して
きた。
それにともない，あい
さつや言葉づかいなど
も少しずつ適切になっ
てきたが，まだ十分と
はいえない。
次年度は，これらをよ
り一層高めるため，生
徒会を中心に生徒と教
員の対話の機会を増や
すよう計画をしてい
く。
そして生徒と学校が一
つになって，よりよい
方向へ進んでいくよう
努力していきたい。

・部活動の加入率は，年
々増加しているが，女
子運動部の加入率が低
いので，特色選抜の事
前面接等を積極的に活
用していきたい。

平成２7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)新学校版環境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。

（下位組織レベル）
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

評価指標
①-1
①-2
①-3
①-4
①-5
①-6
①-7
②-1

己
評
評価指標と活動計画

防災に関する情報提供
月1回
避難訓練
年2回実施
防災クラブの活動
年5回以上
保健だよりの発行
10回
各種講演会の実施
年3回
健診結果を通知
随時
心身の健康に関する保健調査
年2回
電気･水道の使用量が,前年度を下回る。

②-2 毎日の清掃に取り組んでいる。
80％以上
②-3 学校はゴミの落ちていない整った環境
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
③-1 給食センターへの農産物納品
3回
③-2 食育通信の発行
2回
③-3 食育関連講習会の実施
3回以上

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
･危険箇所の確認をする。
①-3 学校内外で活動を行い，その活動内容
を報告する。
①-4 保健だよりを発行する。
①-5 性教育講演会・心肺蘇生法講習会・熱
中症対策講習会を実施する。
①-6 検診結果を保護者に通知する。
①-7 保健調査を実施し心身の健康問題を把
握する。
②-1 水道量・電気量の月別の使用量をグラ
フ化して掲示し，節電・節水の呼び掛
けを行う。毎日ＨＲ日誌にエコチェッ
クを記入してもらい，必要に応じて生
活の見直しを促す。
②-2 年２回，生徒・職員にアンケート調査
を行う。
②-3 クリーンデイの実施と環境美化委員に
よる清掃活動を行い,状況等についてア
ンケート調査を行う。
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。

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
①-5
①-6
①-7
②-1
②-2
②-3
②-4
③-1
③-2
③-3

評

価

評定

防災に関する情報提供
月1回
避難訓練
2回実施
防災クラブの活動
5回
保健だよりの発行
10回
各種講演会の実施
4回
検診結果の通知
5～7月通知
保健調査実施
2回
電気の使用量
前年0.4%上回る
水道の使用量
前年9.0%上回る
アンケート調査
生徒 85.5% 職員 87.8%
アンケート調査
生徒 71.3% 職員 83.6%
毒劇物・農薬使用の軽減
前年度比30％削減
給食センターへの農産物納品0回
食育通信の発行
1回
食育関連講習会の実施
1回

総合評価
Ｂ

Ａ
（

Ｂ

Ｃ

活動計画の実施状況
①-1 防災計画を作成し周知徹底すると共に，
月に一度防災情報を提供した。
①-2 5月･10月に避難訓練を実施した。
①-3 防災に関する研修会，救急救命講習，防
災士養成講座，避難訓練，文化祭での校
内活動等，校内外で活動した。
①-4 内容はｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策，食中毒，熱中症，
歯周病，アルコールの害等である。
①-5 心肺蘇生法講習会，熱中症対策講習会，
がん対策講演会，冬の感染症対策講演会
を実施した。
①-6 各健診ごと３週間以内に保護者宛に通知
した。
①-7 就寝・起床時間，朝食，友人関係等の調
査を行い，心身の健康課題把握に努めた。
②-1 毎日ＨＲ日誌にエコチェックを記入した
りして，生活の見直しを行ったが，水道
電気ともに使用量が前年を上回った。

②-2 清掃活動等について生徒・職員にアンケ
ート調査を行った。
②-3 クリーンディを月に１度実施した。また
環境美化委員（各学年ごと）が清掃活動
や清掃点検を行った。
②-4 毒劇物については果樹のみで使用してい
る。
ｽﾌﾟﾗｻｲﾄﾞ(殺虫剤)
③-1 給食センターへの農産物納品は，期日・
数量等が決まっていたため，調整ができ
ず実施しなかった。しかし，ＪＡ農産市
や各種ｲﾍﾞﾝﾄ等で野菜等の販売を行っ た 。
③-2 食育通信を発行し，生徒・保護者への啓
発を行った。
③-3 夏休みに家庭クラブ・ＰＴＡ合同の料理
講習会と家庭クラブ行事「食の講演会」
を実施し，食育の啓発を行った。

【 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

所

見

）

・１学期の避難訓練は，
学年単位で行い，災害
発生時の行動確認を行
った。２学期は，消火
訓練や簡易担架づくり
を行い，３学期は，防
災講演会を開き，防災
意識向上を図った。さ
らに，緊急搬送法の実
技講習を実施し，実践
的な知識・技能を身に
つけることができた。
自助，共助の重要性を
知るよい機会となっ
た。
・本年度発足した防災ク
ラブの活動の１つとし
て地域との連携によ
り，いろいろな実践的
技能を身につけること
ができた。さらに，身
につけたことを文化祭
等で実演し，校内で広
めることができた。

次年度の課題と
今後の改善方策

・防災対策として防
・吉野川市防災マップを
災マップを活用し，
もとに通学路，避難経
生徒に危険箇所の
路の危険箇所を確認
把握をさせる必要
し，本校独自の防災マ
がある。
ップを作成していきた
い。
・災害時の支援スタ
ッフとして，高校
・防災クラブの取り組み
生に期待が寄せら
を計画的，積極的に行
れている。防災ク
い，クラブ員一人一人
ラブ等の取り組み
の防災意識を高めてい
を生かし，意識付
きたい。
けに努めてほしい。

・食育通信の作成に
家庭科以外の教員
や生徒も参加する
ことが望ましい。
作成に携わること
で，どうすれば多
くの人に読んでも
らえるかを考える
ことができる。

・農薬の使用について
は，食の安心・安全の
面から最低限の使用量
にしており，引き続き
実施していきたい。阿
波市の給食センターが
合併したので，農産物
の納品量が多くなり対
応できなくなった。今
後，別な形で提供でき
るよう検討していく。

・食育通信の内容につい
ては，農業科・商業科
・ＰＴＡの協力を得な
がら家庭科教員が編集
を担当し発行してい
る。今後分担するなど
して取り組んでいきた
い。

・各種講演会や健康診断
事後指導は，少しずつ
生徒の健康管理意識を
高める機会となってい
る。
・水道量が昨年度を上回
った理由として漏水の
影響が考えられるが，
普段の生活もさらに見
直す必要がある。

・食育に関する講演会の
内容についても新たな
取り組みを模索し，生
徒の食に関する意識を
高めたい。

・毎日，清掃に取り組め
ているが，ゴミが落ち
ていることから，日常
の生活マナーが十分守
られていないことがう
かがえる。マナーを守
ることができる生徒育
成に努めたい。
・地元小中学校への農産
物供給は今後の検討課
題である。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｎｏ７

Ｅ：６０％未満達成

