平成２９年度学校評価総括評価表
重点課題
１学校運営の充実

重点目標

自
評価指標

己
評
評価指標と活動計画

価
評価指標の達成度

徳島県立吉野川高等学校

評

価

評定

総合評価

（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

年10回以上

①-1 職員研修

年７回実施

Ｂ
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に関するアンケート
の実施
100％

①-2 管理シート活用職員アンケート
100％

①-3 教員間の協力度を計るアンケートの実
施
90％以上

①-3 共通理解，風通しの良さ97.8％

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
ウイルスチェック 年6回以上

①-4 ｳｨﾙｽﾁｪｯｸ

②-1 地域に向けた開放講座の実施
年5回以上

②-1 ９月以降

②-2 地域と連携した取り組みや地域の保全
活動の実施
年20回以上

②-2 部活動や専門教育による地域貢
献活動
27回実施

③-1 学校ホームページの更新

③-1 学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新
ｱｸｾｽ数

年50回

Ｂ

３回実施

２講座３回実施

Ｂ

77回
158,593件

Ａ
③-2 体験入学の満足度を計るアンケートの
実施（保護者を含む）
90％以上

活動計画
①-1 コンプライアンス，特別な支援を必要
とする生徒への対応などに関する研修会
を実施する。
①-2 職員共有サーバーを活用し，校務の効
率化を図るとともに，資産管理シートの
活用の徹底を図る。
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 情報セキュリティポリシーを遵守し，
情報漏洩防止を図る。
②-1 農業科・商業科の特色を生かした公開
講座等を実施する。
②-2 アグリクラブ・ビジネス研究部等の部
活動や専門教育を通してボランティア活
動を推進する。

③-2 生徒満足度
保護者・職員満足度
自ら希望して参加

97％
97％
76％

活動計画の実施状況
①-1 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修3回，教育相談ケース会議
1回，主権者教育研修1回，特別支援教育
1回，ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修1回
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で
きた。
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 ９月から実施したが，人数が集まらず中
止になった講座があった。
藍染め体験2回(9/23,10/1)17名,ｲﾁｺﾞｼﾞｬ
ﾑづくり体験1回(9/30)9名
②-2 押し花アート講習会５回（延31名参加）
野菜収穫体験１回（１０名参加）
法輪寺への接待１回（２名参加）
はちみつ祭り１回（10名参加）
鴨島駅前の花壇整備１回（20名参加）
子どもゆめまつり２回（延９名参加）等

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，ホームページの更新
や充実を図る。

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意識し，そ
の都度リアルタイムで発信している。

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。

③-2・野
菜（20名参加）
・押 し 花（10名参加）
・藍 染 め（13名参加）
・食品製造（12名参加）
・簿記入門（40名参加）
・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ入門（47名参加）
・接客実習（40名参加）
(中学生182名,保護者31名,引率教員27名参加)

【 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

）

・コンプライアンス研修
をとおして勤務区分の
徹底に努めるとともに
風通しのよい職場づく
りを推進しているので
職員間の意思疎通がス
ムーズに行われてい
る。今後は，働き方改
革に合わせて，教職員
の時間外勤務を少なく
する方策を考えていか
なくてはならない。
・学校ホームページの更
新回数は，前年度(約1
00回)より減少した。
実施する事業や各課が
実施する行事等を計画
的に掲載していく必要
がある。
・部活動（ＪＲＣ部等）
や専門教育を生かした
ボランティア活動は，
前年度に比べて実施回
数は減少した。積極的
に地域の施設に連絡し
実施回数を増やし，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て
いる。次年度は，開放
講座がすべて開催でき
るよう内容を魅力ある
もの改善し，地域に広
報していきたい。
・今年度の体験入学は，
前年度より参加数は増
加したが中学生，保護
者とも満足度は，やや
下がった。その理由と
して，自ら希望して参
加した割合が低かった
ため，意欲的に参加し
なかったことが一因と
考えられる。学校ホー
ムページや新聞等のメ
ディアを活用し，本校
の魅力を中学生に発信
していきたい。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｎｏ.１

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

・学校開放講座で，外部
の方が受講し，教員や
生徒が講師として学校
の特色を活かした講座
が実施されていること
がわかった。特に藍染
めは人気なので２回行
い，今年度はストール
を染めたり，イチゴ
ジャムを作ったりと，
地域の方にも喜んでい
ただいているとのこと
なので，今後とも新し
い工夫をして地域の方
との交流に取り組んで
ほしい。

・ 学校開放講座は，地

・今年度は，体験入学で
は多くの生徒が参加し
たため，今までは複数
の講座を受講できた
が，１講座しか受講し
てもらえなかったこと
が満足度が下がった理
由であろう。
・参加希望者は，吉野川
市や阿波市（土成）出
身の生徒が多いことか
ら近隣地域から注目さ
れる学校であることの
表れでありよい傾向で
ある。
・今年は，作付けの時期
に気温が上がらず，野
菜の生育に影響が出て
収穫ができず，スクー
ルカフェや農産物販売
販売を中止をした回も
あると聞いた。また雪
のため実施できなかっ
た回もあるようなの
で，開催日に集客が増
加できるよう何か対策
を考えるべきである。
・校外販売実習では，生
徒が緊張してしまい，
地域の方とのコミュニ
ケーションが上手く取
れなかったこともある
と伺った。学習効果を
上げるためにも販売回
数の確保が望まれる。
・商品知識を増やした
り，目玉商品の開発や
体験型の販売も模索し
てはどうか。
高校の商品であること
をアピールする「見た
目の演出」も重要だ。

Ｅ：６０％未満達成

域の方に本校の学習
内容を知ってもらう
よい機会となってい
る。今後も継続して
いくためにこれまで
以上に広報すること
はもとより内容もよ
りよくしていきた
い。
・中学生体験入学は，
本校の学習内容を中
学生や保護者に知っ
てもらうよい機会な
ので，内容等を改善
しながらよいものに
していきたい。
・「アグリ吉野川」や
「スクールカフェ」
等の活動は，４年目
を終え，地域住民か
らよい評価をいただ
いているが，まだ，
十分とはいえない。
今後とも，地域の行
政機関や地元の事業
所等と連携し，地域
に出向き，出張カフ
ェや販売を増やして
いく。
・学校ホームページに
おいて，本校に興味
のある中学生や保護
者等は，部活動の活
動状況や各科の紹介
のページをよく見る
と思われるので，そ
の点を考慮しながら
内容の充実を図る。
・課題研究発表会は，
農業・商業科の合同
開催にして３年目に
なる。今後の課題と
して内容の充実を図
る必要があるので，
各科がそれぞれの特
色を生かした研究に
主体的に取り組む。
・本校の特色ある取り
組みを広く知っても
らうために，新聞社
等のメディアに積極
的に情報提供を行
う。

平成２９年度学校評価総括評価表
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。
3) 主権者意識を高める教育を推進する。

（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図書館の魅力の向上
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
③公民科をはじめとした各教科の授業や
ホームルーム活動，学校行事等の実施

自
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・教科会の
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
・基礎学力に向けた取り組み満足度
80％以上
①-3 校内読書会の実施回数と参加者数
年6回 120人
①-4 貸出冊数
1,500冊
①-5 読書感想文の応募数
360人
①-6 図書館だよりの発行回数
年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
①-9 朝読週間の実施回数
年10回
①-10朝読週間
生徒満足度
75％以上
②-1
［農業］
・日本農業技術検定３級
農業科学科，生物活用科１年
受験率:100％
合格率:90％以上
・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:100％
合格率:90％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
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
③-1 ｢政治や選挙への関心が高まった｣と回
答した生徒
70％以上
③-2 主権者教育に関するﾎｰﾑﾙｰﾑ活動や学校
行事の実施
年3回以上

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 購入希望図書アンケートを実施する。
①-8 図書館を利用した授業等でアンケート
を実施する。
①-9 毎月１週間朝読週間を実施する。

価
評価指標の達成度

徳島県立吉野川高等学校

評

価

評定

①-1 職員研修・学力向上委員会
計３回実施
①-2 ・生徒授業満足度
77.7％
・職員授業充実度
93.5％
・保護者学力向上満足度 79.6％
保護者学習内容充実度 81.2％
・生徒基礎学力満足度
63.8％
職員基礎学力満足度 100.0％

Ｂ
（
Ｂ

①-3 校内読書会６回実施（155名参加）
①-4 貸出冊数
1,142冊
①-5 応募数
352人
①-6 発行回数
10回発行
①-7 蔵書満足度
44.4％
①-8 入館者数
3,801人
①-9 朝読週間
年10回実施
①-10朝読週間生徒満足度
84.5％
②-1
［農業］
・日本農業技術検定３級 88.4%(38/43)
・日本農業技術検定２級 20.0%(1/5)
・ﾌﾗﾜｰ装飾検定３級受験率100%(7/7)
合格率100%(7/7)
・園芸装飾検定３級受験率100%(9/9)
合格率88.9%(8/9)
［商業］
・全商３級１種目以上 取得者96.3%
・全商２級１種目以上 取得者66.3%
・全商１級１種目以上 取得者 46名
・全商１級２種目以上 取得者 ４名
・全商１級３種目以上 取得者 ４名
・日商簿記２級合格
０名
②-2 ｢『GO!GO!ｴｼｶﾙ』わくわく德島ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣,
｢eとくしま高校生ﾏﾙｼｪ｣,｢『德島ならでは』のものづくり事
業｣,｢TOKUSHIMA消費者教育活性化事業｣を計画通
り実施
③-1 ｢政治や選挙への関心が高まっ
た｣と回答した生徒 （ ｱﾝｹｰﾄ未実施）
③-2 主権者教育に関するﾎｰﾑﾙｰﾑ活動
や学校行事の実施
３回実施

所

見

）

・職員の学力満足度が10
0％に対し，生徒基礎
力満足度が63.8％と低
い。基礎力診断テスト
の結果が向上している
ことを視覚的に提示し
ていく。
・全職員が学力向上プラ
ンの内容を理解し，組
織的，協働的に取り組
んでいきたい。

Ｂ

Ｂ

活動計画の実施状況

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。職員研
修として基礎学力診断テストの説明会を１
回行った。
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 図書委員（39名）を中心に,一学期に３
回読書会を実施した。
①-5 全校生徒に夏休みの課題として,読書感
想文を課した。
①-7 図書館だよりで知らせ,随時受け付けて
いる。
①-8 二学期に実施した。
①-9 毎月実施し，84.5%の生徒が充実してい
ると回答している。

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。

②-1 商業科では,電卓検定や簿記検定，情報
処理検定の補習を２週間実施した。農業科
では園芸装飾の補習を15日実施した。
②-2 上記の４事業について，実施計画どおり
実施した。

③-1 生徒を対象としたｱﾝｹｰﾄを実施する。
③-2 主権者教育指導計画に基づいて実施す
る。

③-1 生徒アンケートは実施できなかった。
③-2 一学期に出前講座（３年生）と職員研修
を実施した。二学期にホームルーム活動を
実施したが，三学期の出前講座（２年生）
は，日程の都合がつかず実施できなかった。

【 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

総合評価

・今年度は，図書委員を
当番制にして，週に１
回は図書館を利用する
ようにしたが，入館者
は目標に1,000人以上
届かなかった。貸出冊
数も目標に350冊以上
届いていない。
・蔵書の満足度は，図書
委員→100％，生徒→4
4.4％と差がある。漫
画や雑誌を置けば利用
者は増加するかもしれ
ないが，本来の図書館
のあるべき姿ではな
い。スマートフォンの
普及により，ますます
活字離れが進んでい
る。
・朝読週間では，ほとん
どの生徒が前向きに読
書を行っており，満足
度も前年度と同様80％
以上であった。図書館
に自分が読みたい本が
あると答えた生徒が少
ないので内容の充実が
望まれる。
・農業科の園芸装飾とフ
ラワー装飾の資格は，
前年度と同様高い合格
率であった。商業科の
検定取得者の割合は，
目標値より低いもの
の，かなり近づいたと
いえる。今後とも各生
徒に資格取得の意義を
教え，目標が達成でき
るよう補習等の充実を
図る。
・今後とも様々な事業の
指定を受け，学校全体
で積極的に取り組み，
地域に貢献できる学校
づくりを推進する。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｎｏ.２

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

・漢字検定は，年間２
回実施し，それぞれ
50名程度受検し，合
格率は３級で50％程
度であるが，級が上
がる毎に合格率は上
がる傾向にあると伺
った。得意な生徒や
意欲のある生徒が受
検するためと思われ
るが，不合格だった
生徒にどう意識付け
をしていくかを今後
の課題として改善し
て欲しい。

・生徒と教職員とでは，
学力向上の取り組みア
ンケートで，大きな開
きがある。それは，生
徒が基礎学力が身につ
いている実感が持てて
いないためであり，
「見
える」化ができていな
い。この１年間どれだ
けの基礎力が身につい
たかを数値化するため
に，国・数・英に関し
て年度初めと年度末に
同じテスト行い，その
指標とする。また，業
者テストでのランク等
も活用する。

・基礎学力診断テスト
結果において，D3の
生徒がD2に上がるな
ど，基礎学力も向上
してきているように
思う。教員は評価し
ているが，生徒は実
力がついたかどうか
わかっていないとこ
ろもある。年間を通
してこれだけできる
ようになったと生徒
が見てわかるような
「見える化」方法が
あると，生徒はさら
にやる気が出るので
はないか。

・図書館の利用状況を改
善させるため，ＨＲ活
動や国語の授業時間に
図書館を利用する。こ
の時，読書をさせるだ
けでなく，グループご
とに分かれ，読んだ本
の内容や感想を発表さ
せるようにする。また，
クラスごとで貸出冊数
を競わせたり，学期ご
とに表彰するなどの取
り組みを行う。
・本校では，自分に自信
が持てない生徒が多い
ので，叱るだけでなく
褒めて伸ばす指導も取
り入れていく。また，
資格取得にも力を入れ
合格率を上げていきた
い。

・教科によっては１学
期の問題を学年末に
再度解かせたりして
いる。「実力がつい
ている」ことに気づ
くことが大切だと思
われる。特に今後必
要とされる国語力の
・課題研究研究発表会の
強化を図ってほしい。
ように大勢の前で話を
・「 小さな改善活動」
が大事。ちょっとだ
けやり方を変えてみ
る。努力したが結果
に結びつかない人も
いる。努力したこと
が見えるようにして
やるとモチベーショ
ンも上がるのではな
いか。
・有権者の生徒もいる
と思うが，選挙に関
することも学校で教
えているのか？
・主に３年生の現代社
会で，選挙権につい
て学び，また，３年
生の１学期に市の選
挙管理委員会からの
出前講座を受講して
いる。有権者の生徒
もいると思うので，
大事な１票を有効に
使おうという話は重
要だ。また，生徒会
役員改選で，模擬選
挙などを実施し，興
味や関心を持たせた
ことも有権者である
ことを学ぶ良い機会
であると思う。

Ｅ：６０％未満達成

する機会をできるだけ
増やし，自分の考えを
相手にしっかり伝える
力を身につけさせる。

・主権者教育の年間計画
をもとに，ＨＲ活動や
出前講座を積極的に行
い，自分たちの１票が
社会をよくすることに
繋がっていくことを理
解させる。

平成２９年度学校評価総括評価表
徳島県立吉野川高等学校

重点課題
３生徒指導の徹底

重点目標

自
評価指標

己
評
評価指標と活動計画

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，身だしな
みを整え，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集会時や校長室・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いじめ防止等対策委員会の積極的活用

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4.5％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・地域住民のからの苦情や相談
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 校長室・職員室・進路室入室や集会等
において着用を徹底する。
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

事案が発生時，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
概ね実施
①-3 頭髪服装一斉指導時の違反率
1年 3.79% 2年 1.96% 3年 1.88%
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 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（学年会）
実施
４回
④
いじめのｱﾝｹｰﾄ実施
年２回
⑤
いじめ事案が１件あったが，部
活動内限定であったため，開催し
なかった。

学校関係者評価
学校関係者の意見

総合評価

・挨拶は大分できるよ
うになってきたが，
交通マナーの悪さで
（ 所
見 ）
地域の方から苦情の
電話をもらうことも
・生徒のｱﾝｹｰﾄ結果から，
あるようだ。生徒指
挨拶については８割以
導課を中心に登下校
上，服装・頭髪につい
の巡視に力をいれて
ては９割以上の生徒が
いただきたい。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

きちんとしていると回
答している。保護者や
教職員についてもほぼ
同様の結果が出ている
ので，今後とも継続し
て指導していきたい。

Ｂ
Ｂ

活動計画の実施状況
①-1 毎朝校門で５名程度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（ 毎月１回）
鴨島駅周辺での立哨指導
12回実施
夏季休業日中巡視(花火大会･阿波踊り等)
12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84.7%
生徒90.9%
保護者 92.4%

・校外での生徒の行動に
ついて，地域住民から
苦情の電話が時々あ
る。今後とも登下校指
導を継続し，ﾏﾅｰの向
上や交通事故防止に努
めていきたい。また，
昨年二学期からﾍﾙﾒｯﾄ
着用のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施
しているが，ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
生徒の着用率は低い。
交通安全意識よりﾌｧｯｼ
ｮﾝ性を重視する生徒達
に命の大切さを意識さ
せたい。

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
導を学年会で全体に確認しながら行った。

・ｱﾝｹｰﾄにも記入せず，
教職員への相談もない
状態からいじめ事案が
発生したことから，教
②-1 職員朝礼において共通理解が必要な事項
職員の教育相談力を育
は随時連絡を密にし，意思の疎通を図った。
成する取り組みが必要
②-2 苦情や相談が毎月１件程度あったので，
である。
立哨指導を実施するなど迅速かつ誠実に対
応できた。
・生徒指導上の諸問題
③
年度初めには学年別に情報交換会を行い
は，前年度と同様減少
生徒の家庭環境や学校生活に関する状況等
している。遅刻や欠席
の情報を共有できた。
する生徒についても減
④
アンケートの結果により面談等を実施
少傾向にあるが，学校
し，早期対応に努めていたが，いじめ事案
生活に集中できていな
が発生した。
い生徒が若干おり，家
最近いじめられたことがある(ｱﾝｹｰﾄ調査)
庭との連携を密にして
１年生(０名) ２年生(０名) ３年生(０名)
いく必要がある。
⑤
上記のアンケート結果からいじめとされ
る事案は，見られなかったが，いじめが発
・今後とも教職員の組織
生したため迅速に組織的な対応を行った。
力の向上と共通理解を
図り，地域住民や近隣
中学校から信頼される
高校をめざしていく。

【 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

Ｎｏ.３

次年度の課題と
今後の改善方策
・登下校時にイヤホンで
音楽を聴きながらやス
マートフォンを見なが
らの自転車運転は，周
りの状況がわからず，
事故を起こす危険があ
る。このことを周知し，
指導を徹底していきた
い。

・イヤホンをつけて音
・自転車の並進，ゴミの
楽を聴きながらや，
ポイ捨てなど一部の生
携帯を触りながら登
徒の登下校のマナーが
下校する生徒が多い
悪く，地域住民からの
点は問題である。両
苦情がある。社会人と
耳にイヤホンを入れ
して必要なマナーとし
ていると，周囲の音
て，指導を徹底すると
が聞こえにくいので，
ともに，生徒会に協力
危ないということを
してもらい，生徒自身
生徒には繰り返し警
で解決できるよう取り
告してほしい。
組ませる。
・喫煙や喧嘩での指導
は少なくなったが，
ツイッター等での誹
謗中傷に関する携帯
に関するトラブルが
増えている。
・昔のガキ大将的なリ
ーダー的存在の生徒
はいないようだが事
案によって，他校の
生徒が関係している
と指導しにくい一面
もあるであろう。

・スマートフォンや携帯
電話でのトラブルに巻
き込まれないよう学校
だけでなく家庭でも協
力してもらうため，保
護者対象の情報モラル
講習会を開催する。
・生徒との信頼関係構築
は，日頃から生徒をし
っかり観察すること
や，毎朝の立哨指導で
の声かけなど地道な取
り組みが重要なので，
一部の教育が行うので
なく，すべての教職員
が行っていく。

・遅刻率が減ってきて
いるので，学校も落
ち着いてきているの
ではないか。今年度
・今年度，いじめ防止基
遅刻率の目標が1.3
本方針を新たに策定し
％でほぼ達成できそ
たので，この方針に従
うなので，来年度は
っていじめの早期発
目標をさらに高く設
見，早期対応を図るた
定してみてはどうか。
め，いじめのアンケー
・昨年度までPTA総会
の授業参観は進路後
援会やガイダンスを
実施していたが，今
年度はクラス担任に
よる授業参観が実施
された。保護者の方
に授業を見ていただ
けるところまで学校
が落ち着いてきた成
果だと思う。

Ｅ：６０％未満達成

ト調査とともにカウン
セラー室を利用しての
悩み相談などを行って
いく。

平成２９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
４人権教育並びに
特別支援教育の推進

重点目標
（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。

評価指標

己
評
評価指標と活動計画

価

①-1 生徒の参加体験型の活動を取り入れた
人権学習ホームルーム実施回数

総合評価

５回実施

①-2 生徒の満足度

75.2%

Ｂ
Ｂ

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
数

②-1 11月実施
②-2 生徒の満足度

84.4%

②-3

・中･高生による人権交流事業への参加回
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

（下位組織レベル）

①-1 人権ホームルーム

価

評定

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

評

評価指標の達成度

数

・人権交流事業への参加
・人権標語提出

（

12回

所

見

）

全員提出

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

・７割以上の生徒が人

・今年度，セクシャルマ

権ホームルームに満

イノリティについての

足しているという結

研修会や聴覚障がい者

果は,人権の日の人

の人権映画会を実施し

権委員への指導がで

た。現代社会での様々

きているからであろ

な問題を研修し，教職

う。また,生徒達に

員の指導力向上を図っ

よる啓発活動という

ていく。

点も身近な問題とし

ﾎﾟｽﾀｰ(美術選択者のみ) 全員提出

・生徒による「 人権の日」

Ｂ

書道作品は，書道部員が提出
・人権の日における啓発活動

Ｎｏ.４

９回

の啓発活動を毎月継続

て考えさせるよい機
会となっている。

して実施している。朝

年9回

のＨＲ活動時に人権委

・同和問題は，人権教育
の中でも中核を担う非
常に重要な問題であ

・保健室で悩みを訴え

り，まだ完全に解決し

①人権学習ホームルーム活動の充実

②-4 人権教育教職員研修の実施回数 年8回

②-4 職員研修(HR活動事前研修含む)

７回

員が人権啓発文の発表

ている生徒が多いが,

ていない状況である。

②人権啓発活動の充実

②-5 “あわ”人権学習ハンドブックの活用

②-5 ハンドブックの活用

５回

を行っており，生徒の

養護教諭と担任との

これまで，水平社宣言

人権学習の充実度は，

連携もうまく機能し

や就職差別，結婚差別

一学期末より4.3％ア

ているようだ。長期

などを学習してきた

ップしている。職員室

休業明けは不登校の

が，さらなる深化を図

③-2 特別支援教育職員研修 １回実施

においても同様の啓発

生徒が多くなる時期

っていく。

④-1 こころと体の健康カードの活用 年2回

④-1 全校生徒へのｱﾝｹｰﾄ実施

活動を同時展開し，生

である。今後とも生

④-2 カウンセリング室の開放

④-2 カウンセリング室開放

徒・教職員とともに，

徒を注意深く見守っ

人権について考える機

ていただきたい。

③教育相談・特別支援教育における教職
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

年5回以上
③-1 教育相談教職員研修の実施回数 年1回

③-1 教育相談職員研修

１回実施

Ｂ

(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
週1回

２回

Ｂ

毎週金曜昼休に開放
④-3 二者面談・三者面談に同席（適宜）

④-3 特別支援(教育相談)三者面談

会となっている。

３回実施
⑤-1 就労体験・実習協力事業所の確保

⑤-1 就労体験協力事業所

２社以上
⑤-2 特別な支援を必要としていた卒業生の
継続支援を行う。

のべ２社以上

活動計画
①-1 人権教育主事と学年主任・担任との連
携を図る。
②-1 人権映画鑑賞によって人権意識を高め
る。
②-4 人権問題の実態から学ぶ研修を実施す
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開放することによ

３事業所確保

Ｂ

⑤-2 職場訪問による継続指導２社訪
問，３名支援

⑤-2 職場訪問をし，継続支援を行う。

・カウンセリング室での

う３年間クラス替え

よう，今年度改定した

相談日の利用は，４名

のない環境であるこ

基本方針のもと，いじ

であったが，保健室で

とが,生徒達の居場

め防止等対策委員会を

は時間を問わず養護教

所を作っているので

定期的に開き，共通理

諭が相談を受けて，必

はないか。

解を図っていく。

要に応じて担任や学年
・カウンセリング室が

・今後，県外からの移住

による人権問題，偏見と差別，就職差別に

りながら対応をしてい

相談ではほとんど利

者や外国籍をもった人

関するホームルーム活動を実施した。

る。

用されていないので

が増えてくることが予

あれば,「生徒用会

想されるため，そのよ

②-1 二学期に聴覚障がいの人権について映画
会を実施した。

・ハローワーク専門援助

②-4 一学期にセクシャルマイノリティについ
て研修会を実施した。
③-2 障害者総合支援法における就労支援につ
いて研修会を実施した。

議室」など,別の用

うな生徒がいじめられ

部と徳島障害者職業セ

途での使用を考えて

ることがないよう，す

ンターに相談し，就業

みても面白いかもし

べての教職員で共通理

体験事業所を紹介して

れない。

いただいた。生徒と事

④-1 特別な支援を必要とする生徒の保護者と
の面談を３回実施した。
④-2 カウンセリング室利用についての掲示
し，２名の相談を実施した。

業訪問を行う 。

ても迅速に対応できる

主任・教頭と連携をと

徒が相談しやすい環境作りに努める。

⑤-1 外部機関と連携を深めるとともに，企

いないが，いつ起こっ
・１学科１クラスとい

①-1 人権意識調査を実施し，インターネット

や，教育相談に関する文書を保護者に配布

・相談を図る。

する深刻な事案は出て

活動計画の実施状況

り生徒個々の状態を把握するとともに生
④-3 みなと高等学園他，関係機関との連携

・本校では，いじめに関

解を図り，声かけや観
察を行い，すべての生

業者とのきめ細かい橋

・三年生が卒業後は支

渡しをいていただき，

援の必要な生徒がい

雇用に繋げることがで

なくなるとのことで

きた。

あるが,これまで培

徒が楽しい学校生活が
送れるようにする。
・人権に関する啓発活動

った。特別支援のノ

を積極的に取り入れる

④-3 若者地域サポートステーション等と連携

ウハウを生かした一

とともに，生徒の満足

を図り，保護者・生徒の相談を実施した。

人一人に適切な指導

度が高まるよう事前研

をお願いしたい。

修会や教材の工夫や指

⑤-1 ハローワーク等と連携を深め，２事業所
の訪問を実施した。

導方法を検討する。

⑤-2 卒業生の職場を訪問し，生徒の状況を確
認し，事業所からの相談を受けた。

【 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２９年度学校評価総括評価表
徳島県立吉野川高等学校

重点課題
５
実

進路指導の充

重点目標

自
評価指標

己
評
評価指標と活動計画

（全 体レ ベル ）

①-1 外部講師招聘回数

1) キャリア教育を通して望ましい勤労観・

①-2 校内・校外ガイダンス実施

価
評

評価指標の達成度
年3回
年各3回

①-1 外部講師招聘回数
①-2 校内・校外ガイダンス実施

校内３回
①-3 進路補習実施

2) 進路情報の的確な提供による進路指導の

生徒の満足度80％以上

①-4 企業見学・職場体験の実施

充実を徹底する。

総合評価

２回

職業観の育成と自らの将来設計の構築を図
る。

価

評定

①-3 進路補習実施

Ａ

Ｂ

夏季休業中５日

①-4 企業見学・職場体験の実施

20事業所程度

（ 所

26事業所39名

見 ）

3) 進路先の確保並びに定着化のための指導
体制の充実に努める。

②-1 保護者への説明および情報提供
担任の面談実施回数

年2回

②-1 保護者への情報提供

各人2回以上

②-2 １・２年進路ホームルーム活動の実施

２回

担任の面談実施回数 各学期１回
②-2 １・２年進路ﾎｰﾑﾙｰﾑ活動の実施

年4回
②-3 就職・進学資料の提供

年5回程度

②-4 特別支援を必要とする生徒の進路相談

・今年度も外部講師によ

企業訪問の実施

200事業所

④

学年ごとに教員研修会を実施

年2回

①-1 就職ガイダンス等において外部講師の

進

がある。生徒の希望す

を生かした就職が

る職種から求人がもら

叶うよう，さらに

えるよう企業訪問を行

学校のＰＲに努め

い，生徒の希望する職

ていただきたい。

種に就職できるよう努
力する。

講演会を実施した。

・就職試験を受ける

10回

時に進路ガイダンスを

変好ましい。ミス

となっており，就職後

実施し，保護者の方に

マッチを避け，生

にミスマッチに気づき

も参加していただき詳

徒の就業意欲を高

やめてしまうケースが

細な情報提供を行うこ

めるためにもより

ある。就職先を決める

とができたが，今年度

多くの企業に協力

前に，インターンシッ

は，別の日に実施した

を求めてほしい。

プや職場見学を十分行

③
④

企業訪問の実施

213事業所

学年ごとに教員研修会を実施

Ｂ
Ｂ

活動計画の実施状況

う。
・四年制大学に入学

た。今後の方策として，

希望の生徒が将来

・本校在学中に社会人と

担任を通して保護者と

母校に帰って教職

して身に付けて欲しい

５月・11月・３月に進路ガイダンス，８

の連絡や情報提供を密

に就きたいとの希

力を吉野川高校スタン

月に３年生の就職希望者対象に就職ガイダ

にするとともに，研修

望を持っていると

ダードとして掲げてい

ンスを実施した。

会の開催も考えなが

のこと。生徒の向

る。これを教員・生徒

ら，就職や進学につい

学心を揺さぶり,

が常に意識しながら取

て深く知ってもらうよ

よい循環を作るた

り組む。

うにしていきたい。

めにも是非，実現

①-3 ３年生対象に就職・進学に向けた５教科

施する。

ため保護者への情報提
供が十分できなかっ

①-1･2

会を実施する。
①-3 就職・進学に向けた５教科の補習を実

の求人数には大きな差

27名

①-2 分野別，職業体験型，就職・進学説明

研修を実施

いく生徒が多いが
専門高校での学び

②-4 生徒の進路相談

活用を図る。

④進路指導の力量を高めるため，教職員

向にあるが，業種ごと

②-3 就職・進学資料の提供

な進路指導の徹底
③個々の進路希望に応じた進路開拓の推

は，製造業の方へ

・生徒の早期離職が問題

２回

活動計画

・本校の求人数は増加傾

前の企業見学は大

いた取り組みの推進
②生徒理解を深め個に応じたきめ細やか

・就職の業種として

前年度は，ＰＴＡ総会

（下 位組 織レ ベル ）
①キャリア教育全体計画の策定とそれに基づ

次年度の課題と
今後の改善方策

４回

随時
③

学校関係者評価
学校関係者の意見

るガイダンスの実施や

Ａ

の補習を実施した。 ５日間：7/21 ～7/27

を後押しするよう
・学んだ知識や技術を発
②-1 保護者対象の進路ガイダンスや面談等

②-1 ＰＴＡ総会後に，担任との保護者面談を

揮できるような職場を

実施した。また，夏季休業には三者面談を

開拓していくために資

を実施する。

実施した。
②-2 「キャリアノート」を活用した進路ホ

②-2 「キャリアノート」を活用し，就職に必

ームルーム活動を実施する。

要な自己ＰＲ，面接トレーニング等を実施
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

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 。

新規の企業訪問を実施し，新たに開拓し
た企業は３社であった。

な指導を期待す

科も専門学科に関連す

る。

る四年制大学に進学し
た。今後とも，この流

格取得や専門教科を生

・商業科の生徒が徳

れが継続できるよう進

島大学の地域枠に

学体制の強化を図って

みを積極的に広報して

合格したことは大

いく。

いく必要がある。

変素晴らしい。地
域のリーダーを育

・最近問題となっている

・生徒の進路に関する意

てるための重要な

スマートフォン等の使

識の向上に向けて，本

取り組みであると

用方法の情報モラルを

校におけるキャリア教

考えるので，今後

徹底するため，保護者

育を体系的に実施でき

とも継続して取り

にも協力を求めながら

るよう全体計画と年間

組んで欲しい。

講習会等を開催する。

計画を毎年チェックと
④

学年会等を活用し，進路指導の研修を
実施する。

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

・今年度，農業科も商業

かした活動等の取り組

した。
②-4 支援が必要な生徒に対し，担当教員や

Ｎｏ.５

改善を行い，教職員に
周知していく。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｅ：６０％未満達成

平成２９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
６活力ある特別活
動の推進

重点目標

評価指標

己
評
評価指標と活動計画

価
評価指標の達成度

評

価

評定

総合評価

（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
①-2
①-3
①-4
①-5

生徒会活動に対する満足度
70％
あいさつ運動実施
年10回以上
ホームルーム活動の充実度
70％
各種委員会の充実度
70％
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，フラワーアレンジメント等
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
実や改善について指導する。
①-2 校門であいさつ運動を毎月実施する。
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。
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グリクラブで
の質の高い作品作りを展開する。

①-1
①-2
①-3
①-4
①-5

生徒会活動に対する満足度88.1%
あいさつ運動（予定含む） 26回
ホームルーム活動の充実度81.7%
各種委員会の充実度
74.6%
学校祭の満足度
72.6%

②-1 1年生100%,2年生74.5%,3年生80%
②-2 各部主将，部長会
２回
②-3
（商業）
・簿記ｺﾝｸｰﾙ(個人で全国大会出場)，
ワープロ競技会(四国大会出場)，意
見体験発表大会(３位入賞)，情報処
理競技会(個人の部３位入賞）
（農業）
・意見発表(分野Ⅰ類 生産･流通･経営)四国大会
最優秀賞により全国大会出場，意見
発表（分野Ⅲ類 ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ）四国大会
最優秀賞により全国大会出場，ﾌﾟﾛｼﾞ
ｪｸﾄ発表(分野Ⅲ類 ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ)四国大会
優秀賞受賞，農業鑑定競技会(分野:農業,
園芸)全国大会２名出場
・押し花アート，藍染め等
県内：第25回放美展(四国大学賞1,入選4)，
第45回全国公募県手工芸展(最
優秀賞1,優秀賞1,佳作1)，第６回四国
大学生活科学部生活科学科藍
染めｺﾝﾃｽﾄ(優秀2,優良1,奨励1)
全国：第14回全国高校生押し花ｺﾝﾃｽ
ﾄ(優秀賞1,押し花きれいで賞1)

Ｂ
Ｂ

（ 所

Ａ

見 ）

・あいさつ運動では，生
徒会が中心となり「あ
いさつをしよう」とい
う看板を持って大きな
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。
・部活動入部率は全体で
84％と前年度より５ポ
イント低くなってい
る。今後は，経験者の
技術面や精神面の向上
はもとより，初心者も
続けられるよう魅力あ
る部活動となるために
さらなる活性化を図り
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施できて
いる。
①-2 4月3回,5月3回,6月3回,7月2回,9月2回,10月3回,11月2回
12月2回,1月3回,2月3回
①-4 校門前でのあいさつ運動は毎月実施して
いる。地域等でのボランティア活動等は，
生徒会役員と環境美化委員が７月12日に校
外清掃活動を実施した。ボランティア部等
の生徒が，江川周辺の環境整備を行った。
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 年度当初と総体前の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 簿記部・情報処理部等による商業に関す
る競技会では全国大会や四国大会出場に出
場した。また，農業クラブにおける意見発
表とプロジェクト発表は，県大会を勝ち抜
き四国大会へと駒を進め，意見発表の２分
野は，最優秀賞を受賞し，農業鑑定競技を
合わせた４名が全国大会に出場した。押し
花アートや藍染めは，上記のとおり全国２
作品，県内12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

・商業科の発表や競技会
については，前年度に
引き続き，今年度も一
定の成果を上げること
ができた。今後とも商
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
の強い生徒や成績の優
秀な生徒を中心に取り
組んでいきたい。
・農業科については，農
業クラブの発表大会に
おいて四国大会，全国
大会への出場を決め
た。また，押し花アー
トなどについても賞を
受賞するなど成果を上
げている。今後も本校
独自の工夫を凝らしな
がら指導を継続してい
きたい。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｎｏ.６

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

・朝のあいさつにとど
まらず，日中も「こ
んにちは・さような
ら」が言えるように
なっていることはあ
いさつ運動の良い効
果が出ていると言え
る。

・今年度，生徒会が中心
となりあいさつ運動を
26回実施した。この活
動は，生徒の成功体験
につながる取り組みな
ので，今後とも継続し，
地域住民に対してもし
っかりあいさつができ
るようにしていく。

・させられているので
はなく,自分達が能
動的にしているとい
う体験に生徒達が出
会えたら,社会人に
なった時かなり役に
立つだろう。
・今年度の学校祭のテ
ーマは「新しい」を
キーワードにしたも
のであった。生徒達
の中にも自信ができ,
次の段階を求める機
運が高まってきてい
るのではないか。
・学校祭において,昨
年度から部活動のメ
ンバーで模擬店をす
るなど活気が出てき
ている。リーダーを
育てるという視点か
らも,適切な助言で
「やる気」を引き出
し,生徒の活動ぶり
を見守る姿勢が求め
られる。文化祭もゆ
くゆくは公開できる
ようになるのでは。

・生徒のアンケートによ
ると，部活動が活発に
行われているのが70％
と昨年度より大きく数
字が上がった。しかし，
まだ十分でないという
生徒もいることを認識
し，さらなる部活動の
活性化に取り組んでい
きたい。
・部活動の指導において
叱るだけでなく，褒め
て伸ばす指導を取り入
れるなど生徒一人一人
にあった指導方法を考
え，生徒の自己実現や
達成感が得られるよう
にしていく。
・生徒数に対して，部の
数の多さが部員数の少
なさにつながってい
る。しかし，ただ部を
減らすのでなく，魅力
ある部活動にするため
の努力を教員が考えて
いくことが大切であ
る。

・部活動を始め,すべ
・今年度，農業科も商業
ての特別活動は「誰
科も全国大会出場を果
が喜んでくれるか,
たした。今後も継続し
何のためにどうする
ていくため，生徒に目
か」を具体化して考
標をしっかり意識さ
える良い機会である。
せ，やればできるとい
今年度の実績を来年
う自信をつけさせる指
度にもつなげてほし
導を徹底していく。
い。

Ｅ：６０％未満達成

平成２９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
７
育

防災・環境教
の推進

重点目標

評価指標

己
評
評価指標と活動計画

価
評価指標の達成度

評

価

評定

総合評価

（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。

①-1
①-2
①-3
①-4
①-5
①-6
①-7
②-1

防災に関する情報提供
月1回
避難訓練
年3回実施
防災クラブの活動
年7回以上
保健だよりの発行
年8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。

（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

83％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。
85％以上
②-4 毒劇物・農薬使用の軽減
前年度比10％削減
③-1 食育通信の発行

年1回

①-1
①-2
①-3
①-4
①-5
①-6
①-7
②-1

防災に関する情報提供 月１回
避難訓練
３回実施
防災クラブの活動
７回
保健だよりの発行
７回
各種講演会の実施
２回
検診結果の通知 ４～７月通知
保健調査実施
２回
電気の使用量 前年を下回る
水道の使用量前年約23％上回る
②-2 アンケート調査
生徒 88％ 職員 91％
②-3 アンケート調査
生徒 71％ 職員 93％
②-4 必要最小限度にとどめている。

③-1 食育通信の発行

１回

③-2 食育関連講習会の実施

３回

Ｂ
Ｂ

Ｂ

Ｂ
③-2 食育関連講習会の実施

年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。特に，地域住民との炊き出し体
験を実施し，地域と連携を図る。

①-4 保健だよりを発行する。
①-5 心肺蘇生法講習会・歯科保健指導等を実
施する。
①-6 保護者に検診結果を通知する。
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。
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 食育通信の編集方法に工夫を加え，より
効果的に啓発を行う。
③-2 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。

活動計画の実施状況
①-1 防災計画を周知徹底するとともに，防
災に関する書籍や講演を紹介した。
①-2 ＨＲで地震発生時の対応の仕方や避難
経路，避難場所，危険箇所を確認した。
また，防災ハンドブックを配布した。
①-3 夏季休業中に防災に関する研修会に参
加し，６名の生徒が高校生防災士の資格
を取得した。地域防災訓練では９名が参
加した。また校内炊き出し訓練を実施し
た。
①-4 内容は生活習慣，胸骨圧迫，熱中症，
歯周病，インフルエンザ予防等
①-5 心肺蘇生法講習会，薬物乱用防止教室
を実施した。
①-6 各健診ごと１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 前年度と今年度の水道量・電気量の月
別使用量をグラフ化して掲示した。また，
節水・節電のシールを貼付した。
②-2 清掃活動や学校環境について生徒・職
員にアンケート調査を行った。
②-3 クリーンデイを定期的に実施した。ま
た，環境美化委員による清掃活動を実施
した。さらに生徒会と連携を図り地域清
掃を実施した。
②-4 最小限度の農薬散布が徹底できている。
③-1 吉高祭で食育アンケートの結果や食に
関するホームプロジェクトの展示を通し
て啓発を行った。
③-2 夏季休業中に家庭クラブと徳島工業短
期大学留学生が調理実習を実施し，食文
化の交流をした。

【 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

（

所

見

）

・Ｊアラートを使った初
期対応訓練・避難訓練
を実施した。また，地
震・火災による避難訓
練，消防署の方の指導
を仰ぎながらの消火訓
練や煙体験を実施し，
防災への意識を高める
ことができた。
・ハイゼックスを使った
校内炊き出し訓練を日
本赤十字社の方にご指
導いただいた。身につ
けた知識や技能を地域
や保護者の方，アグリ
・スクールカフェのお
客様と共有できる機会
を設け，知識・技能の
定着を図った。
・水道量の使用量が前年
度より大幅に上回っ
た。以前からの漏水が
悪化したためか，他に
原因があるのか，解明
を急ぎたい。
・毎日の清掃活動に真面
目に取り組めている。
その反面ゴミが落ちて
いたり，ジュースの汚
れがついていたりして
いた。ゴミをきちんと
ゴミ箱に捨てる，汚れ
たら拭き取るという行
動が常時とれるよう指
導していきたい。

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

・今年度は防災士の
資格取得に積極的
な生徒が増え,希
望が多かったこと
は非常に喜ばしい
ことである。

・昨年度に引き続き，県
の事業で防災士の資格
を６名の生徒が取得し
た。この資格を有効に
生かし今後，本校が災
害時の緊急避難場所と
して運営できるよう地
域の自主防災組織と連
携し様々な活動を行っ
ていく。

・校内の炊き出し訓
練でも，フードロ
スをなくすなどエ
シカル消費の視点
が生かされている
点も評価できる。
量販店や観光協会
もエシカル消費を
進めているので,
相談すれば今後の
取り組みの参考に
できるのではない
か。
・エシカルを新しい
取り組みの起爆剤
にするのであれ
ば，農場のロス野
菜を活用すること
なども検討すれば
どうか。
・清掃活動に懸命に
に取り組んでいる
ことは校内の整備
状況からうかがえ
る。美化意識の醸
成は自己肯定感を
高めることにもつ
ながると思われ
る。引き続き粘り
強い指導を期待す
る。

・企業の間でも「３
Ｓ活動（整備・整
頓・清掃）」が近
・健康診断の結果通知に
年盛んに言われて
より家庭での健康力向
いる。必要なもの
上につながった。また，
を適切な場所に置
各種講習会では，生徒
き，清潔に保つと
が熱心に取り組めた。
いう意識を学生の
時から身につけて
・家庭総合での食生活の
おくことは生徒自
学習として夏季休業中
身の強みになる。
の課題の料理レシピの
作成は，家族で食事に
ついて考えるよい機会
となった。食文化交流
を通して留学生と共に
調理する貴重な経験が
できた。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｎｏ.７

Ｅ：６０％未満達成

・昨年度，生徒の備蓄品
を購入したので，防災
クラブに本校の備蓄場
所や備蓄状況をしっか
り把握させ，災害時に
どう行動すればよいか
を日頃から考えさせる
取り組みを行う。
・食育については，家庭
科教員や家庭クラブが
中心となって発行して
いる食育通信がある。
内容は盛りだくさんで
充実しているが，文字
が多く読むのが大変で
ある。家庭科教員にお
任せでなく，農業・商
業の教員も食の安心・
安全を伝えるとともに
今年度行ったエシカル
消費の取り組みも掲載
しながら，よりよいも
のにしていく。
・清掃活動において，企
業が実践している「３
Ｓ活動」を取り入れる
とともに，なぜ必要な
のかを理解させ，実践
することにより生徒自
身の美化意識の醸成に
繋げていく。

