（別紙様式）

（Ａ３判横）

平 成２８年 度

学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 県 立 白岡 高等学校 ）

自主と奉仕の精神に満ち、社会に貢献する人間を育てる、地域から信頼される学校

目指す学校像

※学校関係者評価実施日とは、最終回の学校
評価懇話会を開催し、学校自己評価を踏ま
えて評価を受けた日とする。

Ａ ほぼ達成(８割以上)

重

※
※

点

目

標

１
２
３
４

達
成
度

確かな学力を育成するために、授業改善をはじめとする学力向上に関する取組を推進する。
学校・家庭・地域の絆を深め、開かれた学校づくりを推進する。
生徒一人一人の、自立する力を育む進路指導を推進する。
豊かな心と健やかな体を有する、明るく活力ある生徒を育成する。

Ｂ 概ね達成(６割以上)

出席者

Ｃ 変化の兆し(４割以上)
Ｄ 不十分(４割未満)

年

度

校
目
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己

評

標
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学
年 度 評 価（

現状と課題

・教員一人一人が授業改
善に取り組み、生徒の学
習意欲を高める工夫を
行っているか。

①年間２回の授業公開・研究週間において、各教科 ①学校評価アンケートにおける項目「分かりやすい
ごとの研究授業・研究協議等を行う。
授業を行い、熱心に指導してる」の肯定的評価を
80％以上とする。
②教員が授業改善に関する研修会・研究会へ参加す ②協調学習をはじめとした授業改善に関する研修
る。
会・研究会への各教科からの参加。

・授業公開の実施などを通して授業改善に取り組むことができ
た。
①アンケート結果では、1､2年生74%、3年生56%が肯定的に回答
している。
②「未来を拓く学びプロジェクト」に5名の教員が参加し全県
対象の公開授業を実施した。また、初任者2名も協調学習の研
究授業を行う（4回）など、授業改善の研修が推進された。
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・学校評価アンケートにおける項目
「分かりやすい授業を行い、熱心に
指導してる」の肯定的評価が、1,2年
生74％、3年生は86％とあるように、
授業に対する満足度は概ね高いが、
特に1､2年生に対する学習指導にさら
なる改善が必要である。
・生徒の学力実態に応じた指導や学
習サポーターによる補習や授業支援
は、欠点保有者の減少に成果をあげ
ている。また、成績上位者支援のた
めの進学補習は計画的に実施できて
いるが、「学力向上プロジェクト
チーム」は機能しているとは言えな
い。

・生徒の学力に応じた学
習環境を整え、基礎学力
の定着と上位層の学力向
上に取り組む。

①各教科・科目で適切かつ効果的な小テストや課題付与
を実施する。
②学力向上プロジェクトチームと連携し、高い志を持つ
生徒への進学補習等を実施する。
③学習サポーターを授業や補習に活用し、特に数学での
基礎学力を高める。
④指名補習や学習会を実施する。
⑤「全ての教室へ新聞を運動」に参加

①長期休業中の課題の提出率を１００％とする。
②進学を目的とした補習等に参加する生徒を増加させ
る。
③１年生の７割が数学学習到達度「中学生以上」とす
る。
④各学期の欠点保有者を各学年２０名以下とする。
⑤生活実態ｱﾝｹｰﾄにおける「新聞を毎日読むか」肯定的評
価50%以上とする。

・生徒の学力に応じた環境整備と指導を実践することができ
た。
①課題の提出についてはほぼ全員が提出している。
②参加者は昨年並みであるが生徒のニーズに合った進学補習を
実施することができた。
③1年生において数学の学習到達度「中学生以上」は78%であっ
た。
④１学期、1年18名2年25名3年10名。2学期1年29名2年20名3年
27名。全体的には昨年度よりも実人数は減少している。
⑤アンケート結果では1年20%2年25%3年28%が肯定的な回答をし
ていた。

・地域の行事への積極的な参加や活
発な奉仕活動によって、保護者や地
域住民、白岡市との連携は深まって
いる。ホームページの更新100回以
上、TSメール配信は30回以上行った
が、アンケート項目で「情報発信に
対する評価」の肯定的評価は75％で
あった。
・学校説明会の参加者が15％増加
し、平成27年度、28年度入学者選抜
において、2年連続で志願倍率が1倍
を上回ったが、さらに効果的な生徒
募集活動の展開が課題である。

・教育活動や部活動に関
する情報発信の手段を工
夫する。

①ホームペ―ジの更新年間１００回以上、メール配信２
０回以上とし、積極的に学校の情報を発信する。
②新聞や市の広報誌等にも情報を広く発信する。
③高大連携事業を促進する。
④４０周年記念事業を実施する。
⑤地域行事への参加を継続する。

①評価アンケートにおける項目「学校からの情報提供へ
の満足度」の肯定的評価85％以上とする。
②新聞、広報誌への掲載回数を年間15回以上にする。
③女子栄養大学との連携事業を実施する。
④新白岡駅壁画作成等で本校の良さをＰＲできたか。
⑤地域行事への参加が継続できたか。

・本校の教育活動や部活動に関する情報を効果的に発信するこ
とができた。
①ホームページの更新100回以上、TSメール配信20回以上行っ
たが、アンケート項目では、1､2年生74%、3年生72%が肯定的評
価(保護者)であった。
②新聞掲載21回、市の広報誌にも多数紹介された。
③女子栄養大による出前講座､運動部に対する栄養指導など､昨
年度以上に高大連携が進んだ。
④40周年記念事業では､ＰＴＡ､後援会、同窓会の協力を得て、
成功裏に終了した。美術部による新白岡駅の壁画も好評であ
る。
⑤部活動や有志の生徒を中心に様々な交流を実施した。

・創立30周年事業として始まった国
際交流事業は白岡市等の協力を得て
10周年を迎えられた。
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・生徒や保護者の進路指導に対する
評価は高く、生徒90％、保護者90.4%
が肯定的な回答をしている。就職に
おいては内定率100％を達成した。
99％の生徒が進路を決定して卒業し
ている。
・生徒には、各自が希望している進
路先の現状を十分に理解させ、自己
の適性や能力も考慮した上で、意欲
的な態度で、よりよい進路選択がで
きるよう指導することが課題であ
る。
・基本的生活習慣が守られ、元気の
良い挨拶ができる生徒が多く、部活
動、学校行事も活発に行われ、成果
をあげている。一方で精神的に不安
定で支援の必要な生徒の入学も増え
ている。
・種々の教育活動を通して達成感を
抱かせ、自主自律の精神を育成する
ことに加え、生徒個々の実態を把握
し、教育相談体制を整備することが
課題である。昨年度は、教育相談委
員会が発足し、スクールカウンセ
ラーによる相談を計画的に実施する
ことができた。
・保健施設部や事務室の適正な指導
によって良好な学習環境が整備され
ているが、さらに校内美化に努める
必要がある。

評価項目

・学校説明会の実施方法
を改善し続けるともに、
中学校教職員、生徒、保
護者への情報提供を工夫
し、本校教育の特長を周
知徹底する。

具体的方策

評価項目の達成状況

①全職員による生徒募集研修会、中学校訪問を実施す
①入試志願倍率が普通科、情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽともに１.１ ・学校説明会等への参加者は増加しているが、引き続
き目標値の達成に向けて取り組んでいる（2月1日現在)
る。（年3回）
倍を上回る。
①全職員による年3回以上の中学校訪問を実施した。
②年5回の学校説明会において部活動体験や入試対策講座
②学校説明会参加者数は昨年度並みである。
を実施するとともに、本校生徒を活躍させる場面を多く ②学校説明会の参加者を10%増加させる。
③地元中学校への出前授業は1回、白高参観には100名
作る。
を超える市内の中学生保護者が参加した。
③地元からの志願者を増加させるために、地域中学校等
への出前授業などの機会を増やす。

・ＰＴＡ後援会・白岡市内中 ①国際交流委員会を中心に、ホームステイ先の確保や交
学校や地域の方達の協力によ 流事業の内容等を検討し、特色ある行事として継続して
り、受け入れ派遣、交流事業 実施する。
を実施する。

・生徒が自分の興味関
心、適性及び能力を踏ま
えて的確な進路選択がで
きるよう指導を行う。

方策の評価指標

２月

番号

3

13 名
3 名
7 名

重点目標は３つ以上の設定も可。重点目標に対応した評価項目（年度達成目標を意味する。）は複数設定可。
番号欄は重点目標の番号と対応させる。評価項目に対応した「具体的方策、方策の評価指標」を設定。
学
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学校関係者
生徒
事務局(教職員)

達成度

Ｂ

Ｂ

①進路オリエンテーションや進路ガイダンス及び就
職指導の内容を充実させる。
②企業訪問や、入試説明会に積極的に参加し、有益
な情報を生徒に提供する。

①フリーター０名、就職内定率100％を維持する。
②生徒、保護者対象の学校評価アンケートにおける
項目「進路結果についての満足度」で肯定的評価
90％以上を目指す。
③重点指定校の決定率50％以上及び新しい指定校の
③指定校枠の活用、新しい指定校、就職先を開拓す 獲得、新規の求人開拓を行う。
る。

・国際交流事業は派遣､受け入れともに充実した内容で
実施できた。
①派遣は10名、受け入れでは地元の方々の協力を得
て、スムースに実施することができた。
・各学年と連携し、系統的で適切な指導を行うことが
できた。
①厳しい就職情勢の中で、就職内定率100%を達成する
ことができた。
②アンケート項目の「進路満足度」については、生徒
71％、保護者75.5%が肯定的な回答をしている。
③指定校決定率58%､2大学3学部に来年度以降の指定校
を依頼､新規の求人開拓は十分ではない。

・より高い進路意識を持
ち、チャレンジする精神
を育成する。

①自己の進路に対する意識を向上させ、意欲的に取 ①学校評価アンケートの項目「将来の希望（夢）を ・進路に対するに高い意識を持たせる取組を実
り組む姿勢を育成する。
実現するために努力している」で肯定的評価70%以 践した。
①アンケート項目における肯定的回答は､1年
上とする。

・教職員の共通理解に基
づく、一貫した指導の実
践を通して、充実した学
校生活を送れる環境づく
りに、引き続き取り組
む。

①生徒指導部会や職員研修を通して、生徒指導に関
する共通理解を深め、いじめや問題行動等の早期発
見、早期解決に努める。
②部活動において生徒と関わる時間を増やし、技術
力の向上、チーム力の向上を図るとともに、生徒の
人間形成を主眼とした活動を推進する。

・教育相談体制をさらに
機能させ、支援の必要な
生徒の把握・情報の共
有・支援に取り組む。

①各学年からの情報を全職員が共有し、効果的な教 ①中途退学者を10名以内にする。
育相談を展開する。
②共生社会育成拠点校として、支援の必要な生徒へ ②高相研やカウンセリング、特別支援教育に関する
のサポートを推進する。
研修会へ積極的に参加する。

②県大会以上の大会に出場する部活動１１部以上、
県入賞３部以上、県大会ベスト１６以上５部とす
る。

・教職員の共通理解に基づく、一貫した指導の実践を
継続し､生徒の成長を支援することができた。
①いじめの認知件数は25件､生徒指導人数は5件8名で
あった。
②陸上部が関東大会出場（2人）、吹奏楽部が県コン
クール銀賞。部活動で県大会以上の大会等に12部が出
場し、県大会入賞2部、ベスト16以上に1部であった。

・教育相談委員会が機能し、スクールカウンセラーに
よる相談を計画的に実施することができた。
①中途退学者は3名（2月１日現在）
②共生社会育成拠点校として、支援の必要な生徒への
サポートを推進することができた。

・清掃指導を徹底し、校内美 ①毎日の清掃指導や、定期的な清掃用具の整備を実 ①校内公開行事等において、校内美化に関する項目 ・校内美化を徹底し、校内の美化に取り組ん
化による良好な学習環境作り 施する。
だ。
に良い評価が出ているか。
に取り組む。
①全体的に校内美化が進んだが、清掃が行き届
いている場所と、さらに取組を強化すべきとこ
ろがある。

生徒の授業に対する意欲を高
めるために、協調学習をはじ
めとした授業改善に関する取
組を推進する必要がある。
学力向上ＰＴを機能させ、成
績上位者に対する組織的、積
極的な支援を推進する必要が
ある。学習サポーターをさら
に効果的に活用し、基礎学力
の向上を推進させたい。

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

70%､2年68%､3年65%であった。

①いじめゼロ、生徒指導人数10名以内とする。

次年度への課題と改善策

保護者や中学生が求める情報
を精査し、より効果的で、迅
速に発信する必要がある。

③地元からの志願者を10％増加させる。

①10名以上の派遣希望者を得、国際交流事業を実施する
ことができ、広い視野を持った人材育成に寄与できた
か。

１日 現在 ）

Ｂ

Ｂ

Ｂ

普通科の少人数学級編制は学習面
や生徒指導などにおいても効果的
であった。１学級の情報コミュニ
ケーションコースに対する方策を
さらに検討し、効果的な募集活動
につなげる必要がある。

校

関
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平成29年2月8日

学校関係者からの意見・要望・評価等
・協調学習などの授業改革の取組は、今後
も是非継続してほしい。
・前年度の生活実態調査の結果を生かし、
各クラスに新聞を配置していただいた。有
効に活用しているクラスもあり、新聞にも
紹介されたということで、これは大変良い
取組である。

・「地域との絆」については、白岡高校の
生徒は市のイベントにも数多く参加してい
る。白岡まつり、市内中学校との合同コン
サート、新白岡駅の壁画等々、本当に地域
密着型の活動を行っている。「おらが町の
高校」として、生徒の姿がよく見える。
・学校説明会の際に、生徒から直接学校の
良いところを聞くことができた。この取組
は効果的である。
・いろいろと工夫をして生徒募集を実施し
ているようだが、中学１、２年生に対して
生徒募集活動を実施するのも効果的である
と思われる。

本校の特色の一つである国際
交流事業の安定的な継続が課
題である。
生徒一人一人の興味・関心・適性及び
能力を考慮し、将来の職業を意識した
進路指導を継続していかなければなら
ない。同時に1年次からきちんとした
学校生活を送らせるような指導（特に
欠席）も重要である。

具体的で、踏み込んだ目標設定を
検討し、共有していく必要があ
る。
いじめの新認知規準のもとでも、いじめゼロを達
成するためには、現在よりもより細かな場面での
生徒観察・指導が必要と考えられる。現在２学期
に行っているいじめ盗難アンケートの実施回数を
増やす等の改善が必要である。
クラス減に伴う部員の減少なども鑑みて、部活動
の再編成を念頭においた評価指標を作成する必要
がある。

評価指標は達成できたが、依然退学者はゼロでは
なく、転学者も存在する。個々の生徒の実情や状
況を見据え、その個に応じた適切な指導を模索
し、実施していくことが必要である。具体策とし
ては、各学年間での情報共有を活発にすること、
生徒の実態把握に十分つとめることが今以上必要
である。

保健施設部、環境整備委員会を中
心に、良好な学習環境作りをさら
に推進する必要がある。

・大学進学について、世の中は国際化や情
報化の流れがある。白岡高校でも、この潮
流に乗った指導を展開してほしい。
・白岡高校の進路指導は入学時から徹底し
ていて、かつ丁寧に実施されており、成果
においてもすばらしいものがある。
・指定校の新規開拓は生徒にとっても励み
になる取組である。
・退学者が３名ということで、毎年減少し
ているが、目標は０名で取り組んでほし
い。
・いじめについては是非根絶してほしい。
対応や取組をオープンにして、これまでの
指導を生かして、手本となってほしい。
・白岡高校の生徒はあいさつがすばらし
い。地域からも高い評価を得ていると思
う。生徒指導の件数も他校に比べると少な
い。さらに良い環境作りに取り組んでほし
い。
・インクルーシブ教育によって、障害のあ
る生徒にとっても明るく活動のできる学校
として継続的に取り組んいることは評価で
きる。

