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平成22年度学校自己評価　　結果報告
瓊 浦 高 等 学 校

１　目　的

　教育目標や学校経営方針を達成するための教育計画について、具体的に目標を掲げて教育活動を展開し、その実施状況や達成状況を点検・評価して成果や課 題
を明らかにすることにより、学校の教育力を高める。また、教育計画とその実施状況や達成状況の評価結果を公開し、保護者や地域に開かれた学校作りを推進す
る。

２　学校評価委員会

　教頭、事務長、各分掌部から構成される学校評価委員会を設置する。
　学校評価委員会は、教育計画の策定、評価の調整、総括評価の公表にあたるほか、生徒アンケート、保護者アンケート、教職員アンケートの内容を策定する。

３　教育方針

①　各校務分掌、各学年、各教科が設定した「総括評価表」の目標と具体的方策及び活動内容について、その実施状況と目的達成状況を評価する。
②　評価に当たっては、担当する校務分掌が自己評価し、委員会の調整を経て、校長が決済する。
③　第二学期に中間評価を行い、年度末に期末評価と総合評価を行う。
④　評価の資料とするため、必要に応じて生徒や保護者へのアンケートを実施する。
⑤　評価結果については、学校だより、ホームページ等により公開し、理事会、ＰＴＡ役員会、ＰＴＡ総会等で説明する。

４　総括評価表

①　総括評価表には以下の内容を記載する。
　学校教育基本方針、学校教育目標、学校経営方針、評価項目、校務分掌、具体的方策、評価（中間、期末、総合）、成果と課題

②　評価（中間、期末）は１～４の４段階とし、その平均値を記載する。
　４＝十分達成できている　　３＝おおむね達成できている　　２＝どちらかというと達成できていない　　１＝殆ど達成できていない

③　総合評価は、中間、期末の総平均値をもとに、次の基準で表示する。
　Ａ　＝　3.2以上　　　　　　Ｂ　＝　3.0以上　　　　　　Ｃ　＝　2.5以上　　　　　Ｄ　＝　2.5未満

５　生徒アンケート

　学校生活をするなかで直接的に関係する事項や総括評価表の具体的方策と関わりのある具体的事項を「評価１～４」で評価させ、あわせて学校や教職員への要望
や意見を記述させる。

６　授業評価

　生徒からの意見や感想、要望を集約し、授業に関する取り組み方の目的達成状況を自己評価する。

７　保護者アンケート

　各評価項目は生徒アンケートに準じたものとするが、教育目標や学校経営方針等のうち、保護者の評価が可能なものとする。

８　教職員アンケート

　教育活動に関する生徒や保護者との認識の違いを明らかにし、教育活動の改善に繋げることのできる内容とする。
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平成22年度　総括評価表

　２  教育活動全般において計画的、組織的な活動を展開する。

　３  教育環境の整備と施設・設備の管理を適切に行い、安全で快適な学校づくりを行う。

　４　開かれた学校づくりに取り組み、保護者や地域などと連携して教育をおこなう。

学校教育基本方針 　知育・徳育・体育の全人教育を基調とし、すぐれた知性とたくましい実践力を培い、かつ個性豊かな人間性の育成に努める。

　５  自己申告制度や学校評価制度を定着させ、教育活動の改善と充実を図る。

　１　基礎学力の徹底指導をもとにして、積極的な学習態度を身に付けさせる。
　２　個々の適性を把握してきめ細かな指導を行ない、有為な社会人としての資質を育てる。
　３　基本的な生活習慣を確立し、自主自立の精神の涵養につとめる。
　４  明朗闊達にして、健康な心身を育てる。
　５　環境の美化に努め、心のふれあう豊かな公共心を育成する。

　１　全職員が共通の理念にたった学校運営（学年経営・学級経営）を行う。

１　活力ある学年経営の構築
学年会議を原則として毎週開催し、学年目標の具現化と当面する課題の掌握に努め、組織的で活力に満ちた経営を目指す。

２　出席状況の改善
出席率９８％以上を年間の目標と定め、欠席数・遅刻数・早退数の改善に努める。

３　「あいさつ運動」の推進
生徒会を中心にさわやかな挨拶ができるよう計画的な取り組みを行なう。また、「マナーアップ運動」についても年間行事予定表に設定し、乗車マナー等の啓発を行なう。

４　釜山東高等学校との国際交流事業の推進
釜山東高校との文化・スポーツの交流を通じて、両国の歴史や文化について理解を深める。今年度は３泊４日の日程で生徒１５名を釜山に派遣する。

５　職員研修の充実
教職経験５年未満の教職員に対し年間を通して計画的に研修を実施する。

６　特別支援教育に関する校内支援体制を確立

支援を要する生徒の実態把握に努め、個別の支援方法について調査・研究を行なう。

初任者研修を計画的に行なう。校外・校内で年間２０回の研修を目標とする。指導主事を招いての校内研修会、先進校での一日体験学習、教育センター等での研修等、
延べ参加人数を年間５０人以上とする。

７　地区ＰＴＡの実施

本年度は４地区で実施する。保護者の出席率を昨年度比５％向上するよう努める。

８　学校行事の活性化

生徒が主体的に取り組み、共に喜びと感動を味わうことができるようにする。「ハタ揚げ大会」を新しい学校行事として位置づけ、「風頭」での地域伝統行事にも参加する。

９　各種検定の推進

各種検定試験に積極的に取り組ませ、学校が指定した検定試験に合格した場合は、受験料を全額又は半額返還する。

１０　郷土の歴史と文化の探訪

「私学魅力アップ事業」の本格実施年度を迎え、郷土の歴史や文化について生徒が主体的に学ぶことができるよう、計画的に事業を展開する。

学校経営方針

学校教育目標

本年度の重点目標
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中間 期末 総合

学校の実態に即した目標を設定し教職員の共通理解
のもとに教育目標の具現化を図る。

各学年、分掌の職務内容の再点検と設定目標を明らかにし、年間を通して計画的な
教育活動展開する。 2.9 3.1 B

経営方針を学校内外に明確に示し教職員間の相互理
解と保護者・地域の支持に基づく教育活動を行う。

前年度の教育活動全般についてその成果と課題を明示した「学校評価」及び生徒・保
護者アンケートをホームページで公表し、開かれた学校づくりを目指す。 3.1 3.3 A

生徒が観光客に「さるくガイド(龍馬が見上げた空コース)」の簡単な案内ができる程度
の知識を定着させる。

普通科は総合的な学習の時間を利用して長崎学を学ばせ、２・３年生は長崎検定３級
の取得率70％以上を目指す。

情報ビジネス科は「課題研究」の時間を利用して凧(ハタ)について調査・研究し、３年
生は「凧(ハタ)」のデザイン創作を行なわせる。

機械科は「課題研究」の時間を利用して亀山焼を学ばせ、亀山焼の創作を行なわせ
る。
各クラスの出席状況を把握し、保護者に電話連絡を確実に行い、連携を深める。

最低でも月に一回は容儀指導を行う。何か問題が発生すればすぐに学年会議を開
く。
１年生棟の職員室を有効に利用する。出席簿の管理を徹底する。

朝、昼休みの巡視だけではなく授業中の巡視も行う。

体育祭・瓊浦祭などの学校行事への取り組みを積極的に行わせ、生徒同士のコミュニ
ケーションを通して自己の存在を意識させる。

集団の中での自己の役割を自覚させるとともに、学級活動、部活動などを通して責任
を果たす態度を身につけさせる。

進路ガイダンスや学年集会、ＬＨＲ等を利用して就職進学に向けての意識付けと目標
を持たせる動機付けを行う。

実力テストなどを利用して自己の状況を把握し、それをもとにした進路を考えさせる。
また進路希望調査を定期的に行い意識を高める。

進学及び就職指導部と連絡を密にし、新しい進路情報を生徒に提示し、早い段階で
進路目標を立てさせる。

進路決定のための情報収集に努める。

巡視を行い、積極的に生徒への「声かけ」を行う。

ＬＨＲ等でのクラス活動を工夫し、思いやりの心を養う。

定期的に全員と個人面談を行う。

学校経営方針 　１　全職員が共通の理念にたった学校運営（学年経営・学級経営）を行う。

評 価 項 目 校務分掌 目　　　　　標
具　　体　　的　　方　　策 評　　　価

学級経営

進路目標に応じたきめ細かな指導を行なう。

C

2.6

3.0 3.1 B

2.6 2.8

１ 学 年

3.0

１ 学 年

早く学校へ適応するための手助けをし、和やかな学級
作りに努める。

学年経営

「１学期皆勤」を目指しながら学習習慣を定着させる。

相互の個性を理解し、認め合いながら学校行事に積極
的に取り組ませる。

進路への関心を持たせ、学力向上の必要性を理解さ
せる。

2.8 C

B

3.0 3.2 B

3.1

3.0 Bながさき私学魅力アップ事業 3.0長崎の歴史・文化ついて学び、郷土愛を育ませる。

学校経営方針

学校教育目標
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中間 期末 総合
学年・学級の目標を生徒に明示し、自らの目標も明確にさせる。

学期に１回は個人面談を行う。

欠席者・遅刻者を学年で把握し、連携をとって指導にあたる。

積極的に巡視を行う。

朝の読書を徹底させる。

諸行事に対する係を早めに決定し、係を中心に早めの取り組みを促す。

1学期の段階から体育祭・瓊浦祭・修学旅行に対する意識付けと取り組みを行う。

生徒の活動に対して積極的に協力し、アドバイスを行う。

生徒会活動の意義について理解させ、積極的な参加を促す。

積極的に進路情報の収集に努め、生徒へ提供する。

毎学期ごとに進路希望調査を行い、意識を高める。

基礎学力の定着を目標にした取り組みを学年で行う。

成績不振者に対して、学期末考査前に支援授業と個人面談（保護者も含めて）を実施
する。

保護者との面談を必ず実施し、家庭や生徒理解に努める。

遅刻、欠席をしない気力と体力を養わせる。

地域の方々から寄せられた要望や意見は、必ず生徒に伝える。

進路決定のための情報を提供し、関心を高める。

学校行事に協力して取り組むクラスづくりをする。

評 価 項 目

学級経営

学校経営方針

進路を見据え、目的意識を高揚させる。

学校教育目標及び学年目標に沿った温かい学級づくり
を行う。

２ 学 年学年経営

目　　　　　標

明るく健康的な生活習慣を確立させる。

3.0

C

3.0

B

　１　全職員が共通の理念にたった学校運営（学年経営・学級経営）を行う。

２ 学 年

校務分掌
具　　体　　的　　方　　策

規範意識を高め、積極的に学校行事へ参加させる。

3.1 B

評　　　価

2.9

2.7

3.1 B

3.2

2.9
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中間 期末 総合
積極的に進路情報の収集に努め、生徒に提供する。

５月までに個人面談を行い、希望進路の確認をする。

７月～８月の三者面談時には全員が希望進路の決定ができるように意識付けと指導を
行う。
生徒への面接練習を組織的に行う。

学年団として、企業訪問や来校した企業・学校との面談対応を積極的に行う。

諸行事に対する係を早めに決定し、係を中心に早めの取り組ませる。

学校行事には生徒に参加させるだけでなく、教員団も生徒と共に参加する。

生徒の活動に対して、積極的に協力、アドバイスを行い、一部の生徒だけでなく全員
が主体的に参加できるように役割を与えるように工夫する。

生徒への声かけを積極的に行い、コミュニケーションを図る。

卒業式の計画に他分掌と共に学年も積極的に関わる。

体調管理に心がけ､欠席､欠課､遅刻､早退をなくす。

定期的に服装・頭髪検査を行い、高校生としてふさわしい容儀を心がける。

環境美化を徹底させる。

進路指導室の案内、求人票の見方、履歴書の書き方等の指導を通して進路に対する
意識を高める。

卒業生の進路状況などの具体例を紹介する。

保護者との面談を重ねながら、進路の可能性を探る。

進路先の第一・第二・第三希望をクラス全員が早めに確定する。

目標達成に向けて自主学習を徹底させ、小論文・面接対策を充実させる。

クラス全員で協力しながら行事に参加する。
教員は生徒と積極的に関わりながら、体育祭・瓊浦祭に向けて創意工夫をし、クラス全
体で取り組ませる。 3.1 3.4 A

新聞などに目を通す習慣をつけさせ、社会状況に関心をもたせる。

社会人として、自己責任の重要性を認識させる。

コミュニケーション能力の重要性を知らせる。

校務分掌 目　　　　　標

基本的生活習慣をしっかり身に付けさせる。

進路決定１００％を目指す。

学校経営方針 　１　全職員が共通の理念にたった学校運営（学年経営・学級経営）を行う。

３ 学 年

卒業に向けての締めくくりと有為な社会人としての自覚
を促す。

3.2 B

具　　体　　的　　方　　策 評　　　価
評 価 項 目

学年経営

3.0 B

2.9 C3.0

3.1

3.1

3.1

2.9 C

B

3.3 A

３ 学 年

生徒の適正に応じた適切な進路指導を行い、進路決
定率100％を目指す。

3.2

学級経営

主体的な学校行事への参加を促し、達成感と感動を与
える。

卒業時の学校満足度を100％を目指す。

2.8

3.0
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中間 期末 総合

学校要覧を全面的に見直す。
他校の要覧を参照する等して内容を全面的に改定すると共に、新年度５月中には発
行できるよう努める。 3.0 3.0 B

学校設定科目の導入を検討する。

生徒の実態に即した弾力的な教育課程を編成する。

広範囲から通学できるよう日課を検討する。

シラバスを作成し、授業に活用する。

各教科で数値化した到達目標を設定する。

学習意欲の高揚と学力の向上を図る。
家庭学習の具体的方法を検討し、徹底を図る。（ＭＢＳ運動の促進と展開）

2.4 2.4 D

来年度実施に向け、授業評価の研究を行う。

家庭学習時間を毎学期調査し、実態の把握に努める。

成績不振の生徒に対し、考査前に質問教室を実施する。

成績不振の生徒の保護者に対し、個別面談や家庭訪問を行う。

地域や学校の特色を生かした活動を行う。
「私学魅力アップ事業」に関する内容を研究し、次年度の改善に繋げる。

2.9 3.0 C

教職員が共通理解のもと、端正な身なりをさせるために、容儀指導を粘り強く行う。

家庭訪問等を行い、保護者との連携を深め、効果的な生徒指導を行う。

教師から積極的に「挨拶、声かけ」を行う。

登校、昼休み、下校時の巡視を行い、問題行動の防止と安全管理に努める。

学校行事・集会・授業等のあらゆる機会をとらえて生徒の規範意識を育成する。

学校生活に目標を持たせ、基本的生活習慣を確立させ遅刻・欠席を前年度比５％減
尐させる。

交通ルールや交通マナーの指導を行い、電車・バス等の乗車時に、その状況に応じ
た態度や思いやりのある行為の涵養を図る。

非違行為には、厳然とした態度で臨む。

喫煙等の問題行動の発生件数を５％減尐させる。

薬物乱用防止教室を行い、薬物の怖さを認識させる。

学校経営方針

校務分掌 目　　　　　標
具　　体　　的　　方　　策

3.2 B

2.9 C

評 価 項 目

総合的な学習の時間

新教育課程への移行に伴い、より良い教育課程を編成
する。

教科指導
生徒の実態に応じて教材の精選や工夫、教具の活用
を行う。

3.0

2.9 3.0 B

創意工夫がなされた学習指導を行う。

教職員の共通理解のもとに適切な指導と評価を行う。 2.7

生徒指導

教　　務

社会のルールを遵守し、他と共生する意識を育てる。

生徒指導

生徒理解に努め、全教職員であいさつ・マナー・礼儀
等のきめ細かな指導を行い、生徒の基本的な生活態度
を育成する。

学校要覧

教育課程 2.7 C

C2.8

2.8 C

2.7

2.8

評　　　価

2.8

　２　教育活動全般において計画的、組織的な活動を展開する。
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中間 期末 総合
企業訪問を積極的に行い、就職指導専門員と協力し、就職先の開拓と情報の収集に
努める。

生徒・保護者への情報や資料の提供に努める。

生徒のニーズに合わせた補習の充実を図る。

インターンシップを行い、望ましい職業観を育てる。

インターネットを利用した就職情報の収集と活用を図る。

就職率１００％を目指す。

面接指導の充実を図る。

生徒の希望に沿った細やかな指導を心がけ、AO入試、小論文指導、推薦入試対策
を行い、大学・短大進学者５０名以上を目指す。

センター試験１０名以上受験を目指す。

全学年で年間を通じて補習授業を実施する。

早期の進学情報の提供を心がけ、生徒の進学意識向上を図る。

心理検査を実施し担任の生徒理解に役立てる。

支援を要する生徒の実態把握に努め、個別の支援方法について調査・研究する。

職員対象の講習会を開く。

悩みの実態把握を行い、スクールカウンセラーとの連携を図りながら、早期発見と早期
対応に努める。

欠席がちな生徒には学年・担任と連絡をとり、適切な助言と支援を行う。

中学時代に不登校であった生徒の状況把握に努め、長期欠席者調査を毎月行ない、
担任と連携して欠席者を減らすように努める。

学校・学年の教育目標に沿った年間計画により、活発
な活動を行う

LHRの年間計画を４月中には完成し、学年経営と学級経営との調和のとれた運営を
行う。

2.8 2.8 C

生徒の実態に即した効果的な行事を行い、活動内容を
工夫する。

外部講師による講演会を年間５回以上行う。
2.6 2.8 C

就職指導

評 価 項 目

特別支援教育に関する校内支援体制を確立する。

生徒の持つ悩みの解決を援助する。

進学指導

B2.9

B2.9 3.1

3.0

教    務特別活動

教育相談 保　　健

B3.1 3.2

進路指導

3.0 3.2

目　　　　　標
具　　体　　的　　方　　策

校務分掌

学校経営方針 　２　教育活動全般において計画的、組織的な活動を展開する。

評　　　価

B
基礎学力の定着と自学する態度の育成に取り組み、大
学進学者の増加を目指す。

自己の適性と能力を認識させ、自主的に進路を選択す
る態度を育てる。
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中間 期末 総合

自主的、民主的活動のできる生徒を育成する。
「朝のあいさつ運動」を自主的に取り組ませ、校内外において積極的にあいさつする
状況をつくる。 2.8 3.7 A

国際交流活動を推進する。
韓国釜山東高校との交流を行う。

3.5 3.5 A

生徒会活動の活性化を図るため、調査研究を行う。
他校の学校行事のプログラム等を取り寄せ、学校行事に反映させる。

2.8 2.8 C

ボランティア活動を通して、奉仕の心と郷土を愛する心
を育成する。

地域の行事、社会キャンペーン活動、施設訪問活動に積極的に取り組む。
3.0 3.1 B

年間を通じて「朝の１０分間読書」を行う。

教職員に対し「生徒に勧めたい本」を推薦してもらい、その本を図書館に備えて生徒
に紹介する。

出版情報を確実に把握して購入希望調査を行い、生徒のニーズに応える。

「新着図書の案内」を定期的に発行し、読書への関心を高める。

校外で行われる人権同和研修会には、積極的に参加する。

人権意識高揚のために啓発資料を年間４回発行する。

部活動の入部率６０％以上を目標にする。

１年生の活動継続率の向上を目指す。

高総体・総文際や県新人戦等の大会で、上位入賞を目指す。

学校で伝染病が発生した場合、医療機関の診断を受けさせ、必要に応じて登校停止
措置をとる。

性教育講演会を行い、性に関する正しい知識を身に付けさせる。

日本スポーツ振興センターの給付手続きを速やかに行う。

教職員や生徒を対象にした「救急法講習会」を行う。

定期健康診断の結果は速やかに伝える。また、受診勧告は文書で必ず伝えるとともに
必ず結果を報告させる。

長期欠席者の早期発見に努め、きめ細かい相談活動
を行う。

学年・各分掌と連携して、長期欠席者の指導を行う。
2.9 3.1 B

各自の役割分担を明確に行い、分担に応じて適切に
校務を処理する。

学年会や分掌会を毎週定期的に開催し、企画・提案・協議をとおして活発な学校運営
を展開する。

2.9 3.1 B

各委員会活動の効率化と活性化を図る。
未設置の委員会を立ち上げるとともに、各委員会の構成メンバーを再検討する。

2.7 2.7 C

計画的・組織的に研究授業等を行う。
すべての教員が、授業研究や県教育センターでの研修を義務づける。

2.7 2.9 C

教職経験に応じた、研修を行う。
私立学校の新任研修会や九州地区、長崎地区研修に積極的に参加する。

2.9 3.0 B

教    務

学校運営

読書教育

人権同和教育

保    健

生徒指導 部活動への参加を奨励し、活発な活動を行う。

人権尊重に関する様々な課題を認識させ、解決のため
の実践力を身に付けさせる。

3.1自主的に健康管理をすることができる生徒を育てる。

校内研修

各種委員会

健康管理

現職教育

3.2 A

2.9

学校経営方針 　２　教育活動全般において計画的、組織的な活動を展開する。

校務分掌 目　　　　　標
具　　体　　的　　方　　策

C

C

B

評　　　価

3.02.9

評 価 項 目

2.9

2.82.6

生徒指導
(生徒会)

部活動

生徒会活動

読書活動を通して、豊かな人格と落ち着いた生活態度
を養う。

教    務
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中間 期末 総合
職員室の省エネルギー活動を実践し、各教室へ波及させていく。

各学年が年１回の勤労体験学習（奉仕作業）を実施する。

地域の一斉清掃活動に参加する。

教室をはじめ校内の清掃活動・整理整頓に努める。

部活動生徒による早朝のボランティア清掃活動を行う。

環境美化委員が学校内外の清掃活動を月１回行う。

事    務
施設・設備の有効な活用が図られるよう、安全点検等の
管理を適切に行う。

施設設備の安全点検を毎月行い、早期発見・早期改修に努める。
3.0 3.1 B

中間 期末 総合
学校が配布するプリント類についても、保護者に的確に伝わるよう留意する。

担任と保護者の連絡・連携を重視し、積極的に家庭訪問や電話連絡を行う。

PTA総会の出席者が増えるよう、内容を検討をし、魅力ある総会を目指す。

地域PTAを４地区で実施し、学校の状況を細かに伝える。

中学校訪問を年間５から６回実施する。情報交換等を通して訪問校との緊密な関係を
築く。
学校見学会を年３回実施し、中学校や保護者へ本校の教育活動や魅力を伝える。

よりわかりやすい、アクセスしやすいホームページを新設し、更新頻度を上げ閲覧数が
２０％増えるようにつとめる。

学校評価をインターネット上に公表し、広く本校の情報を開示する。

中間 期末 総合
目標設定・自己申告制度の定着を図り、学校の活性化
に繋げる。

年度始めに資料を作成して教職員に説明し、要領に沿って実施する。
3.1 3.2 A

学校の教育活動についての分析・評価を行い、問題点
の把握と学校の改善を図る。

PTAや地域住民等よる外部評価委員を選任し、外部評価を行う。
3.1 3.2 B学校評価制度

評 価 項 目 校務分掌 目　　　　　標
評　　　価

　５  自己申告制度や学校評価制度を定着させ、教育活動の改善と充実を図る。

自己目標管理

具　　体　　的　　方　　策

評　　　価

C

A

学校経営方針

生徒に関する情報を相互に交換する。

PTA活動の支援と活性化を図る。

2.8 3.1

2.9

3.5

3.0

C

3.4入試広報

2.8 2.9

校務分掌

環境美化

施設の管理

学校経営方針

環境の整備

評 価 項 目

校務分掌 目　　　　　標

学校経営方針

  中学校や地域への広報

目　　　　　標

　４　開かれた学校づくりに取り組み、保護者や地域などと連携して教育をおこなう。

保護者との連携

評　　　価

創意工夫をもって、全職員で広報活動に取り組み、学
校のイメージアップを図る。

評 価 項 目

教    務

具　　体　　的　　方　　策

C
校内の省エネルギー活動（節電・節水など）に取り組
み、美化に努めることによって、人と地球に優しい環境
を作り上げていく。

具　　体　　的　　方　　策

　３  教育環境の整備と施設・設備の管理を適切に行い、安全で快適な学校を構築する。


