
平成２９年度 福井県立高志高等学校 学校評価書 
項 目 具 体 的 取 組 成 果 と 課 題 改 善 策 ・ 向 上 策 

１ 
確かな学力
の向上 

 
 

ａ 基礎的・基本的事項の定着を徹
底するとともに、個の能力を引き上

げるため、主体的に学習に取り組む
習慣の確立を図る。 

・９割を超える教員が、主体的な学びを必
要とする授業を計画し、実施している。 

・学校の課題以外にも意欲的に取り組む生
徒は２３％と少ないが、与えられた課題を
中心に取り組んでいる生徒を含めるとそ

の割合は９割を超える。 
・こどもに良好な家庭学習習慣が身に付い
ていると感じている保護者は、昨年の６

３％から７５％に増加しているが、生徒・
保護者間のギャップがもう少しなくなる
ことが望ましい。 

 

・現在の取組みを継続していくとともに、
主体的な学びに関する校内研修会等を開

催し、更なる授業研究を進める。 
・家庭学習時間調査や面談等を通して、学
習習慣の一層の定着を促す。 

 
 

ｂ 予習を柱とした授業を推進す

るため、各教科における授業研究を
活性化し、授業改善を行うととも
に、公開授業週 間などを活用して

積極的に授業を参観し合う。 

・週に３日以上予習を行っている生徒は、

昨年とほぼ同じ７３％で、目標には少し
及ばなかった。約４分の１の残りの生徒
に対して、適切な指導が必要である。 

・授業の公開および授業参観を５回以上
行った教員は、昨年を大きく下回り、６
割程度であった。短い時間の参観や見せ

合いを回数に入れておらず、実際はもっ
と授業参観等をしているのが実態と考え
るが、目標達成のため工夫が必要である。 

・生徒が予習に時間をかけるよう課題を工

夫する。また。予習状況の確認方法や評価
方法に工夫し、効果的な方法を教員間で共
有する。 

・授業公開週間を適切な時期に設定すると
ともに、研究授業等を教科に依頼し、教職
員に十分周知した上で、積極的な参観を呼

びかける。また、教科会等で「授業公開＋
研究協議」の方法を工夫する。 

２ 
進路指導の
充実および
進路希望の

実現 

ａ 全体および個別指導を通して
学問観・学部観の育成を図り、生徒

がより高い進路目標を持ち、その実
現に向けて努力しようとする態度
を育成する。 

・80%の担任が年間３回以上生徒と面談を
行ない，生徒に高い進路目標を持たせる

事ができたと回答している。 
・高い進路目標を持ち，その実現に向け
た努力している生徒が 20％と昨年より減

少した。 
・自分の子どもと進路について話をして
いる保護者の割合が 76％と昨年同様目標

の 80％に届かなかった。 

・定期的な面談だけではなく，生徒の状況
や変化に対応した面談・声かけを実施す

ることで，生徒の内発的な動機付けを図
り，自ら主体的に学習に取り組む意欲を
醸成していく取り組みが重要である。 

・担任以外の教員も積極的に生徒の進路指
導に直接関わっていくよう共通理解を図
る。 

・子どもの進路について家庭内で話し合う
機会を持ってもらうような呼びかけや、
きっかけ作りを行っていく事が重要であ

る。 

ｂ 大学入試問題，大学入試改革等

の研究と分析から、社会や大学が求
める能 力と生徒の現状を把握し、
英語活用能力と、難関大学合格に必

要な学力の向上を図る。 

・各模擬試験，大学入試センター試験，

難関大・地元大の入試問題を分析した教
員はすべて 90％を超えた。 
・模試の見直しを行っている生徒の割合

は、82％で目標を達成した。 

・すべての生徒が時間をかけて模試の見

直しを行うよう、時間の確保や意識の醸
成を図る。 
・保護者との連絡を密に，保護者進路研

修会などの機会をとおし，模試や成績返
却のスケジュール，その他進路計画を発
信していく。 

ｃ ３年生のクラスごとに教科担
当者会議を開催し、生徒の学力の把
握および 進学指導を強化する。 

・5 月、6 月、10 月、12 月の 4 回クラス
毎の担当者会議を行うとともに，出願検
討会も開催し、個々の生徒の進路実現に

向けてきめ細やかな対策を行った。 

・3 年生だけでなく、1，2 年生について
も年間 1，2回程度志望校検討会や模試の
後の分析会を行った。 

３ 
特別活動の
充実および
規範意識の

育成 

ａ 基本的生活習慣の確立を促し，
あらゆる教育活動を通して，社会的
マナーやルールを遵守する態度を

育成する。(社会的マナー・ルー
ル･･･歩行者としての歩道利用，自
転車利用，公共交通機関等の利用に

おけるマナー・ルール) 

・あいさつ・社会的マナー・ルールや携
帯端末の使用についてのルール遵守につ
いては，教職員・生徒ともに，十分に取

り組んでいると回答している。家庭にお
いて，社会的マナー・ルールについては
話し合いがされているが，携帯端末の使

用についての具体的なルール作りについ
ては，十分な成果を上げているとは言え
ない。 

・あいさつ・社会的マナー・ルールの遵守
についての指導は，日常的に生徒指導部員
を中心として教職員全体で継続的に指導

し，規範意識を高める活動をより積極的に
進める。 
・スマートフォン等，携帯端末の使用につ

いてのルール・マナーについては，家庭で
の使用のルールについて話し合いの機会
を持っていただく。また，PTAの各委員会

に依頼して，家庭での取組を進めていただ
く。 

ｂ 各教科・科目の学習を通して、

生徒の情報モラルおよび情報リテ
ラシーを育成する。 

・生徒に情報モラルやセキュリティーの

意識を高める指導をしている教職員は
93.8%、教職員の指導に対する保護者の満
足度は 94.9%で、ともに目標の 90％を上

回った。 

・携帯端末でのＳＮＳ利用におけるルー

ル・マナーについては、生徒指導部と問題
点を共有し、「サイエンス探究」「グローバ
ル探究」での授業を通して、生徒の情報モ

ラルやセキュリティーの意識向上に努め
る。 



ｃ ホームルーム活動・生徒会活
動・学校行事への積極的参加を促
し，主体的に行動する力を養い，リ

ーダーとしての人材を育成する。 

・教職員のリーダーとしての人材を育成
する取組に対する評価が，昨年より低下
している。 

・保護者の子どもに対するホームルーム
活動・生徒会活動・学校行事へ積極的に
参加することについての評価は，「いつも

積極的に参加していた」「おおむね積極的
に参加していた」を合計した割合が，昨
年度より約４ポイント向上した。 

・SSH・SGH などの発表活動の中で，教職
員がリーダーとしての人材を育成する意
識を持つように心がける。 

・ホームルーム活動・生徒会活動・学校
行事に積極的に取り組むことについて
は，平成 28 年度後期より定例化した「生

徒代議委員会」により，生徒の学校行事
等への関わり方に関して，積極的な意識
改革が進んできている。家庭内で学校生

活について話し合う機会が増えていると
思われる。 

 ｄ 清掃指導を徹底し、美化意識の

向上を図り、環境美化への生徒の主
体的行動や態度を育む。 

・清掃指導を「毎日欠かさず」または「ほ

ぼ毎日」行った教員は９８％で、目標を
達成した。 
・生徒は、校内美化活動に「積極的に」

または「おおむね」取り組んだ割合が 
８８．４％で、目標を超えた。 
・保護者は、９６．１％が校舎内外の環

境美化が「よく」または「ほぼよく」行
き届いていると評価し、目標を達成した。 

・職員会議などの機会を捉えて、教職員

に対し、清掃監督の徹底を呼びかける。 
・美化委員による自主的な取り組みを促
し、生徒の美化意識をさらに高める。 

４ 
主体的な行
動力と豊か
な情操の涵

養 
 
 
 
 
 
 
 

ａ ＳＳＨ・ＳＧＨ事業により、生
徒の 課題解決能力を高め，より高

い物事へ 向かう学力・向上心を身
に付けさせる。 

・教職員は１．６ポイント上昇，生徒は
１ポイント減少だが，ともにＡ＋Ｂが９

割近くおおむね良好である。 

・保護者については７２．７と昨年から
３ポイント下げて，目標をわずかに下回

った。情報ソースについての項目では，
「ＳＳＨだより」や「ＳＧＨNews」の認
知度５９．５％が最も高くそれでも６割

を切っている。保護者自ら見に行かなけ
ればならないホームページでは２２％と
非常に低い 

・研究部で実施している保護者アンケート
においてＳＳＨ・ＳＧＨの取り組みの認知

度を調査しているが，「ＳＳＨやＳＧＨの
取り組みについて知っている」という項目
についての肯定的回答が７１％であり，Ｓ

ＳＨやＳＧＨの取り組み自体の認知度の
低さも背景にあると考える。 

・保護者に対しては，より能動的な広報・

告知の工夫が必要だと考える。学年通信へ
の活動報告掲載や保護者研修の場での報
告など，情報提供の場を増やしたい。評価

項目である「受講・参加したＳＳＨ・ＳＧ
Ｈの授業や行事は有意義だと感じる」に対
して，生徒の変容を質問項目として設定し

ている（「子どもが科学的な話題や国際的
な話題について関心を持つようになった
か」）ため，保護者として評価しにくい面

もあり，数値が出にくいと思われるが，７
５％はクリアすべき目標として維持した
い。 

ｂ 朝読書週間、図書館講座、ビブ
リオバトルなどの行事や、掲示、広
報紙を通して、生徒の図書館利用の

拡大を図るとともに、生徒の読書意
欲を喚起し、読書量の増加を図る。 

・図書の広報活動に対する生徒の理解は
47.1％で、目標の 50％を下回った。 
・年間貸出数は 4790 冊（H29.3 月現在）

で、目標の 3500冊を上回った。 
・図書館に３回以上来館した生徒は
51.1％で、目標の 50％を上回った。 

・毎月発行している「図書館だより」をよ
り見やすいものにし、図書館からの広報活
動内容の認知度を上げる。 

・アンケートを実施して生徒が希望する書
籍を把握し、来館生徒数、年間貸出数とも
に増加するように選書を見直す。 

ｃ 定期健康診断の結果を踏まえ、
生徒自ら健康管理ができるように

啓発する。 

・教員による生徒に対する健康管理の取
り組みは目標を達成した。 

・生徒が健康な生活を送れるように「積
極的に」または「おおむね」取り組んだ
割合は、目標値を１０％上げ、９０％と

したが、達成できなかった。 
・保護者からの、本校の生徒の健康管理
対応についての評価は目標を達成した。 

・生徒への啓蒙活動をより積極的に行う。 
・保健委員会の活動を活性化し、生徒の健

康意識を向上させる。 
・治療勧告に従わない生徒については、保
護者の協力を積極的に求める。 

ｄ 教員研修や面接指導を通して
生徒理解を深め、全教職員が連携し
た教育相談体制を充実させ、早期か

らの対応に努める。 

・悩みを持つ生徒への学校全体での取り
組みに関しては、目標は達成した。 
・生徒は、悩みを相談できる人がいて「満

足している」または「おおむね満足して
いる」割合は、達成できなかった。 
・保護者の、本校の悩みを抱えている生

徒の対応についての評価は目標を達成し
た。 

・昨年度より組織した「教育相談担当者会
議」の機能をより充実させ、問題を抱える
生徒の対応についての共通理解だけでな

く、スクールカウンセラーや外部機関との
橋渡しなど、相談活動をより活性化する。 

５ 
家庭・ 

地域との連 
携強化 

ａ オープンスクール・学校説明会
などを通して、積極的に本校の情報

を発信し、保護者・小中学生・地域
への広報を充実させる。 

・オープンスクールや学校説明会の内容
に満足している参加者の割合は 96.1％

で、目標の 90％を上回った。 

・オープンスクールや学校説明会におい
て、進学型単位制や探究型学習の取組な

ど、中高一貫高としての特色が参加者に伝
わるように努める。 

ｂ ＰＴＡ活動および情報提供を 
通して、保護者と学校との連携を充 

実させる。 

・保護者会への出席はほぼ 100％である
が，ＰＴＡ総会への出席は委任状を除

くと半数にも満たない。 

・担任を通じ、さらなる出席依頼に努める。 

ｃ 学校行事などの教育活動を発
信するた め、ホームページの更新
回数を増加する。  

・ホームページの更新回数は 92回で、目
標の 90回を上回った。 

・ホームページの更新回数を増やすととも
に、情報のリアルタイムな発信に努める。 

 


