
平成２８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。 

・ほぼすべての教員が、主体的な学びを必
要とする授業を計画し、実行している。 

・学校の課題以外に主体的に学習に取り組
む生徒は約 35％であるが、学校の課題
にほぼ取り組んでいる生徒まで含める

と、その数値は 85％以上になる。しか
し、４割近い保護者が生徒の家庭学習状
況に不満を抱いており、大きなギャップ

があると言える。 

・アクティブラーニングの研修会等を開催
し、主体的学びの更なる授業研究を進め

る。 
・課題の精選を図り、生徒が主体的に学ぶ

時間を確保するとともに、個別面談等を

通して、家庭での学習内容に指針を与
え、家庭学習の一層の充実を図る。 

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

昨年より 15％上昇して約 74％となって
いるが、目標には達していない。予習
の意義についての理解はあるが，実際

の取組時間は少ない。 
・教員の授業公開についての意識が高ま
り、85％の教員が授業公開・参観を行

っているが、目標には達しなかった。 

・生徒が予習に時間をかけるよう課題を工

夫するとともに、予習を柱とした授業の
研究・実践を進める。 

・授業公開週間一層充実させ、積極的な公

開・参観を行う。 

ｃ 平成３０年度に始まる進学型
単位制教育課程の準備を始め，中高

一貫校としての教育課程を編成す
る。 

単位制教育課程の準備に当事者意識をも
って取り組んでいる，ある程度取り組ん

だと答えた教職員が，89.9％と目標を上
回った。 

単位制教育課程に関する会議が各教科で
行われるようになり，各自が当事者意識を

持つようになってきたように思われる。想
定される課題を整理し，職員会議等で全体
での協議・検討をする場を設け，一層の向

上を図りたい。 

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。 

・89.5%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 30％と昨年より
8％上昇した。 

・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組が重要であ
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 95％を超えた。 
・模試の見直しを行っている生徒の割合
は、84％で、昨年より 10％上昇した。 

 

・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
修会などの機会を通し，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
の後の分析会を行いたい。 

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。し
かし、家庭においては、社会的マナー・
ルールについては、親子で話し合いが

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、
昨年度より向上はしているものの、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，
本校 HPで公開している「我が家のケー
タイ・スマートフォンルール７カ条【モ

デル】」等を利用して、家庭での使用の
ルール作りを進めていただく。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
94%、教職員の指導に対する保護者の満
足度は 93.6%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」および
「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。 

 

・教職員の評価が、昨年度より若干低下

しているが、おおむね取組については
高い評価を得ている。 

・生徒がホームルーム活動・生徒会活動・

学校行事へ積極的に取り組むことにつ
いては、「十分にできた。」「おおむねで
きた。」の合計が、昨年度の 88％より向

上し 90%となった。 

・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、本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と感じる。来
年度も、生徒会を中心にして継続して

いきたい。 

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 95.8％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
89.2％で、目標を超えた。 

・保護者は、96.2％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。 

・課題解決能力を高め，学力・向上心を
高めるために，探究型の学習や活動の

指導に取組むことができた，ある程度
できたと答えた教職員の合計が 85.4％
と目標を上回った。 

・課題解決に必要な態度や能力を向上さ
せることができた，ある程度できたと
答えた生徒の合計が 89.1％と目標を上

回り，昨年度よりも向上した。 

・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，

ある程度関心を持つようになったと答
えた保護者の合計が 75.7％と，目標を
上回った。 

14年目を終えようとしているSSHはもと
より，３年を経過した SGH も，ともに全

学年・全教職員に浸透してきており，今後
も先進校視察や職員会議ごとの研修会な
どを通して，いろいろな場面で生徒への対

応を発展させたい。ただし，その活動や成
果が生徒の家庭へより伝わるように，HP

や『SSH だより』，『SGH NEWS』を含め

た広報の取組を改善したい。 

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
44.5％で、目標の 50％を下回った。 

・年間貸出数は 4207 冊（H29.2 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 67％

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
組は目標を達成した。 

・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でい
る」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」割合が昨年より４％上回

り、目標を達成した。 
・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、昨年は目

標に達しなかったが、今年は達成した。 

・今年度より組織した「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。 

・学校の様子や特長を学校内外での様々

な機会において伝えることが出来た教
職員は 79.2％で、目標の 90％を下回っ
た。 

・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。 

・各説明会で用いるパワーポイントについ

て各部署で検討会を開き、広報活動に参
考となる情報を全教職員で共有する。 

・オープンスクールや学校説明会におい

て、進学型単位制や高志学など、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。 

・クラス担任および庶務部員の 100%がＰ
ＴＡ総会や学級懇談会に熱心に取り組

んだと回答した。しかし、出席者数を
80％以上確保できたと回答したクラス
担任は 83.3%で、目標を下回った。 

・「ＰＴＡだより」やＰＴＡ活動に関す
る情報提供に満足している保護者は
95.3％であった。編集を担当している

総務委員会、「進路に関する意見交換
会」に向け充分な準備としていただい
た進路委員会、早朝の交通指導に取組

んでいただいている補導委員会の方々
の御尽力のたまものである。 

・ 担任を通じ、さらなる出席依頼に努め
る。また、現在第３学年が実施している、

進路保護者研修会など進路に関する行
事を１・２年生も併せて実施し、内容の
充実に努める。 

 

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 93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。 



 


