(評定) Ａ：十分達成できた， Ｂ：概ね達成できた， Ｃ：達成できなかった

平成２７年度 総括評価表
自己評価
重点課題

重点目標
（全校レベル）
リーディング 中高それぞれが
ハイスクール 相乗効果を生み出
事業の推進 し，本校の活性化
①
に役立てる。
中高一貫教
育の推進
（下位組織レベル）
中学生と高校生の
関係は良好であ
る。

評価指標と活動計画

評
価 *（
）は昨年度との比較で，増減ﾎﾟｲﾝﾄを表す
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
「高校生は中学生の模範となるような学校 「高校生は中学生の模範となるような学校生活が送れ (評定)
生活が送れている」と答えた生徒・保護者・ ている」と答えた生徒57％，保護者86％，教職員81％
教職員が50％以上。
B

「中学生と高校生の関係は良好である」と答 「中学生と高校生との関係は良好である」と答えた生徒
えた生徒が50％以上。
65％（+10p）

活動計画
活動計画の実施状況
①中高の職員が，共通理解を図れるように ①中高合同で職員会議・運営委員会や人権教育研修
協議，研修の場をもつ。
会・教育相談研修会などを開催し，共通理解を図った。

(所見)
評価指標上の目標値は，すべて達成できた。
中高合同で行事・作業・部活動などを行うこと
で，中高生の交流が図れ，お互いが刺激・向上
しあえた。
ただ，依然として生徒・保護者・教職員間の意
識の乖離が大きい。

徳島県立城ノ内高等学校
学校関係者評価
学校関係者の意見

次年度への課題と
今後の改善方策

保護者86％の評
価は学校に対する
期待の表れと思わ
れる。保護者の先
生方に対する思い
をくんで欲しい。
部活動を中高合
同で練習するのは
いいことだと思う。お
互いが刺激しあうこ
とで生徒に自信がで
きると思われる。

①学校行事を精選し，行事を通じて
本校の活性化が図れるように，効果
的な取組を一層検討していく必要が
ある。そして，高校生，とりわけ城ノ
内中学校以外から城ノ内高校に進
学してきた生徒に，一貫教育のメ
リットが感じられるようにする。

早朝補習を無くし
たことにより，生徒
はしっかりと朝食を
取って欲しい。
外部講師の活用
はいいことである。
講演内容を進路選
択に生かして欲し
い。
進路実績等の評
価は進路指導課を
中心に行っているよ
うであるが，さらなる
成果を期待したい。

①センター試験に変わる新テストの
導入が議論されるなど，進路指導
の面でも大きな変化が待っている。
いち早く正確な情報に接し，よりよ
い進路指導体制を構築するために
も，関係教職員の情報交換の機会
を増やす必要がある。

②生徒間だけでなく，教職員間の相
互交流をもっと活発に行い，生徒情
報を共有するなど連携を密にする。

②吉野川堤防清掃作業を中高合同で実施 ②吉野川堤防清掃作業を中高合同で3回実施した。
する。
③城ノ内祭等の行事を中高合同で開催す
る。
④一部の部活動で中高合同の練習を行う。
（全校レベル）
評価指標
リーディング 授業の充実改善 「教員は学力を伸ばす教育を行っている」と
ハイスクール に積極的に取り組 答えた生徒・保護者・教職員が70％以上。
事業の推進 み，きめ細かな進
②
路指導を行う。
確かな学力
と進路観の （下位組織レベル）
研究授業・授業研 「教職員はわかる授業を目指して授業を工
育成
究会の実施。
夫している」と答えた教職員が70％以上。
進路別集会や学
年集会の実施。
進路相談体制の
確立。

③城ノ内祭・予餞会・防災避難訓練・人権教育映画会・
総合学習発表会などを中高合同で開催した。
④美術部や弓道部など8部で合同練習を行った。
評価指標による達成度
「教員は学力を伸ばす教育を行っている」と答えた生徒 (評定)
85％（+8p），保護者81％（-3p），教職員93％（+5p）

総合評価

A

(所見)
「教職員はわかる授業を目指して授業を工夫している」
各評価指標とも目標をクリアし，良好な評価
と答えた教職員100％（+2％）
である。ただし，「学力を伸ばす教育の実践」の
保護者評価が低下している。今後とも授業改
「生徒の希望を尊重したきめ細かな進路指 「生徒の希望を尊重したきめ細かな進路指導ができて 善に対する取り組みや，進学実績向上の為の
様々な取り組みを続けていくことが必要であろ
導ができている」と答えた生徒・保護者が
いる」と答えた生徒83％（+11p），保護者79％（+6p）
う。
70％以上。
｢進路・悩み相談｣の評価は生徒・保護者とも
「先生は生徒の進路相談や悩みについてよ 「先生は生徒の進路相談や悩みについてよく相談に
向上したが，教職員のポイントが低下した。昨
く相談にのってくれる」と答えた生徒・保護 のってくれる」と答えた生徒79％（+6p），保護者76％
年度から実施している城ノ内祭後の面談週間
者・教職員が70％以上。
（+3p），教職員84％（-11p）
は定着したものの，新たな取り組みの印象が
活動計画
活動計画の実施状況
薄かったことも一因と考えられる。さらに，新た
①研究授業・授業研究会を中高合同で実施 ①中高合同での研究授業・授業研究会を年7回実施し に転任して来られた教職員への進路指導方針
の説明や進路指導体制の周知をいっそう充実
する。
た。
させる必要性を感じた。
②授業評価を年2回実施する。
②授業評価を2回実施した。
一方，「希望を尊重した進路指導」の項目で
は，新課程入試２年目ということもあって，生
③進路に関する学年集会や講演会，及び ③計画的に学年集会や講演会等を実施した。
徒・保護者への浸透度も増した。しかし，情報
大学講師等による出張講義を実施する。
・学年集会（4年6回，5年9 回，6年11回）
発信の仕方や生徒一人一人の進路希望の把
・進路講演会（4年3回，5年3回，6年1回）
握にはまだまだ工夫が必要である。
・出張講義（4年2時間，5年2時間）
進路講演会を学年単独でなく，4・5年合同で
④学習実態調査と進路希望調査を実施す ④学習実態調査（4年9回，5年9回，6年6回）及び，進路 のワークショップ型式で実施した。生徒の反応
は概ね良好であり，今後も継続していきたい。
る。
希望調査（4年3回，5年4回，6年2回）実施した。
今年度は，午前に学校行事が行われた日の
午後を中心に新たに授業時数を確保し，その
充実を図った。

②補習の実施時期や実施方法につ
いては，今後再検討していくことに
なるが，模擬試験後の復習を兼ね
た弱点補強の要素も取り入れたも
のにしていきたい。
③学習実態調査や進路希望調査な
ど様々なデータの有効活用の方策
を再検討する。
④進路情報に対する生徒や保護者
のニーズの把握に努め，きめ細か
な進路指導体制を確立する。
⑤週35時間授業に適した教育課程
の検討を引き続き行うとともに、授
業時数を確保し，先取り学習や単位
制の有効な生かし方を確立する必
要がある。

(評定) Ａ：十分達成できた， Ｂ：概ね達成できた， Ｃ：達成できなかった

平成２７年度 総括評価表
自己評価
重点課題

重点目標
（全校レベル）
人権教育の すべての教育活動
推進
で人権教育の推
進を図る。

評価指標と活動計画

評
価 *（
）は昨年度との比較で，増減ﾎﾟｲﾝﾄを表す
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
「すべての教育活動の中で人権に配慮した 「すべての教育活動の中で人権に配慮した指導が行わ (評定)
指導が行われている」と答えた生徒・保護 れている」と答えた生徒77％（+10），保護者90％（+3p），
者・教職員が70％以上。
教職員95％（+16％）
A

（下位組織レベル）
(所見)
ホームルーム活動 「生徒は自他を大切に思う心や態度が育っ 「生徒は自他を大切に思う心や態度が育っている」と答
評価指標上の目標値は，すべて達成できた。
や学校行事の充 ている」と答えた生徒・保護者・教職員が
えた生徒79％（+7p），保護者90％（+2p），教職員81％
全校レベルでの生徒指標においては，2年ぶ
実を図る。
70％以上。
（+11p）
りに目標値を上回った。
また教職員の指標についても目標値を大きく
活動計画
活動計画の実施状況
上回り，前年より大幅に評価指標値が向上し
①人権ホームルーム活動の研究授業，事 ①各学年で研究授業を実施するとともに，毎回，事前研 た。
前研究会を実施する。
究会を学年別に実施した。
市・村人権大会に向けて教職員研修の機会
②人権意見発表会を実施する。
②全校生徒を対象に人権教育意見発表会を実施した。 を増やしたことや，研修内容についても，新しい
個別人権課題を取り上げた講演会の内容が教
職員に好評であったことも評価上昇の要因の
③人権問題講演会等を実施する。
③５年生を対象に人権問題講演会を実施した。
ひとつと考えられる。
アンケート調査では，いじめの記述は無かっ
④職員研修を充実する。
④中高合同の校内研修会を2回，高校のみの校内研修 た。
会を1回，地域研修会を1回実施した。

基本的生活
習慣の確立
と道徳性の
涵養

（全校レベル）
学校は家庭と連携
し，生徒の基本的
生活習慣の確立を
図る。

⑤学校生活に関するアンケートを年2回実
施する。

⑤いじめや体罰はもとより，学校生活での悩み等につい
て，生徒全員を対象にアンケート調査を2回実施した。

評価指標
「学校は家庭と連携し，生徒の基本的生活
習慣の確立に努めている」と答えた保護者・
教職員が70％以上。

評価指標による達成度
「学校は家庭と連携し，生徒の基本的生活習慣の確立 (評定)
に努めている」と答えた保護者78％（+4p），教職員84％
（-4p）

（下位組織レベル）
「挨拶の励行」の 「生徒は挨拶ができている」と答えた生徒・
徹底。
保護者・教職員が70％以上。

活動計画
①挨拶指導を徹底する。

活動計画の実施状況
①全教職員が直接指導を行った。

②遅刻者は「遅刻カード」を提出する。

②授業遅刻も含めたすべての遅刻者は「遅刻カード」に
理由を記入し，教頭の指導を受けてから入室させた。

③自転車の駐輪のしかたを指導する。

③年度当初は係の者が，それ以後は日直の教員が直
接指導を行った。また，盗難防止のため自転車の鍵か
けを呼びかけた。

④服装頭髪検査を定期的に実施する。

④定期的に，全校集会や学年集会で服装頭髪検査を
実施した。

⑤家庭との連携を図る。

⑤PTA総会や学年部会，及び三者面談時に，生徒指導
に対する理解と協力を要請した。

学校関係者評価
学校関係者の意見

次年度への課題と
今後の改善方策

子供はスマート
フォンの所持などに
ついて，他人や他の
家庭と比較してい
る。各家庭にはそれ
ぞれの考え方があ
ることを子供に理解
させる必要がある。
いじめアンケート
以外にも，面談など
で早期発見に努め
ているようなので，
今後も継続してもら
いたい。

①教職員の評価上昇を今年度のこ
とのみに終わらせるのではなく，今
後は研修などで習得した内容を教
育活動全般に十分フィードバックで
きるよう，ホームルーム活動や普段
の授業でも折に触れ人権尊重の精
神を伝えるようにする。
②一方生徒の評価について，人権
感覚が少しずつ向上してきている，
と捉えることもできるが，定期的に
実施しているアンケート調査を活用
し，生徒の悩み等を把握し迅速に対
応する体制作りを学校全体で進め
る。
③個別人権課題，中でもインター
ネットによる人権侵害の問題につい
ては，年度のできるだけ早い時期に
講演会等を設け，生徒や教職員に
周知する機会を作ることにより，いじ
めの未然防止に努める。

総合評価

B

(所見)
評価指標関連については，概ね達成できた。
全般的な生活習慣は概ね良好であったが，
服装頭髪については改善すべき点もでてきた。
「城ノ内生としての 「城ノ内生としての自覚を持った行動ができ 「城ノ内生としての自覚を持った行動ができている」と答 下位組織レベルの各項目についても，「挨拶
自覚ある行動」の ている」と答えた生徒・教職員が70%以上。 えた生徒77％（+9p），教職員81％（+9p）
の励行」以外の各指標においては目標値を上
推進。
回た。
「時間厳守」の徹 「学校生活全般において時間が守られてい 「時間厳守ができている」と答えた生徒75％（-4p），保護 「挨拶の励行」については，教職員の評価が
厳しい。また，挨拶の励行や服装指導について
底。
る」と答えた生徒・保護者・教職員が70％以 者93％（+1p），教職員93％（+5p）
は，生徒・保護者・教職員間で評価に大きな差
上。
が見られることもあり，共通理解を図っていく必
「服装頭髪」指導 「服装頭髪について校則が守られている」と 「服装頭髪について校則が守られている」と答えた生徒
要がある。
の徹底。
答えた生徒・保護者・教職員が70％以上。 71％（+3p），保護者91％（+1p），教職員88％（+7p）
「挨拶の励行ができている」と答えた生徒59％（-7p），保
護者85％（+2p），教職員37％（-14p）

徳島県立城ノ内高等学校

車の運転時に，横
断歩道で一旦停止
をすると，「すみませ
ん」と言ってくれた男
子生徒がおり，うれ
しくなった。
生徒同士の挨拶
はよくできている
が，今年は先生方
が特に挨拶につい
て話をする機会が
増えたということな
ので，教員の評価
が低くなったと思わ
れる。

①気持ちよく挨拶することや身だし
なみを整えることが社会生活を送る
上で大切であることを，学校生活の
中で繰り返し指導していきたい。
②服装指導についても保護者と生
徒との意識に差が見られることか
ら，家庭の協力を得るため情報発
信をするなど，連携を密にした指導
が必要である。
③時間厳守については，本校の伝
統である5分前精神をさらに徹底さ
せるため，適切な方策を講じていき
たい。
④「5のつく日は5分前登校の日」の
活動を広め，常に余裕を持って登校
することが交通事故防止の観点か
らも重要であることを生徒・保護者
に共通理解を図る。

(評定) Ａ：十分達成できた， Ｂ：概ね達成できた， Ｃ：達成できなかった

平成２７年度 総括評価表
自己評価
重点課題

徳島県立城ノ内高等学校
学校関係者評価
学校関係者の意見

次年度への課題と
今後の改善方策

雨天時の自転車
通学において，生徒
は雨合羽を着用し
ており，傘差し運転
が無くなったことはう
れしく思う。
路側帯を右側通
行して迷惑をかけて
いるところを見かけ
る。また，広い歩道
を並列で進む自転
車も見かける。交通
安全には今後も継
続した指導が必要
である。

①防災・安全教育への意識が十分
でないため，学校全体で継続して防
災・交通安全啓発を推進するととも
に，命の大切さを常に意識した教育
を推進する。

音楽で心地よく掃
除ができているのか
もしれない。
A
先生方が率先して
掃除に取り組んでい
（下位組織レベル）
(所見)
る姿を見たことがあ
清掃に積極的に取 「ゴミの分別や節電・節水に取り組めてい
「ゴミの分別や節電・節水に取り組めている」と答えた生 清掃についての指標は，大幅に向上し目標 る。いいことだと思
り組み，美しい環 る」と答えた生徒・教職員が70％以上。
徒72％(+14p)，教職員88％(±0p)
値を達成することができた。今年度より清掃の う。
境が維持できてい
時間に音楽を流して清掃への取り組みを促し，
落ち葉の掃除は
る。
少しでも快適な清掃活動ができるよう工夫した 大変であろう。
活動計画
活動計画の実施状況
ことで生徒の意識も向上したと思われる。
また，ゴミの分別についても概ね目標値を達
ゴミの分別や節
①日頃からゴミの分別を推進する。
①教室，職員室等，全ゴミ箱で分別回収の徹底に努め
成した。各クラスにペットボトルと空き缶の分別
電・節水に取り組
た。
む。
②吉野川堤防清掃活動や学校周辺清掃活 ②吉野川堤防清掃活動を，中高合同で，7月，10月，12 用ゴミ箱を導入することによって，教室段階で
動に年3回以上取り組む。
月の3回実施した。また，外庭清掃にも力を入れ，30分 きちんと分別ができ，ひいては教室内の環境美
化にもつながったのではないかと思われる。
の大掃除を3回，除草作業も2回実施した。

①年度当初，清掃の手順を丁寧に
確認し指示する。そして教職員が生
徒と一緒に熱心に清掃活動に取り
組むことが必要である。

重点目標
（全校レベル）
防災・安全教 防災・安全教育を
育の徹底
徹底し，災害へ備
えるとともに，事故
防止に努める。

評価指標と活動計画

評
価 *（
）は昨年度との比較で，増減ﾎﾟｲﾝﾄを表す
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
「学校は防災意識の高揚に努めるとともに， 「学校は防災意識の高揚に努めるとともに，防災への取 (評定)
防災への取組を推進している」と答えた生 組を推進している」と答えた生徒72％(+15p)，保護者
B
徒・保護者・教職員が70％以上。
83％(+4p)，教職員79％(+2p)

（下位組織レベル）
(所見)
防災意識の高揚 「交通ルールや交通マナーが守られている」 「交通ルールや交通マナーが守られている」と答えた生 評価指標関連については，概ね達成できた。
に努め，防災への と答えた生徒・教職員が70％以上。
徒65％(+22p)，教職員72％(+14p)
「防災意識の高揚と，防災への取組推進」に
取組を推進する。
ついては，保護者・教職員は約8割が評価して
いるが，生徒は約7割である。防災避難訓練は
活動計画
活動計画の実施状況
2回実施し，スムーズに行うことができた。
交通ルールや交 ①防災避難訓練（火災・地震・津波）を年2回 ①防災避難訓練（地震・津波，火災）を2回，Ｊアラートに 「交通ルールや交通マナーの遵守」に関して
通マナーを守る。 実施する。
よる退避行動訓練を2回実施した。
は昨年度より大幅にポイントが改善した点は評
②毎月1回交通マナーアップ運動を行う。
②毎月1回，生徒会役員・生活委員と教員による交通マ 価できるが，依然として芳しくない。苦情や交通
ナーアップ運動を展開した。また警察と連携し，自転車 事故もあり，交通安全意識の向上は喫緊の課
題である。
運転マナーや防犯意識向上のｷｬﾝﾍﾟｰﾝを行った。
③交通安全教室を実施し，安全教育の徹底
を図る。
（全校レベル）
評価指標
環境教育の 環境教育への取 「清掃に積極的に取り組み，美しい環境が
推進
組を推進し，地域 維持できている」と答えた生徒・教職員が
の環境美化にも貢 70％以上。
献する。

③日常的に節電・節水に努める。
（全校レベル）
評価指標
特別活動の 学校行事を充実さ 「学校行事は充実しており，生徒が生き生き
活性化
せ，学校全体を活 と取り組んでいる」と答えた生徒・保護者・教
性化する。
職員が70％以上。
（下位組織レベル）
学校行事の内容 「部活動は活発である」と答えた生徒・保護
の充実を図る。
者・教職員が70％以上。

②交通マナーアップ運動や交通安
全教室をさらに充実させ，安全意識
の高揚を図っていく。特に登下校時
の安全に向けて，立哨指導も拡充し
事故防止につとめる。

③外部講師による交通安全教室を実施した。
評価指標による達成度
「清掃に積極的に取り組み，美しい環境が維持できてい (評定)
る」と答えた生徒75％(+13p)，教職員81％(+18p)

総合評価

②ゴミの分別や節電・節水について
も，こまめにチェックして回り，その
都度気付いたことを注意しながら，
教職員の意識を高めると同時に生
徒の意識を改善する働きかけを継
続して行う。

③整美委員を中心に水漏れか所のチェックや水道の蛇
口点検を行い，クラス生徒への節電・節水を喚起した。
評価指標による達成度
「学校行事は充実しており，生徒が生き生きと取り組ん (評定)
でいる」と答えた生徒88％（+4p），保護者90％（-2p），教
職員88％（+2p）

総合評価

A

(所見)
評価指標上の目標値は，すべて達成できた。
学校行事はほとんどの生徒が楽しみにしてお
部活動を活発にす 「部活動と勉強の両立を図ろうとしている」と 「部活動と勉強の両立を図ろうとしている」と答えた生徒 り，主体的・積極的に取り組めたことが高評価
に繋がったと思われる。
る。
答えた生徒・保護者・教職員が70％以上。 86％（+4p），保護者83％（-3p），教職員93％（+2p）
部活動は，7時間授業により活動時間が少な
活動計画
活動計画の実施状況
くなったが，放課後や休日に生徒が主体的に
部活動と勉強の両 ①学校行事の内容を充実させる。
文化祭，体育祭，球技大会などの学校行事は，生徒会 練習に取り組み，全国大会で入賞するなど，成
果をあげた部もみられた。
立を図る。
主体に運営され，生徒も積極的に参加した。
部活動と勉強の両立に関しては，努力をして
②部活動を活性化する。
②部活動加入率は4年90％，5年93％，6年83％〔4月末
いる生徒が多い。
現在〕
③考査前の活動自粛など，部活動と勉強の ③全部活動で，考査期間中の活動を届出制とし，限ら
両立体制を確立する。
れた時間のみの実施とした。
「部活動は活発である」と答えた生徒81％(+5p)，保護者
86％（+5p），教職員81％（+14p）

よく頑張っていると ①7時間授業の定着に向かう年とな
思われる。
る。今年度の部活動の成績は前年
度からの蓄えであるかもしれず，7
時間の影響はこれからが本番であ
るかもしれない。部活動と勉強の両
立ができるよう，放課後の部活動を
する時間を有効に活用できるよう集
中力を高く維持できることが必要で
ある。また，行動の効率をよくして，
活動時間の短縮を補う必要がある。
②学校行事においては，生徒の安
全に留意して計画する。特に城ノ内
祭模擬店における今年度の指導を
定着させ，食中毒の危険性をさらに
低減させる。

(評定) Ａ：十分達成できた， Ｂ：概ね達成できた， Ｃ：達成できなかった

平成２７年度 総括評価表
自己評価

評価指標と活動計画
評
価 *（
）は昨年度との比較で，増減ﾎﾟｲﾝﾄを表す
重点目標
（全校レベル）
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
開かれた学 ホームページの充 「ホームページは本校を理解してもらうのに 「ホームページは本校を理解してもらうのに役立ってい (評定)
校づくりの推 実や学校公開の 役立っている」と答えた保護者が70％以上。 る」と答えた保護者91％（+6p）
A
進
日を実施する。
重点課題

（下位組織レベル）
ホームページの更 ホームページの更新にすべての教員が関
新回数を増やす。 わり，少なくとも週に１度は更新する。

(所見)
多くの教員がホームページの更新ができるようになり，
評価指標上の目標値は，すべて高い水準で
学校全体として平均週5回以上は更新することができ
達成できた。
た。
体験入学，文化祭や学校公開は本校理解に
中学生体験入学 「中学生体験入学や学校公開の日は本校を 「中学生体験入学や学校公開の日は本校を理解しても 効果的であると判断できる。今後も継続してい
や学校公開の日 理解してもらうのに効果的である」と答えた らうのに効果的である」と答えた保護者96％（+7p），教 く必要がある。
本年度は新たな取り組みとして，9月と12月の
の実施。
保護者・教職員が70％以上。
職員93％（+10p）
2回，本校において中学生とその保護者，教員
城ノ内祭の公開。 「文化祭の公開は本校を理解してもらうのに 「文化祭の公開は本校を理解してもらうのに役立ってい 対象の高校説明会を開催し，学校を理解しても
役立っている」と答えた生徒・保護者・教職 る」と答えた生徒90％（+3p），保護者96％（+8p），教職員 らうのに役立った。
また，ホームページも活発な情報発信を継続
員が70％以上。
93％（+9p）
できており，内容も充実している。このため，
活動計画
活動計画の実施状況
ホームページへのアクセス件数も高い水準を
①ホームページを随時更新する。
①ホームページへの年間アクセス数は587,445回 (昨 維持している。
年比39％増），総アクセス数2,242,304回（2016/2/5現
スクールガイドの掲載写真をさらに充実する
在)
ことができた。
②中学生体験入学を実施する。
②中学生体験入学への参加者364名。
③「学校公開の日」を実施する。

③学校公開の日への参加者555名。

④文化祭を公開する。

④文化祭を公開し，1689名が来校した。

⑤スクールガイドを発行する。

⑤スクールガイドを改訂した。

（全校レベル）
評価指標
評価指標による達成度
学校運営体 月例運営委員会 「学校生活や学校の教育活動全般に満足し 「学校生活や学校の教育活動全般に満足している」と答 (評定)
制の充実
や職員会議を活性 ている」と答えた生徒・保護者が70％以上 えた生徒85％(+7p)，保護者90％（±0p)
化させるとともにＰ
ＴＡ活動の充実を
図る。
（下位組織レベル）
月例運営委員会
で学校生活や教
育活動全般を点検
するともに，各学
年，各課などにお
いて課題解決を図
る。

徳島県立城ノ内高等学校
学校関係者評価
学校関係者の意見

次年度への課題と
今後の改善方策

中学生体験入学
の時に，高校生から
の生の声を聴かせ
ることが有効である
と思われる。
今年から高校説明
会を開催されている
が，高校からの志願
者が増えるよう，生
徒や保護者に本校
の良さを口コミで広
めてもらう努力が必
要である。

①本校の理解，周知に向け，中学
生体験入学の参加者がさらに増え
るように，日程を検討するとともに，
内容の一層の工夫充実を図り，広
報活動にも力を入れる。
②懸案である高校からの入学志願
者増を実現するために，中学校で
の進学説明会でリーディングハイス
クール事業等の積極的なPR活動を
行うとともに，本校での高校説明会
開催を継続する。
③ホームページを更に充実したもの
にする。
④スクールガイドをさらに充実させ
ていく。

総合評価

A

(所見)
「勉学・部活動・学校行事など豊かな教育活 「勉学・部活動・学校行事など豊かな教育活動が行われ 本校の教育活動については，本年度も生徒・
動が行われている」と答えた生徒・保護者が ている」と答えたと生徒91％（+3p），保護者95％（+1p） 保護者から高評価を得ることができた。
70％以上。
ＰＴＡ総会や学年ＰＴＡでは，多数の保護者が
出席し，熱心に取り組めた。学年懇談や学級懇
「ＰＴＡ活動や学年部会は活発である」と答 「ＰＴＡ活動や学年部会は活発である」と答えた保護者 談を通して学校の状況を把握し，また三者面談
えた保護者・教職員が70％以上
85％（-1p），教職員98％（±0p）
や個人懇談を通して生徒一人ひとりの理解を
深めることができた。
ＰＴＡ家庭教育研修部を中心に各種行事が行
活動計画
活動計画の実施状況
われ，保護者の親睦を兼ねて熱心な活動がで
①運営委員会を毎月1回開催する。
①運営委員会を毎月1回実施し，各課題について検討・
きた。
協議した。（年12回開催）
ただ，学年会においては，7限授業の影響もあ
②定期的に学年会を開催する。
②学校行事やＨＲ活動の事前打ち合わせ，生徒理解な り，定期的に開催できておらず，今後の課題と
なっている。
ど，必要に応じて学年会を開催した。
運営委員会で中高の共通理解を図ったが，
③中高合同ＰＴＡ役員会を年4回開催し課題 ③中高合同ＰＴＡ役員会が4回開催され，活発な議論が 十分機能したとはいえなかった。
解決に取り組む。
なされた。

生徒の評価が高
いのは素晴らしい。
運営委員会以外
の各組織がさらに活
発に機能するよう検
討して欲しい。

①ＰＴＡ総会や城ノ内祭において，
多くの保護者が来校されるが，駐車
場の確保が大変難しい。とくに，雨
天時や天候が危ぶまれる際に，保
護者への連絡を迅速かつ確実に行
う方法として，やまもも通信の活用
等を保護者等に呼びかける必要が
ある。
②生徒が主役の学校教育活動が展
開できるように，さらに学校と保護者
の理解を進め協力体制を強める。
③7時間授業との兼ね合いも考え，
課内会議や学年会，教科会の場を
増やすために，協議内容の精選を
はじめ，教職員間のより一層の共通
理解を図る。
④運営委員会のあり方を再検討す
る。

