平成３０年度 総括評価表

(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
自己評価

重点課題
リーディング
ハイスクール
事業の推進
①
中高一貫教
育の推進

重点目標
（全校レベル）
中高一貫教育校
のメリットを最大限
に活かし，本校の
活性化に役立て
る。
（下位組織レベル）
中学生と高校生の
良好な関係構築。
中高教職員の緊
密な連携による組
織の活性化。
中高が連携した
PTA活動の充実。

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
○「学校生活や学校の教育活動全般に満 ○「学校生活や学校の教育活動全般に満足している」と (評定)
足している」と答えた生徒・保護者が80%以 答えた生徒80％(+1p)・保護者が88％(-1p)。
上。
○「中学生と高校生の関係は良好である」と答えた生徒
○「中学生と高校生の関係は良好である」と 64％(+4p)。
答えた生徒が60%以上。
○「ＰＴＡ活動や学年部会は活発である」と答えた保護
○「ＰＴＡ活動や学年部会は活発である」と 者84％(-1p)・教職員94％(+2p)。
(所見)
答えた保護者・教職員が80%以上。
評価指標上の目標値は，すべて達成できて
いるが，「中学生と高校生の関係は良好であ
る」と答えた生徒が64％という数値は，まだ物
足りない状況であり，さらに目標値を上昇させ
ていく必要がある。
数年後に中等教育学校に移行する本校にお
いては，積極的に中高生の交流を図ることが，
中学生の模範となろうと努力する高校生と，尊
活動計画
活動計画の実施状況
敬する先輩のようになりたいと頑張る中学生と
①中高職員合同の会議を年20回以上，ＰＴ ①中高職員合同の会議を36回（運営委員会12回，中等 が，互いに相乗効果を生み出し，学校全体の
Ａ役員会を年４回以上開催する。
教育学校移行検討会12回，人権教育研修会・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱ 活性化に繋げるための重要な鍵となる。
ﾝｽ研修会など職員会議12回），合同のＰＴＡ役員会を４
回開催し，共通理解を図った。

Ａ

②中高合同の行事・作業・部活動・交流を行 ②学校祭，予餞会，防災訓練，人権映画会，総合学習
う機会を積極的に創設する。
発表会などを中高合同で開催するとともに，音楽部やﾊﾞ
ｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部など多くの部で合同練習を行った。
（全校レベル）
リーディング
ハイスクール
事業の推進
②
確かな学力
と進路観の
育成

評価指標

授業の充実改善
に積極的に取り組
み，全生徒の進路
希望実現を目指
す。

○「教員は学力を伸ばす教育を行っている」
と答えた生徒・保護者・教職員が80％以上。
○「教職員はわかる授業を目指して授業を
工夫している」と答えた教職員が80%以上。
○「生徒の希望を尊重したきめ細やかな進
（下位組織レベル） 路指導ができている」答えた生徒・保護者が
80%以上。
よりよい指導計画 ○「先生は生徒の進路相談や悩みについて
や指導方法の工 よく相談にのってくれる」と答えた生徒・保護
夫・改善。
者が80%以上。
全ての教師集団
の協力による組織
的な進路指導体 活動計画
制の構築。
①研究授業・授業研究会を中高合同で実施
確かな進路観や
する。
職業観の育成。

②授業評価を年２回実施する。
③進路に関する学年集会や講演会，及び
大学講師等による出張講義を実施する。

④学習実態調査と進路希望調査を実施す
る。

評価指標による達成度
総合評価
○「教員は学力を伸ばす教育を行っている」と答えた生 (評定)
徒83％(+3p)・保護者85％(+3p)・教職員94％(+1p)。
○「教職員はわかる授業を目指して授業を工夫してい
る」と答えた教職員96％(±0p)。
○「生徒の希望を尊重したきめ細やかな進路指導がで
きている」と答えた生徒79％(-1p)・保護者79％(+1p)。
(所見)
○「先生は生徒の進路相談や悩みについてよく相談に
各評価指標とも目標をほぼ達成している。
のってくれる」と答えた生徒83％(+6p)・保護者80％(特に「教員は学力を伸ばす教育を行ってい
1p)。
る」の項目において，生徒･保護者･教職員すべ
てで昨年度より増となった。アクティブ・ラーニン
グやICT活用の教育への取組に教職員一同自
活動計画の実施状況
覚を持って取り組み，それが生徒や保護者の
方々の評価に繋がったと考えられる。客観的に
①中高合同での研究授業・授業研究会を年14(昨年度
授業を振り返り，わかる授業，学力を伸ばす教
15）回実施した。また，アクティブラーニング及びICT活
育を目指して，さらに授業改善に取り組まなくて
用についての授業研究会（外部へ公開）を２回行った。
はいけない。
｢進路・悩み相談｣の評価においても，良好な
評価ではあるが，目標値である80%以上にはわ
②授業評価を年２回実施した。
ずかに届かなかった指標もある。生徒の希望
③計画的に学年集会や講演会等を実施した。
を尊重したきめ細やかな進路指導をより一層
・学年集会（４年５回，５年６回，６年９回）
心がけていく必要がある。
・進路講演会（４年３回，５年３回，６年２回）
学年集会，進路講演会などは計画通り実施し
・出張講義（４年１回，５年１回）
ており，生徒の反応は概ね良好であった。
授業評価・学習実態調査について回数は実
④学習実態調査（４年５回，５年５回，６年４回）及び進 施できているが，実施だけに留まらないよう，
路希望調査（４年３回，５年４回，６年２回）を実施した。 結果の検証や事後対応についての時間確保な
ど，課題は残っている。

B
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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

通常の業務に加え
て，中等教育学校
移行に向けての検
討会を12回も開催し
ていることに，教職
員の努力と苦労を
感じる。学校生活や
教育活動全般に対
する生徒の満足度
を維持・向上させる
ための会議であって
ほしい。
中高の交流を活
性化させるためのア
イデアとして，例え
ば，様々な難度の
問題を含めた共通
のテストを中高の全
生徒と全教員に取り
組ませ，その解き方
をプレゼンし合うこと
などが考えられる。

①中高合同の行事・作業・部活動・
その他交流を行う機会を，さらに一
層積極的に創設する。

「進路相談や悩み
についてよく相談に
のってくれる」と答え
た生徒が83％もお
り，昨年度から6p上
昇していることは評
価に値する。個々の
生徒の進路希望を
尊重したきめ細やか
な個別指導が重要
であるので，継続し
てほしい。
進路観の育成に
関しては，例えば，
大学生，新社会人，
管理職など人生の
様々な段階の卒業
生から講演やビデ
オメッセージ等を頂
いて，生徒が刺激を
受けるような取組な
どが考えられる。

①授業改善について，たゆまぬ努
力を続けているが，アクティブ・ラー
ニングやICT活用について，さらに
先進事例や教材の充実に努められ
るような予算や時間の確保を，各教
科会を中心として進める。

②すべての中高教職員が，同じ中
等教育学校の同僚・仲間であるとい
う意識をしっかりと抱き，これまで以
上に緊密に連携を図るための場を
設ける。

②新テスト(大学入試)に向けての動
きが本格化する中で，進路指導の
大きな変化に対応するとともに，早く
正確な情報を得て，何を残し何を削
るかといった効率化を図っていく必
要がある。また，よりよい進路指導
体制を構築するために，職員会や
資料交換など情報交換の機会をさ
らに増やす。
③進路指導について全教員で個別
指導にあたる取組をさらに推進し，
課題を検証しつつ，さらなる充実を
図る。
④授業時数を確保し，先取り学習や
単位制のメリットを最大限に生かす
週35時間授業に適した教育課程の
検討を引き続き行う。

平成３０年度 総括評価表

(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
自己評価

重点課題

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 ○「すべての教育活動の中で人権に配慮した指導が行 (評定)
た指導が行われている」と答えた生徒・保護 われている」と答えた生徒80％(+8p)・保護者85％(±
者・教職員が80%以上。
0p)・教職員90％(±0p)。
○「生徒は自他を大切に思う心や態度が
○「生徒は自他を大切に思う心や態度が育っている」と
育っている」と答えた生徒・保護者・教職員 答えた生徒68％(-2p)・保護者83％(±0p)・教職員73％
が80%以上。
(±0p)。
（下位組織レベル）
(所見)
ホームルーム活動
「人権に配慮した指導」については，達成度
や学校行事の充 活動計画
が，生徒で大きく改善し，生徒・保護者・教職員
活動計画の実施状況
実。
とも指標以上を達成することができた。
①人権学習ホームルーム活動の研究授業・ ①各学年で研究授業・研究協議を実施するとともに，毎 「生徒の自他を大切にする心や態度の育成」
研究協議，事前研修会を実施する。
回，事前研修会を学年別に実施した。
については，達成度が，生徒・教職員ともに指
標を下回り，生徒では昨年度から低下した。顕
②人権問題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。 在化は少ないが，ＳＮＳ上の書き込みをめぐっ
ての友人間トラブルや「からかい」等の問題の
影響が考えられる。生徒の自己肯定感を育む
③人権問題講演会を実施する。
③５年生を対象に人権問題講演会を，また４年生対象 ことを土台に，人権感覚の醸成についてさらに
に「スマホ・ケータイ安全教室」を実施した。
取り組む必要がある。

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

B

④職員研修を校内で年２回、校外で年１回
実施する。

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。また，いじめ
を絶対許さない姿
勢を示し，いじめ
の未然防止に努
める。
（下位組織レベル）
「挨拶の励行」の
徹底。
服装頭髪指導の
徹底。
積極的ないじめの
認知と対応。
交通ルールや交
通マナーの遵守に
向けての取組推
進。

④中高合同の教職員研修会を校内で２回，校外での地
域研修会を１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。
○「学校生活全般において時間が守られて
いる」と答えた生徒・保護者・教職員が70%
以上。
○「生徒は挨拶ができている」と答えた生
徒・保護者・教職員が70%以上。
○「服装頭髪について校則が守られている」
と答えた生徒・保護者・教職員が70%以上。
○「生徒は交通ルールや交通マナーが守ら
れている」と答えた生徒・教職員が60%以
上。

評価指標による達成度
総合評価
○「学校は家庭と連携し，生徒の基本的生活習慣の確 (評定)
立に努めている」と答えた保護者73％(-1p)・教職員
90％(+2p)。
○「学校生活全般において時間が守られている」と答え
た生徒77％(-1p)・保護者93％(-3p)・教職員88％(-2p)。
○「生徒は挨拶ができている」と答えた生徒48％(+7p)・
保護者84％(+5p)・教職員53％(+20p)。
○「服装頭髪について校則が守られている」と答えた生
徒73％(+20p)・保護者90％(+2p)・教職員76％(±0p)。
(所見)
○「生徒は交通ルールや交通マナーが守られている」と
基本的生活習慣の確立や家庭と学校との連
答えた生徒62％(+8p)・教職員55％(+5p)。
携，時間の遵守について，概ね良好な評価で
あり，まずは落ち着いた学校生活が送れてい
る。しかし，評価指標の達成度について，生徒・
教職員・保護者の間に差があり，意識の乖離
活動計画
活動計画の実施状況
があることがわかる。
①遅刻者は「遅刻指導票」を提出させる。
①授業遅刻も含め遅刻した生徒には「遅刻カード」に理 また「挨拶の励行」や「服装頭髪」について
は，生徒・教職員の評価は高くないが前年を上
由を記入し提出させ，教頭の指導後に入室させた。
回った。挨拶は社会生活や円滑なコミュニケー
②５のつく日には，朝のあいさつ運動を実施 ②５のつく日の登校時には，正門周辺で生活委員があ ションの基本であり，服装等の乱れは学校全体
する。
いさつ運動を実施した。
の風紀に影響することを認識し，日々の学校生
活の中でさらに指導していく必要がある。
③服装頭髪検査を定期的に実施する。
③定期的（学期に２回）に，全校集会や学年集会で服装 いじめ防止については，学校生活に関するア
ンケートを定期的に実施し，いじめの早期発
頭髪検査を実施した。
見・対応に努めている。しかし，アンケートに出
てこない事案もあり，授業中や休み時間等の
④学校生活に関するアンケート（いじめを含 ④いじめの項目を含む学校生活に関するアンケートを 観察や教職員間での情報の共有など，さらに
む）を年２回実施する。
年３回実施し，内容について検討，面談等で対応した。 踏み込んだ継続的な取組が必要である。
⑤毎月交通マナーアップ運動を実施する。

B

⑤毎月の学校安全の日には，生活委員，教職員によっ
て登校時に交通マナーアップ運動を実施した。
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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

成績順位やコミュ
ニケーション力など
が原因となって自己
肯定感の低い生徒
が現れてくる。生徒
の自己肯定感を育
む取組が重要であ
るが，学力分野の
リーディングハイス
クール事業が決して
その障害とならない
よう注意する必要が
ある。
誰かをからかうよ
りも誰かを助けるほ
うが人間は元気に
なるので，勉強など
で困っている人を助
けてあげるような体
験やしくみを多く取
り入れてほしい。

①人権資料『じんけん』をさらに活用
して，生徒の実態により対応した人
権ホームルーム活動ができるよう，
研究協議や事前研修会を充実させ
て実践する。

「挨拶ができている」
生徒の伸びは，「５
のつく日のあいさつ
運動」などの成果だ
と思われる。朝夕の
挨拶は人間としての
基本であり，全生
徒・全教職員がしっ
かりとできるよう今
後も指導していって
ほしい。
本校は生徒の通
学距離が最も長い
学校だと思う。それ
だけ危険に遭遇す
る確率も高いため，
交通ルールやマ
ナーを守らせる指導
を継続してほしい。
服装頭髪について
は良好な状況であ
るが，安全装備上
の理由で服装頭髪
規則を設けている
職業は意外と多く存
在するため，教職員
は，遅刻指導ととも
に，服装頭髪を指導
する理由を繰り返し
生徒に伝えていって
ほしい。

①５分前行動の精神をさらに徹底
し，時間を厳守させる。多遅刻者に
は生活習慣の見直しなど指導を強
化する。

②定期的に実施している学校生活
に関するアンケート調査等の結果を
活用し，生徒の悩みなどを把握し，
迅速に対応できる体制を整え，いじ
めをはじめ人権問題の未然防止と
早期発見・対応を実行する。
③教科，特別活動等すべての教育
活動の中で，生徒の課題や配慮す
べき事柄への気付きと情報を共有
し，生徒の自己肯定感を育むことが
できるよう留意し，学年会，職員会
を定期的に設定する。

②「５のつく日の朝のあいさつ運動」
を定着させる。また，社会生活を円
滑に送るために挨拶が大切である
ことを，機会を捉えて繰り返し指導し
ていく。
③服装頭髪指導については，家庭
の協力が欠かせない。家庭への電
話連絡や家庭訪問など連携を密に
した指導を続ける。
④いじめを含む学校生活に関する
アンケートの実施などを通して，いじ
めの積極的認知，早期発見，適切
な対応に努める。

平成３０年度 総括評価表

(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
自己評価

重点課題

重点目標
（全校レベル）
災害を迎え 防災・安全教育を
撃つ防災・安 徹底し，災害へ備
全教育の徹 えるとともに，事故
底
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 ○「学校は防災意識の高揚に努めるとともに，防災への (評定)
に，防災への取組を推進している」と答えた 取組を推進している」と答えた生徒65％(+1p)・保護者
生徒・保護者・教職員が75％以上。
78％(+3p)・教職員92％(+16p)。

B

（下位組織レベル）
防災意識の高揚
に努め，防災への 活動計画
取組推進。
①防災避難訓練（火災・地震・津波）を年２
回実施する。

(所見)
評価指標の達成度を見ると，教職員の割合
が大幅に向上したが，生徒の回答は指標に到
活動計画の実施状況
達していない。
①防災避難訓練を５月（地震・津波）と10月（地震・火
防災避難訓練は，発生時刻を知らせずに抜
災）に実施した。
き打ちで行ったり，様々な事態を想定して内容
を工夫したりしており，自分たちより立場の弱い
園児や高齢者の方々と一緒に行うことで，主体
②年２回以上，地域の方と連携をとり共同で ②青嵐認定こども園の園児や地域の方々と連携をとり， 性・自主性を持たせ，災害意識の向上と積極
活動する。
防災避難訓練を２回実施した。また，２月に防災炊き出 的な取り組みを推進できた。
し訓練を地域の方々と一緒に実施した。
③災害時における家庭との連絡体制を，よ ③「緊急時の生徒引き渡しカード」をすべての学年で作
り強化する。
成し，災害時における家庭との連携体制を強化した。

（全校レベル）
環境教育の 環境教育への取
推進
組を推進し，学習
の場にふさわしい
環境を整える。

評価指標
○「清掃に積極的に取り組み，美しい環境
が維持できている」と答えた生徒・教職員が
80％以上。
○「ゴミの分別や節電・節水に取り組めてい
る」と答えた生徒・教職員が80%以上。

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 (評定)
いる」と答えた生徒64％(-1p)・教職員67％(-7p)。
○「ゴミの分別や節電・節水に取り組めている」と答えた
生徒62％(±0p)・教職員78％(+8p)。

（下位組織レベル）
清掃への積極的
な取組，美しい環
境の維持。
ゴミの分別や節
活動計画
電・節水への取
組。
①日頃からゴミの分別を推進する。
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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

避難訓練に幼稚
園児を参加させた
り，地域の方々と一
緒に炊き出し訓練を
したりしていることは
評価に値する。「自
助」だけでなく「共
助」の精神も育む取
組が重要であり，近
隣の社会的弱者を
助けられる人材を育
ててほしい。
例えば，高大連携
プロジェクトの一環
で徳島大学の環境
防災研究センターに
防災士資格取得の
ための授業を依頼
することも考えられ
る。

①防災・安全教育への取組では，
地域との連携にまだ課題があると
思われるので，地域の方々とさらに
連携し，合同の避難訓練の内容や
防災クラブの活動を活性化させるよ
う計画し，実行する。
②防災クラブの活動の一環として，
校外での研修会等に，より一層積
極的な参加を促していく。

総合評価

B

(所見)
「清掃」についての評価指数達成度が昨年度
より低下している。校舎の老朽化，特にひび割
れたり剥がれたりした床やトイレの現状から「美
しい環境の維持」は難しい点もあるが，清掃へ
活動計画の実施状況
の取り組みに個人差があることも問題であるた
①各クラスの整美委員が中心となってゴミの分別を推 め，清掃活動の意義について考え，主体的に
進し，教室や職員室，特別教室等，すべてのゴミ箱で分 取り組めるよう施策を講じていきたい。
ゴミの分別については，教室内の分別はほぼ
別回収の徹底に努めた。
②使用水量，使用電力の推移をグラフ化し ②電気と水道の使用量をグラフ化してアセンブリホール 良好であるが，放課後や土・日の部活動の後，
自動販売機付近で飲んだペットボトルや昼食
て掲示し，節水・節電への意識を高める。
に掲示し，節電・節水への意識向上に努めた。
③吉野川堤防清掃を２回実施した。また，学校周辺の の弁当等の処理に問題がみられる。
節水・節電については，全校生徒に広報し，
落葉拾いや溝掃除などの清掃活動や除草作業を２回
活動内容について理解を深め，さらに無駄を減
③吉野川堤防清掃活動や学校周辺の清掃 行った。
活動に，年２回以上取り組む。
④カーテンの新調やクリーニング，暗幕の設置など学習 らして節水・節電に努めるよう意識の向上を図
りたい。
環境を整備した。
③主権者教育に特化した研修会は実施できなかった

徳島県立城ノ内高等学校

「美しい環境が維持 ①４月当初に清掃の手順を生徒に
できている」というア 丁寧に指示する。また，普段から生
ンケート項目は誤解 徒に清掃の意義を伝えるとともに，
も生じかねないた
主体的に清掃活動に取り組むよう
め，文言の検討が 指導・監督する。
必要であろう。
電気と水道の月別 ②ゴミの分別や節電・節水について
使用量をグラフ化す は，こまめにチエックして回り，その
る取組は効果をあ 都度気付いたことを注意しながら，
げていると思われ 生徒の意識を改善する働きかけを
る。可能であれば， 継続して行う。
委員会活動または
②電気と水道の使用量を調べて掲示し，節
日直の生徒などに
③月毎の電気・水道使用量の推移
日別の測定をさせる をグラフ化して掲示することを継続
ことが一層効果的で し，節電・節水への意識を高める。
はないだろうか。
吉野川堤防清掃
は，できるだけ多く
の生徒が参加でき
るよう，学校が奨め
てほしい。

平成３０年度 総括評価表

(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
自己評価

重点課題

重点目標
（全校レベル）
特別活動の 学校行事や部活
活性化
動を充実させ，学
校全体を活性化す
る。

評価指標と活動計画

評価指標
○「学校行事は充実しており，生徒が生き生
きと取り組んでいる」と答えた生徒・保護者・
教職員が80％以上。
○「部活動は活発である」と答えた生徒・保
護者・教職員が70％以上。
（下位組織レベル） ○「部活動と勉強の両立を図ろうとしてい
学校行事の内容 る」と答えた生徒・保護者・教職員が70%以
上。
の充実。
部活動の活性化。
部活動と勉強の両 活動計画
立。
①学校行事は生徒が主体的に運営に携わ
れるよう実施する。
②部活動が活性化するよう広報やＰＲに努
力する。
③活動の効率化や考査前の活動自粛な
ど，部活動と勉強の両立体制を確立する。

開かれた学
校づくりの推
進と郷土愛
を育む教育
の推進

（全校レベル）
ホームページを充
実し，学校を公開
する機会をつくる。
また，地域資源を
生かした多様な体
験・交流活動を行
う。

評価指標
○「ホームページは本校を理解してもらうの
に役立っている」と答えた保護者が80％以
上。
○「中学校体験入学や学校公開の日，文化
祭の公開は本校を理解してもらうのに効果
的である」と答えた保護者・教職員が80%以
上。
（下位組織レベル） ○「自然体験活動やゴルフ研修など地域資
源を生かした多様な体験・交流活動が行わ
ホームページ等を れていると答えた生徒・保護者・教職員が
通じた情報発信の 80%以上。
充実。
中学生体験入学
や学校公開の日、
文化祭の公開など
学校公開の機会
活動計画
の充実。
地域に根ざした体 ①ホームページの更新にすべての教員が
験活動・行事の実 関わり，週２回以上更新する。
施。
②スクールガイドを発行し，中学生体験入
学を実施する。
③「学校公開の日」を実施する。

評
価 *（
）は昨年度との比較で，増減ﾎﾟｲﾝﾄを表す
評価指標による達成度
総合評価
○「学校行事は充実しており，生徒が生き生きと取り組 (評定)
んでいる」と答えた生徒83％(±0p)・保護者90％(+3p)・
教職員94％(+8p)。
○「部活動は活発である」と答えた生徒80％(+3p)・保護
者83％(+8p)・教職員65％(-7p)。
○「部活動と勉強の両立を図ろうとしている」と答えた生 (所見)
徒80％(-4p)・保護者79％(-4p)・教職員80％(-14p)。
評価指標上の目標は，ほぼ達成できている
が，部活動の入部率は４，５学年においては低
下している。
活動計画の実施状況
学校行事はほとんどの生徒が，主体的・積極
的に取り組めている。
①文化祭，体育祭，球技大会などの学校行事は，生徒
部活動に対する教職員等の評価の低下は，
会主体に運営され，生徒も積極的に参加した。
４年生や５年生の入部率(部員数)が減少してい
②部活動加入率は４年生83(昨年86)％，５年生79(昨年 ることのほかに，学習時間(授業時数)の確保や
超過勤務時間の短縮が推奨されていることも
86)％，６年生84(昨年82)％であった〔4月現在〕。
あり，特に運動部が活動しにくい状況にあると
③全部活動で，考査期間中の活動を届出制とし，試合 認識されていることが予想される。
等が近い部に限り原則１時間以内という制約を設けて
実施した。

B

評価指標による達成度
総合評価
○「ホームページは本校を理解してもらうのに役立って (評定)
いる」と答えた保護者84％(+4p)。
○「中学校体験入学や学校公開の日，文化祭の公開は
本校を理解してもらうのに効果的である」と答えた保護
者93％(±0p)・教職員88％(-6p)。
○「自然体験活動やゴルフ研修など地域資源を生かし
た多様な体験・交流活動が行われている」と答えた生徒
81％(±0p)・保護者87％(+2p)・教職員88％(+28p)。
(所見)
開かれた学校づくりに関する評価指標の目標
は，すべて達成できている。体験入学，文化祭
や学校公開は，本校を理解してもらうのに効果
的であると判断できる。今後も充実させながら
継続していく必要がある。
ホームページも活発な情報発信を継続できて
おり，内容も充実している。アクセス件数が過
活動計画の実施状況
去２年間で40％増加した。
①ホームページへの年間アクセス数は519,085回(昨年
また，昨年度より中学生体験入学への参加
比17％増)，総アクセス数は3,766,889回であった〔１月現 人数は減っているが，ほとんどすべての参加
在〕。
者から好評を得ている。９月と12月の２回，本
校において中学生とその保護者，教員対象の
②スクールガイドを発行した。８月に中学生体験入学を 高校説明会を開催して，参加人数は昨年度よ
実施し，参加者は144名（昨年度196名）であった。
り増加した。
③10月に学校公開の日を実施し，参加者は628(昨年度
596)名であった。

Ａ

④文化祭を公開する。

④文化祭(９月)を公開し，1818(昨年度2074)名が来校し
た。

⑤自然体験活動やゴルフ研修など地域資
源を生かした多様な行事を実施する。

⑤４年生で自然体験活動（４月）を，６年生でゴルフ研修
（７月）を実施した。
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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

入部率が若干低
下しているとはい
え，他校に比べると
高いと思われる。中
等教育学校への変
革期であるが，入部
率を維持できる環境
づくりに努力してほ
しい。考査期間の部
活動の時間制約に
ついては，練習内容
の効率化のために
も，厳格に守らせる
べきである。
学校祭では，６年
間をステップアップ
していく体系的な取
組や，全学年を縦
割りしたチームでの
催しも考えられる。

①学校行事について，中等教育学
校への移行を鑑み，行事の精選と
充実を推進させる，また，６年間を
見据えて効果的に体系的に実施で
きるように検討を深める。さらに，委
員会活動を活性化させ，生徒が生
き生きと諸活動に取り組めるように
する。

本校は，言わば
「地元がない学校」
であるので，ホーム
ページや学校公開
は特に重要な意義
がある。学校祭や防
災訓練などへの参
加を促し，近隣の
方々に本校を認め
てもらう必要があ
る。
また，総合学習の
発表会なども上手
に広報すると，さら
に良い効果を生み
出すのではないだろ
うか。中等教育学校
の生徒募集にとって
も情報発信が最も
有効な手段である。

①本校の理解，周知に向け，中学
生体験入学の参加者が増えるよう
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部活動について，効率のよい練
習を工夫し，部活動と勉強の両立を
図れるように各部が努めていく。
③各行事，特に城ノ内祭について，
生徒の安全に留意して計画を見直
す。城ノ内祭模擬店における指導を
維持・改善し，食中毒や事故の危険
性をさらに低減させる。また，球技
大会での接触による生徒間のトラブ
ルを抑制する。

②中等教育学校への移行の時期に
高校からの入学志願者を確保する
ため，中学校での進学説明会や中
学校訪問により高校の積極的な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各部，各課に依頼して，ホーム
ページの新着記事を増やし，さらに
充実したものにする。また，新聞や
テレビなどの取材に積極的に応じ
て，学校のPRに努める。

