
4 よくできた Ａ よくできた

3 おおむねできた Ｂ おおむねできた

2 あまりできなかった Ｃ あまりできなかった

（３）自立して自己実現に取り組む態度を育成する。 1 できなかった Ｄ できなかった

平均
成果 課題

番号 内容

開かれ
た学校
づくり
の推進

学校情
報の発
信

(1)
ホームページや配布物な
ど、学校の情報を積極的に
公開した。

3.3 48.7 33.3 15.4 2.6

HPの担当者を作り、HPに載せる情報を集約
した。HPを全面的にリニューアルし、見や
すくした。その結果、HPに学校行事の記事
を迅速にアップし、地域・保護者への情報
発信ができた。また、オープンハイスクー
ルの申込みもHPを通じて行うようにし、利
便性を高めることができた。

HPを常に最新のものにするため
に、これからも迅速に記事の
データ提出の協力が不可欠であ
る。

Ａ

自己評価は妥当である。
HPの更新がよくできてい
る。保護者アンケートか
らの結果で利用が少ない
と出ているので、広報活
動の工夫をしてくださ
い。

特色化
の推進

特色類
型の充
実

(2)

教育コミュニケーション類
型生徒に対し、ボランティ
ア活動や校外授業、出前授
業などを通して、コミュニ
ケーション能力の向上を
図った。

3.2 33.3 53.8 7.8 5.1

昨年度に引き続き、地域のボランティア活
動に積極的に参加することができた。特
に、いながわ桜まつりへのスタッフ参加、
楊津寺子屋での学習支援・寺子屋活動、サ
マーセミナーでの案内・授業補助などを通
して、個々のコミュニケーション能力を向
上する事ができた。また、保育や福祉実
習、大学訪問などの校外学習により、個々
のスキルアップが見られた。

ボランティア活動や校外学習を
活かした系統立てたキャリア教
育と連動させた多様な教育内容
を提供できるカリキュラム開発
が必要である。特色類型委員会
をより機能させる。 Ａ

自己評価は妥当である。
ボランティア活動が地域
に認められ感謝されてい
るのを強く感じ地域に溶
け込んでいる。子どもた
ちの前向きな取組を期待
する。

(3)
危機管理の日の校内点検な
どを通して、施設整備の安
全管理に努めた。

2.8 5.1 69.3 25.6 0.0

毎月の危機管理の日の点検場所・点検者を
固定し、年間を通じて点検場所の変化を
チェックしたことによって、前月では異常
がなかった箇所が発見されるなど、より安
全・安心な学校づくりに寄与することがで
きた。

毎月1回の点検では発見できな
かった異常箇所をいかに迅速に
発見し、対応するか。

Ｂ

自己評価は妥当である。
校舎も古くなっているの
で、子どもたちの安全な
場所づくりにつとめてく
だい。

(4)
防災避難訓練を実施して、
職員や生徒の防災の意識向
上を図った。

2.5 2.6 51.3 41.0 5.1

年２回の防災避難訓練をこやの里特別支援
学校分教室と協力して実施した。

避難訓練が形式的になっている
ので、方法・時期などの工夫が
必要である。 Ｂ

自己評価は妥当である。
授業中に実施してみては
どうか。

1

自己評価基準

回答別人数（％）

領
域

評価
項目

評価の
観点

4

教員アンケート回答基準

実践目標
2

（１）安全で安心な、信頼される学校づくりを推進する。

（２）人間的・精神的に粘る力（何事にもあきらめず踏ん

　　　張る力）を育成する。

「地域の信頼を支えに、生徒一人一人の生きる力を育成し、夢を実現す
る学　校を目指す。」

自
己
評
価

学校関係者評価3

平成２7年度　兵庫県立猪名川高等学校　学校自己評価

危機管
理体制
の充実

安全・
安心な
学校づ
くりの
推進

学
校
運
営

教 員 ア ン ケ ー ト

学校教育目標・重点目標

（1／3）



(5)
校内授業週間や研究授業を
通して職員の授業力の向上
を図った。

2.8 5.1 74.4 17.9 2.6

研究授業の数が増え、授業見学も積極的に
行なった。

若い教員に手本を見せたり、指
導できるベテラン教員が少な
い。 Ｂ

(6)
校内研修や校外研修を通し
て、指導方法の改善や工夫
を図った。

2.7 10.3 53.8 33.3 2.6

教員向けの進路指導の研修会を実施した。 研修会後のフィードバックが出
来なかった。研修会の内容の
ニーズの把握に務める必要あ
る。

Ｂ

(7)

授業開始時や終了時の挨
拶、校門指導などを通し
て、挨拶や時間を守ること
への意識の向上を図った。

2.6 12.8 46.3 30.7 10.2

チャイムの鳴り始めには、教室に着いて準
備が完了した状態で授業を開始できてい
る。

挨拶や時間を守ることへの意識
の向上をさらに高める。

Ｂ

(8)
量や質のバランスに配慮し
た課題を与え、家庭学習の
習慣化を図った。

2.4 0.0 46.2 48.7 5.1

長期休業中の課題に各教科とも計画的にで
きている。

平常の課題提出について、より
教科の連携を密にして家庭学習
に活かす。 Ｂ

(9)
三者懇談や日頃からの家庭
連絡を通して、保護者との
連携を図った。

2.8 12.8 64.2 17.9 5.1

生徒の学校での様子を担任を通じて保護者
に伝えたり、成績についての三者面談を実
施して、学校と保護者との連携がうまくと
れた。

保護者会の参加人数が例年少な
い。開催時期や時間帯などを工
夫して、参加人数を増やす。

Ｂ

自己評価は妥当である。
保護者への連絡がつきに
くい場合は、携帯電話の
ショートメールを活用し
てみてはどうか。

(10)

日頃からの生徒指導や頭
髪・服装指導週間を通し
て、生徒の規律向上を図っ
た。

2.7 7.7 53.8 35.9 2.6

頭髪・服装指導週間が浸透し、生徒の規律
向上が図れた。また、気温や生徒の体調変
化に対応できるよう、制服移行期間を柔軟
に対応した。

生徒安全部が中心となって、全
教師の共通理解をもってより一
層組織的に取り組む。 Ｂ

自己評価は妥当である。
規律がよくなっていると実
感として受けている。先生
方は、よくがんばってい
る。

(11)
校内清掃を計画的に行い、
校内美化の徹底を図った。

2.4 0.0 48.7 41.0 10.3

掃除用具の整備を進めた。 校内清掃の徹底ができなかっ
た。点検項目の徹底や環境整備
委員による啓発活動を活発にし
て校内美化の徹底を図る。

Ｂ

自己評価は妥当である。
生徒が掃除の仕方を知っ
ているのか。掃除の概念
が違うのでは。

(12)

総合的な学習の時間やイン
ターンシップを通して、
キャリア教育の充実を図っ
た。

2.9 15.4 61.6 17.9 5.1

インターンシップが５年目を迎え、当初よ
りも学校の教育活動の１つとして全職員の
協力が得られた．生徒もインターンシップ
の意義を良く理解し、職業間、勤労観を深
められた。インターンシップ報告会に事業
所の方を招いて実施した。

大きな行事なので、より役割分
担を明確にし、組織的に機能さ
せる。事業所との連絡方法の改
善（HPを活用）インターンシッ
プの意義を理解しきれていない
生徒に合った指導内容を検討す
る。

Ｂ

自己評価は妥当である。
生徒アンケートを見て
も、インターンシップの
効果が高い事が言える。

内面理
解に基
づく生
徒指導
の充実

(13)
個人面談や教育相談を利用
し、生徒の内面理解に基づ
く生徒指導を図った。

2.7 5.1 69.3 20.5 5.1

キャンパスカウンセリングの利用者が昨年
度より増加し、生徒、保護者、職員ともに
有効に活用できた。HPで広報することに
よって、生徒だけでなく保護者にも知らせ
ることができた。

生徒にとって気軽にカウンセリ
ングを受けれる環境を整える。

Ｂ

自己評価は妥当である。
カウンセリングを保護者
と先生が一緒に受ける機
会があったと聞いて、こ
れからもそういう機会が
あれば良いと思う。

教
育
課
程

規律あ
る集団
生活の
推進

自己評価は妥当である。
みんなで意識を高くもち
取り組めば結果は出る。

生徒指
導

指導方
法の工
夫・改
善

基礎学
力の向
上

課
題
教
育

生活習
慣の確
立

（2／3）



進路指
導の充
実

(14)

大学・専門学校説明会等を
企画し、生徒に多様な将来
設計を考えさせる機会を与
えた。

2.7 5.1 69.3 17.9 7.7

進路講演会等、行事の区切り毎に実施でき
た。（１年６月、７月、９月、３月：２年
６月、９月、１１月、１２月、３月：３年
５月、７月）

講演会のもつ意義の違いをもっ
と生徒に意識させたい。生徒が
本当に必要としている情報の把
握に務める。

Ｂ

自己評価は妥当である。
向学心を持てるタイミン
グで計画されており、良
いことだと思う。

体験活
動の充
実

(15)
生徒会や各行事の専門委員
会を組織的に活用し、学校
行事の充実を図った。

2.4 2.6 48.7 38.5 10.2

体育祭実行委員会や文化祭実行委員会にお
いては、組織的に活用し、行事内容の充実
を図った。生徒会役員の仕事を明確にし、
生徒会活動を活発にすることに努めた。

生徒会の委員会活動において年
度当初だけの活動にとどまって
いる委員会があるので、いかに
委員会活動を活性化させるかが
課題である。

Ｂ

自己評価は妥当である。
私の在学時は、生徒会活
動は、熱心でPTA役員と
の討論会もやった。生徒
の意見を活用できるよう
にしてください。

(16)
特別支援学校との交流を通
して、生徒に思いやりや共
生の心を育ませた。

3.0 17.9 66.7 15.4 0.0

こやの里特別支援学校分教室との体育祭・
文化祭での交流に生徒が主体となって、積
極的に取り組んだ。

来年度は、こやの里特別支援学
校分教室が３学年とそろい、人
数も増えるので、より活発な交
流及び共同学習を実施する。 Ａ

自己評価は妥当である。
私の在学時から、川西養
護学校との交流は、行っ
ていた。心根の優しい生
徒が多いと思う。この活
動を大事にしてくださ
い。

保健・
健康教
育の充
実

(17)
保健講演会や「保健だよ
り」を通して、保健・健康
教育の充実に努めた。

2.9 20.5 61.5 10.3 7,7

「保健だより」をHPで発信することで、保
護者にも健康に関することを広報できた。

引き続き様々な情報を適宜発信
する。

Ｂ

自己評価は妥当であ
る。薬物乱用講演会
は、毎年実施してほし
い。

教育相
談の充
実 (18)

キャンパスカウンセラーと
の連携を密にして、生徒
個々の諸問題に対応できる
体制を整えた。

2.8 17.9 56.4 15.4 10.3

教員向けカウンセリングマインド研修会を
行うことで、個々の生徒に対する指導方法
を学ぶことができ、実践することができ
た。

キャンパスカウンセラーと教員
とが話し合える時間を確保す
る。 Ｂ

自己評価は妥当である。

国際理
解教育

国際交
流事業
の推進

(19)
姉妹校や猪名川町姉妹都市
からの訪問団との交流を通
して、国際理解を深めた。

2.7 12.8 51.3 28.2 7.7

猪名川町国際交流協会と連携し、バララッ
ト市主催の日本語スピーチコンテストの優
勝者、準優勝者の学校訪問では、生徒に案
内させ、授業に参加し交流を深めた。本年
度短期訪問で７名の生徒が、姉妹校へ訪問
し、２名が長期留学した。

姉妹校との交流にもっと関心を
示してもらえるように、生徒に
対して働きがけが必要である。

Ｂ

自己評価は妥当である。
よくがんばっている。

部活動
部活動
の充実

(20)

部活動の指導方法などを工
夫・改善するとともに、け
がや事故のないように努め
た。

2.9 12.8 71.8 10.3 5.1

夏季の下校時間を延長し、部活動の充実を
図った。また、ノー部活動デーを各部活動
別で設定し、事故やけがの防止に努めた。

文化部の部員数の減少をどう食
い止めるか。

Ｂ

自己評価は妥当である。
勉強も大事だが、部活動
も活発になればと思う。

生徒指
導

課
題
教
育
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