
兵庫県立舞子高等学校 平成 29 年度学校評価外部報告書 

 

評価項目（Plan・Do） 学校自己評価（Check1） 学校関係者評価（Check2） 

【校訓】誠実 健全 親愛 勤勉 

自他ともに誠実である 

心身ともに健全である 

互いを親愛で結ぶ 

常に勤勉である 

 

【教育目標】「誠実 健全 親愛 勤勉」の校

訓のもと、人格の陶冶をはかり、知・徳・

体の調和のとれた、みずみずしい感性を備

えたこころ豊かな人間を育成する。 

 

【めざす生徒像・学校像】（中期目標から） 

 ・めざす生徒像 

   「自ら考え、行動する自立できる人間」 

 ・めざす学校像 

   「地域に根ざした、信頼される学校」 

 

【５つの柱】（中期目標から） 

 １ 特色あるカリキュラムの充実 

 ２ 自己実現を目指した進路指導の充実 

 ３ 学力向上を目指した学習指導の充実 

 ４ 内面的理解に基づく生徒指導の充実 

 ５ 教職員の資質向上 

実践目標 

「改革の５つの柱」に基づく 16 項目を設定。29 年度より、いじめ対策の項目を追加した。 

 

アンケート実施（平成 29 年 12 月、教職員・生徒・保護者にアンケートを実施） 

・無記名方式 

・数値選択方式（4そう思う、3ややそう思う、2あまりそう思わない、1そう思わない、0わからない） 

 ※「0」でないデータを評価のデータとして扱う 

・教職員、生徒、保護者それぞれの平均値を算出後 100 点に換算（平均値×25）し、評価点とする 

・三者の評価点の平均（（教職員評価＋生徒評価＋保護者評価）÷3）を算出し、三方向評価点とする 

 

評価基準 

【総合的な学校評価】 

総合評価 B＋（75） 

 

中期目標の 5 本の柱についての達成状況は、「１

特色あるカリキュラムの充実」「２自己実現を目指

した進路指導の充実」「４内面的理解に基づく生徒

指導の充実」は B
＋で、教職員の頑張りが見て取れ

る結果である。ただ、「３学力向上を目指した学習

指導の充実」「５教職員の資質向上」は B
－で、厳

しい自己評価である。 

ただ、会合でも意見が出たように、普通科の比

重が高い本校において、上級学校への進学は至上

命題である。 

保護者や地域の高い期待に応えるべく、環境防

災科の際立った取り組みと成果をトリガーにし

て、①学外での生徒の活動や成果を学習への意欲

につなげる「サービスラーニング」や、②普通科

の体系的な学力向上方策（家庭学習や授業力向上

等）が期待される。以上の点から、今年度の自己

評価は妥当だと思われる。 

 

評価Ａ（達成できた）           

評価Ｂ（ほぼ達成できた）     

評価Ｃ（あまり達成できなかった） 

評価Ｄ（達成できなかった）        

…80 点以上 

…60 点以上 80 点未満 

…40 点以上 60 点未満 

…40 点未満 

（90 点以上はＡ+、90 点未満はＡ-） 

（70 点以上はＢ+、70 点未満はＢ-） 

（50 点以上はＣ+、50 点未満はＣ-） 

（30 点以上はＤ+、30 点未満はＤ-） 

アンケート回収 

＜12 月＞ 

教職員（集計数 39 名）   対象・・・校長、教頭、教諭、養護教諭 

生徒 （集計数 822 名）  内訳・・・1年 273 名，2 年 277 名，3 年 272 名 

保護者（集計数 748 名）  内訳・・・1年 252 名，2 年 264 名，3 年 232 名 

重点目標 実践目標 

アンケート質問文 評価点 達成状況 

次年度に向けた改善の方策 

自己評価は適切であるか 

改善の方策は適切であるか 

来年度に向けての意見・提案等 
教
職
員 

生
徒 

保
護
者 

教
職
員 

生
徒 

保
護
者 

三
方
向 

実
践
目
標 

重
点
目
標 

学校の特色化

の推進 

1 

地域に開かれた学校をめざ

して、学が丘コンサートや

震災メモリアル行事など地

域や保護者と連携した教育

活動を行う 

 

学が丘コンサートや震

災メモリアル行事など

地域や保護者と連携し

た教育活動を行ってい

る 

学が丘コンサートや震

災メモリアル行事など

地域と密着した教育活

動が積極的に行われて

いる 

学が丘コンサートや震

災メモリアル行事など

地域と密着した教育活

動が積極的に行われて

いる 

92 76 82 83 A－ 

B＋ 

76 

【総務部・情報委員会】 

学が丘コンサートを本校生にもっと見学できるようにし、小さい子供

が一生懸命歌う姿から学校行事へ主体的に取り組むことの意味を再

確認させる。 

ホームページの閲覧数の増加が入学希望者の増加につながるように、

各部・学年や各部活動の活動報告を充実させ、魅力ある学校を発信す

る。 

【教務部・教育課程委員会】 

 科目の配置について、概ね適切な編成という評価であった。今後も、

生徒の進路実現に向けた適切な科目配置を検討していく。 

【生徒指導部】 

舞子祭などの行事について、早目に準備をする。 

 舞子 SPT 会議をさらに地域へ広め、舞子 SPTC 会議で実施する。 

【環境防災科・先進理工類型】 

震災メモリアル行事を地域の行事として継続させていく。また、特

色のある教育実践を継続し、環境防災科を中心としたボランティア

等の実践活動や、または先進理工類型のアドバンススタディのカリ

キュラムを活かした活動で、地域や小中学校に研究成果を還元して

いく。 

 

【自己評価】 …… 適切である 

 

【改善の方策】…… 適切である 

 

 

 

【来年度に向けての意見・提案等】 

 

「舞子高校はいい学校ですよ」と言うことはで 

きても、魅力をきちんと説明できない。 

多くの生徒が国公立を目指すような、進路実績 

ある学校にしてほしい。 

カリキュラムはセンター試験に対応できるもの 

にしてほしい。 

2 

生徒の実態にあった教育課

程を編成し、個性の伸長と

進路希望の実現を図る 

新教育課程の趣旨を踏

まえ、生徒の実態や進路

希望に合った教育課程

を編成している 

科目の配置や選択科目

の設定に満足している 

科目の配置や選択科目

の設定に満足している 
75 68 74 72 B＋ 

3 

学校行事に生徒を主体的に

参加させ、成就感を体感さ

せる 

 

様々な学校行事に生徒

を主体的に参加させ、成

就感を体感させる 

学校行事に自主的、積極

的に参加し、やりがいを

感じている 

お子様は学校行事に積

極的に参加している 
81 69 82 78 B＋ 

4 

学校ホームページ、メルマ

ガ、各種パンフレットをわ

かりやすいものにし、情報

発信を充実させる 

学校ホームページ、メル

マガ、各種パンフレット

はわかりやすく、保護

者・中学生・地域への情

報発信が充実している 

ホームページや学校の

情報が載った各種印刷

物は読みやすく、学校の

ことがよくわかる 

ホームページや学校の

情報が載った各種印刷

物は読みやすく、学校の

ことがよくわかる 

80 63 71 71 B＋ 

 

 

 



 

重点目標 実践目標 

アンケート質問文 評価点 達成状況 

次年度に向けた改善の方策 

自己評価は適切であるか 

改善の方策は適切であるか 

来年度に向けての意見・提案等 
教
職
員 

生
徒 

保
護
者 

教
職
員 

生
徒 

保
護
者 

三
方
向 

実
践
目
標 

重
点
目
標 

自己実現を目

指した進路指

導の充実 

5 

各学年・時期に応じた進路指

導の実践 

各学年・時期に応じた進

路指導が行われている 

各学年・時期に応じた進

路指導が行われている 

各学年・時期に応じた進

路指導が行われている 79 72 75 75 B＋ 

B＋ 
74 

【進路指導部】 

各学年・時期に応じた進路指導を継続して行う。社会状況や受験体制

の変化も見られるため、進路情報の発信をより的確に行う。生徒自身

が積極的に進路実現に取り組めるよう、目標の設定、具体的対策への

取り組みを支援する。 

高大連携による甲南大学や神戸学院大学からの模擬授業などでキャリ 

アガイダンスを行い、生徒は自らの進路実現への意識を高めていった。 

【第１学年】 

 生徒の状況を把握しながら年度当初、夏季休業中以外にも適宜、面談 

を行える体制を整える。その為に、生徒に関する情報共有を密にする。 

【第２学年】 

「進路実現できる最終学年」となるために、今まで以上に細やかで

個々に合う指導が必要になると予想される。生徒が広い視野で選択で

きるよう体制を整える。 

【第３学年】 

定期的に面談を行い、進路目標の設定、学習習慣の定着に向けたサポ

ートを行う。また、進路別の担当者を設けるなど、複数の教員が相談

の窓口となれるよう体制を整える。 

 

【自己評価】 …… 適切である 

 

【改善の方策】…… 適切である 

 

 

 

【来年度に向けての意見・提案等】 

 

 一般入試を目標に頑張れるようにならないか。 

 １年生の時から、国公立を目指す意識付ができ 

ないか。 
6 

年度当初、夏季休業中の面談

に加え、個々に応じた面談を

行い、サポート体制を充実さ

せる（スタディーサポートの

活用など） 

年度当初、夏季休業中の

面談に加え、個々に応じ

た面談を行い、サポート

体制が充実している（ス

タディーサポートの活

用など） 

 

年度当初、夏季休業中の

面談に加え、個々に応じ

た面談が行われ、学習や

進路面で生徒を支援す

る体制が充実している 

年度当初、夏季休業中の

面談に加え、個々に応じ

た面談が行われ、学習や

進路面で生徒を支援す

る体制が充実している 
79 71 71 74 B＋ 

学力向上を

目指す学習

指導の充実 

7 

自宅学習時間の向上を図る 

 

【質問文】 

１日にどの程度自宅学習を

していますか。最も近い時間

を平日・休日それぞれ１つず

つ選んでください。 

 

（左列 7 月、右列 12 月） 

 

 

 

 

選択肢 
平日 休日 

１年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 

ほとんどしない   46 43 98 69 43 56 42 46 87 76 41 56 

３０分程度 57 56 70 63 55 43 26 22 52 40 33 25 

１時間程度 92 87 66 75 68 48 77 65 68 55 51 42 

１時間３０分程度 36 33 26 33 28 12 23 27 25 32 14 8 

２時間程度 34 45 14 24 57 43 65 62 26 46 55 27 

３時間程度 8 8 3 3 18 31 33 34 16 11 44 35 

４時間程度 1 1 0 0 4 22 7 11 2 5 27 20 

５時間程度 0 0 0 0 1 8 2 7 0 2 6 20 

６時間以上 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 35 

計 274 274 277 267 274 265 275 274 277 267 274 268 
 

【学力向上委員会】 

教職員と生徒の評価にひらきがあるが、生徒が持つ得意・苦手意識

には差があり、わかる授業という点においては評価にも差が生じる。 

各授業において様々な観点から目標を示し、生徒自身が理解できた

か、できていないかを客観的に見られるようにする。 

学力の 3 要素を踏まえたアンケートを生徒に実施し、学力を向上す

るために、欠けているもの、良さとなるものを洗い出した。そして

各教科で新学習指導要領を見据えたカリキュラムの構築を目指し、

次年度へ向けた研修会を全体で実施した。新入試・新学習指導要領

へ対応できる授業研究を実践していく。 

【第１学年】 

 計画的に学習する年間スケジュールを提示し、時期に応じ取り組むべ

き事項について集会等で再確認させていく。 

 進路実現に向けた学習習慣を早期に確立させるため、年度当初に意識

付けを行う。そのサポートとして随時、補習、補講、個別指導を行う。 

【第２学年】 

 すでに学習の仕方、学び方を習得できている生徒に関してはより深め

ていくこと。まだ習得できていない生徒に関してはそれぞれの進路に

あった学習の仕方、学び方を浸透させる。 

 進路実現に向けて自己分析をしっかりとさせ、必要な学習内容を継続

的に学習できる姿勢を身につけられるよう指導する。必要であれば補

習等でサポートしていく。 

【第３学年】 

定期考査や模試について、目標設定と振り返りを丁寧に行い、現時

点での課題を認識させる。また、教科担当と連携し、ノートの作り

方、問題集の活用方法など、具体的なアドバイスを行う。 

予習→授業→復習の学習サイクルを確立できるよう、課題提出をこ

まめに実施する。また、起床時間、就寝時間、自宅学習開始時間を

固定し、継続的に学習する 

習慣を身につけるよう面談や集会等で働きかける。 

 

【自己評価】 …… 適切である 

 

【改善の方策】…… 適切である 

 

 

 

【来年度に向けての意見・提案等】 

 

「自宅学習をする層」と「ほとんどしない層」 

に２極分化しているように感じる。 

学習時間を増やすためにも学習の習慣化を促

すことと、学習に利用しているかもしれないが

スマートホンの利用時間に４時間以上もさい

ている状況を改善する取組が必要なのではな

いか。 

8 

授業の理解度の向上を図る 

 

【質問文】 

授業についての印象に最も近

いものを次のうちから１つ選

んでください。 

 

（左列 7 月、右列 12 月） 

 

選択肢 １年 ２年 ３年 

授業は理解できており、今のところ不安はない 11 18 13 19 20 58 

授業は理解できているが、少し不安である 66 58 58 65 63 79 

授業は少しわからないところもあるが、頑張ればついていけると思う 99 87 105 104 93 82 

授業に少しわからないところがあり、不安である 85 83 70 64 72 35 

授業についていけず、非常に不安である 10 21 23 9 15 10 

授業についていけず、あきらめかけている 4 7 7 5 10 5 

計 275 274 276 266 273 269 
 

9 

学習の仕方、学び方の指導を

充実させる 

 

学習の仕方、学び方の指

導を充実させている 

学習の仕方、学び方の指

導に満足している 

学習の仕方、学び方の指

導が充実していると感

じる 

71 60 68 66 B－ 

B－ 
68 

10 
分かる授業、意欲を高める授

業の実施に努める 

分かる授業、意欲を高め

る授業を実施している 

分かる授業、意欲を高め

る授業が行われている 

分かる授業、意欲を高め

る授業が多いと感じる 
72 59 66 66 B－ 

11 

補習、補講、個別指導など学

習習慣の定着に向けた継続的

な指導を推進する 

補習、補講、個別指導な

ど学習習慣の定着に向

けた継続的な指導を行

っている 

補習、補講、個別指導な

ど学習習慣の定着に向

けた継続的な指導が行

われている 

補習、補講、個別指導な

ど学習習慣の定着に向

けた継続的な指導が行

われている 

79 70 71 73 B＋ 

 

 



重点目標 実践目標 

アンケート質問文 

 

次年度に向けた改善の方策 

自己評価は適切であるか 

改善の方策は適切であるか 

来年度に向けての意見・提案等 
教
職
員 

生
徒 

保
護
者 

評価点 達成状況 

教
職
員 

生
徒 

保
護
者 

三
方
向 

実
践
目
標 

重
点
目
標 

内面理解に基

づく生徒指導

の充実 

12 

携帯電話・スマートフォンの

使用マナーの向上を図る 

携帯電話・スマートフォ

ンの使用マナーの指導は

十分にできている 

携帯電話・スマートフォ

ンの使用マナーを守ろ

うと思う 

お子様は携帯電話・スマ

ートフォンの使用マナ

ーを守っている 

76 87 76 80 B＋
 

B＋ 
80 

【生徒指導部】 

 歩きスマホを根絶するにはどうすればよいか、生徒会を中心に考える。

学校外におけるルールを従来より１歩踏み込んだものにできるかは、

生徒会の判断に負うところが大きい。サイバー犯罪防止のための生

徒・職員対象に実施し、情報モラルの向上を図っている。違反者に対

しては、従来通り、全先生方の注意・指導をベースにし、学年と生徒

指導部の連携で徹底していく。大別して、電車利用時マナー、バス乗

車マナー、徒歩通学時のマナー、自転車通学時のマナーについて、後

手に回らないように、繰り返し指導していく。 

【情報科】 

 教科情報や総合的な学習の時間の中で、情報モラル、スマホのマナー

などの向上を図る。 

【教育相談委員会】 

 引き続きキャンパスカウンセリングと生徒理解をテーマとした職員研

修を充実させるとともに、保健室（養護教諭）とカウンセラーから情

報の発信と共有を密にしていく。 

インクルーシブ教育システムの充実のため、個別の支援教育活動等を

個々に対応できるように次年度も継続していく。 

 

【自己評価】 …… 適切である 

 

【改善の方策】…… 適切である 

 

 

 

【来年度に向けての意見・提案等】 

 

５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を基本に 

これからもよい生徒を育ててほしい。 

13 

日頃から生徒の状況把握に努

め、声かけや会話を通して日

常的な教育相談活動（カウン

セリングマインド）を充実さ

せる 

日頃から生徒の状況把握

に努め、声かけや会話を

通した日常的な教育相談

活動（カウンセリングマ

インド）が充実している 

 

学校生活における悩み

を相談できる教職員が

いる 

保護者として学校に悩

みを相談しやすい雰囲

気がある 
73 62 65 67 B－

 

14 

制服着用のルールを守り、頭

髪等においても清楚な身だし

なみを心がける 

 

制服着用のルールや頭髪

等のルールの指導は十分

にできている 

制服着用のルールを守

り、清楚な身だしなみを

心がけている 

 

お子様は制服着用のル

ールを守り、頭髪等にお

いても清楚な身だしな

みをしている 

86 88 90 88 A－
 

15 

通学時のマナーの向上を図る 

 

通学時のマナーの指導は

十分にできている 

通学時において、徒歩・

自転車・バスなどのマナ

ーに気を付けている 

お子様はバス通学や自

転車通学等において、マ

ナーを守っている 

76 89 90 85 A－
 

教 職 員 の 資

質・能力の向

上 

16 

公開授業・研究授業を通し、

感想や助言を相互に行うこと

により、授業改善を図る 

公開授業・研究授業を通

し、感想や助言を相互に

行うことにより、授業改

善ができている 

公開授業・研究授業が実

施されており、分かる授

業、意欲を高める授業と

なるよう授業改善が図

られていると感じる 

公開授業・研究授業が実

施されており、分かる授

業、意欲を高める授業と

なるよう授業改善が図

られていると感じる 71 61 72   
B－ 
68 

【管理職】 

「政治的教養」の研修や、初任者を対象にした研修、学力向上の研修

など、研修の機会を多くつくり、自主的な研修や研修会を促した。 

 アクティブラーニングなどの授業研究の方法を提示し、指導案をデー

タベース化した。 

年間 3回の公開授業週間を継続し、授業参観しやすいように広報にも

力を入れていく。 

 中学校と連携した授業見学の機会も維持し、本校からも多聞東中学校

への授業参観をして、授業研究を深める。 

 校内での積極的な授業研究会を各教科で実施し、ポートフォリオやア

クティブラーニングの授業展開を研究して授業力の向上を図る。 

 

【自己評価】 …… 適切である 

 

【改善の方策】…… 適切である 

 

 

 

 

いじめ対策 17 

いじめ防止基本対策を実行す

る 

いじめ防止のための取組

が十分にできた 

いじめ防止のための取組

が十分だと感じる 

いじめ防止のための取組

が十分だと感じる 

83 71 73   
B＋ 
75 

【管理職】 

 年間 3 回の「いじめアンケート」を継続し、面談等の機会を積極的に

設けることで、いじめの根絶を図る。 

【職員】 

 いじめ対応チームも定期的に情報共有を行い、いじめをゆるさない組

織づくりを行う。また、いじめ根絶への意識を向上させるために、い

じめの定義の周知徹底や未然防止など、また、研修会の機会をつくり、

生徒にいじめの問題を考えさせていく。 

 

【自己評価】 …… 適切である 

 

【改善の方策】…… 適切である 

 

 

 

 


