(別紙様式)

（Ａ３判横）

平 成２８年 度
目指す学校像

学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 県立上尾橘高等学校 ）

地域に根ざし、生徒一人ひとりを伸ばし、自立(律)して社会を支えられる人間を育てる。

達

重 点 目 標

１
２
３
４

基本的生活習慣を確立し、規律意識を高める。
基礎学力の向上を図り、生徒の資質・能力を高める。
進路指導の充実により、生徒の自己実現を図る。
地域に根ざし、信頼される開かれた学校づくりを進める。

※ 重点目標は３つ以上の設定も可。重点目標に対応した評価項目（年度達成目標を意味する。）は複数設定可。
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己
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標
年
度
目
標
番号
現状と課題
評価項目
具体的方策
方策の評価指標

１

２

成
度

Ａ

ほぼ達成

（８割以上）

Ｂ

概ね達成

（６割以上）

Ｃ

変化の兆し （４割以上）

Ｄ

不 十 分

※学校関係者評価実施日とは、最終回の学校評
価懇話会を開催し、学校自己評価を踏まえて
評価を受けた日とする。

（４割未満）

出席者

学校関係者
５ 名
生徒
５ 名
事務局（教職員） １４ 名

※ 番号欄は重点目標の番号と対応させる。評価項目に対応した「具体的方策、方策の評価指標」を設定。
学 校 関 係 者 評 価
年
度
評
価（ 2 月 1 日現在）
実施日 平成 29 年 2 月 10 日
評価項目の達成状況
達成度 次年度への課題と改善策
学校関係者からの意見・要望・評価等

①遅刻回数の減少は見られるが、ま
これまでの継続した指導により生徒 ○基本的生活習慣の確 ①家庭及び生徒が納得する指導を心が ①特別生徒指導、欠席･遅刻･早退が減少した ①一人あたりの遅刻回数は1.2回減少した。
だ改善が必要である。保護者との
の基本的生活習慣や規律意識・協調性 立
け、柔軟かつ毅然とした態度で、生活 か。
②保護者からの学校アンケート結果では、本
連絡をより一層充実させ、さらに
は年々改善傾向にある。
指導･遅刻指導を強力に進める。
校の服装･頭髪･遅刻指導は85％以上良好で
欠席･遅刻の減少に取り組む。
しかしながら、欠如している生徒も
②保護者や地域に耳を傾け、生徒情報を ②アンケート結果やＰＴＡからの意見等で、
あるという評価を得ており、昨年より3ポイ Ａ
まだ少なからず存在している。
共有し、家庭と学校が連携して効果的 十分な対応をし、信頼されている評価を得
ント以上上昇した。
②学校アンケート結果では、挨拶を
したがって、より一層の改善に向け、
な生徒指導を進める。
られたか。
③教育相談委員会を定期的に開催し情報共有
進んでしている回答ポイントが
家庭との連携を深めつつ、自己の存在
③カウンセラーと連携して生徒の悩み等 ③教育相談委員会を定期的に開催したか。
を図った。アンケートでは、心身の悩み対
下がっているので改善に取り組
と役割を自覚し、自ら行動できるよう
に対応する。
応について、10ポイント以上上昇した。
む。
に指導する必要がある。
①同好会から昇格した部もあり、活動は運動
○生徒の自立(律)意識 ①学校行事をはじめとし、生徒会活動･ ①活動に参加した生徒が増加したか。
部･文化部ともに活性化しつつある。地域交
①引き続き部活動･体験活動を充実
の向上
部活動･体験活動･清掃活動等を活性化
流も盛んに行われている。
させ、参加者が増加するよう、広
Ｂ
する。
報活動も工夫していく。
②ボランティア活動に積極的に参加する ②ボランティア活動に参加した生徒は増加 ②特支交流会44名、東北ボランティア20名、
校外美化活動全員、人数は維持している。
環境を整える。
したか。
①全体としては落ち着いた学習環
授業に真面目に取り組む生徒は多い ○基礎基本を定着させ ①チャイム着席・始業の授業を徹底する ①チャイム着席・始業は習慣化しているか。①授業アンケートでは、授業に対する姿勢が
境作りが出来ている。引き続き授
が、基礎学力が十分ではない生徒も多 る学習指導と学力の など、生徒に日常の授業を大切にする 日常の授業に取り組む姿勢は向上してい 整えられているかは 90.7%と高水準にあり、
チャイム着席・始業は習慣化している。
業を大切にする姿勢を育てる。
い。また、学習に対する前向きな気持 向上、資格取得のた 姿勢を育てる。
るか。
②やる前から「出来ない」と決めつ
ちを持てない生徒も少なからずいる一 めの補習授業など、 ②１学年の全科目において「ブラッシュ ②学習意欲の向上、授業満足度が授業アンケ ②授業に意欲的に取り組む姿勢ができている
と回答した生徒の割合は 80.6％と増加し
けている生徒に対しては本年度
方で着実に学力を向上させている生徒 プラスαの教育活動 アップタイム」を実施し、中学校まで ートの結果に表れたか。
た。(生徒 14.2％増、保護者 9.0％増)
に導入したブラッシュアップタ
もいる。
の推進
の内容の学び直しを図る。
③年次や長期研修の内容を職員全体で共有す
イムの成果を検証して次年度に
基礎学力定着を重視した「わかる」
③年次研修、公開授業、教科会等を活用 ③年次研修、公開授業、教科会等で授業改善 る研修会を実施した。また初任者を含め協 Ｂ
つなげたい。
「できる」授業をさらに展開し、成績
し、授業改善を進める。
についての検討がなされたか。
調学習の研究授業を積極的に行なった。
③基礎基本を定着させる学習指導
上位者も伸ばす取り組みが必要であ
④定期考査前の補習（「放課後寺子屋」）④学期末欠点の生徒は減少したか。成績優良 ④１学期では成績優良者･不良者とも増えた
に加え、出来る生徒をより伸ばす
る。
を充実させる。
者は増加したか
が、２学期では両者とも微減であった。成
ことにも重点を置きたい。
績優良者の増加が望まれる。
④本校の生徒理解や授業の工夫に
⑤各種検定試験の資格取得を奨励する。 ⑤資格を取得した生徒は増加したか。
⑤情報処理検定の合格者は昨年度比 100％増
ついて、情報交換し共有するため
であった。
の研修会を実施する。

３

①進路決定直前に、希望を変更する
就職希望者の内定率100％を維持し ○生徒一人ひとりの希 ①進路ガイダンスの実施や『進路通信』 ①生徒の進路意識の高揚や自己理解の深化の ①進路ガイダンスの学習内容を『進路通信』
生徒を減らすため、引き続き保護
ている。これを継続するとともに生徒 望を叶える進路指導 の発行、見学会・体験活動や適性検査 ために各種の進路行事や学習を有効に活用 にまとめ、生徒の振り返りの機会とすると
者へ進路情報を提供するととも
の多様な進路希望を実現させるため の展開
等を通じて、生徒の進路意識の高揚と できたか。『進路通信』を発行して、生徒・ ともに、保護者への報告とした。1 年生の
に、保護者との連絡を密に取りな
に、生徒自身の進路意識の高揚と自己
自己理解の深化を図る。1年次の進路ガ 保護者に進路情報を提供することができた ガイダンスでは講演に加えて、職業レディ
ネステストを導入した。アンケートでは、
がら進路指導を進める。
理解の深化を一層図り、確実な進路決
イダンスは年間での構成を再検討す か。
本校の進路指導は生徒の希望や保護者の期
定につなげたい。
る。
待に応えているが 85％以上であった。
②面接指導や合同企業説明会・面接会へ ②面接指導や外部講師の活用により生徒の面 ②新たに『面接練習ノート』を作成し、各生
Ａ ②就職試験等で必要となる一般常
の参加と外部講師の活用により、面接 接試験に対する実践力を高めることができ 徒の状況に応じて面接指導を行った。合同
識の力をつけさせるため、継続的
試験に向けての実践力を養うとともに たか。説明会・面接会への参加を通じて生 企業説明会や就職面接会、ジョブシャドウ
に問題演習に取り組めるような
進路実現に向けての意識を明確にさせ 徒が企業や仕事に対する理解を深めること イング事業への参加を通じて生徒が企業や
時間を確保できるように検討し
仕事に対する理解を深めることができた。
ていきたい。
る。
ができたか。
③進路指導部と学年団との連絡を密にし ③進路指導部と学年の間で進路情報・生徒情 ③３学年職員を中心とした企業訪問や求人情
て、全体の進路指導を進めると共に生 報の共有ができたか。適切な進路指導に生 報の学年へのこまめな提供により、情報を
共有し指導に生かすことができた。
徒の個別指導にあたる。
かすことができたか。

４

①本校を希望する中学生を増加さ
学校通信の回覧や配布、地域との交 ○上尾橘の良さのアピ ①体験入学、学校説明会、授業見学会で ①学校説明会等の参加者および入学希望者 ①学校説明会等の参加延べ人数は前年度に比
せるために、特色や魅力のさらな
流により、本校の情報発信は行なわれ ール
がんばる橘高生を発信する。
は増加したか。参加者はその内容に満足し べて39%増加した。
る情報発信に努める。
ているが、今後も保護者と連携して学
たか。
②本校の特色、魅力を知り、卒業生の姿を
Ａ
校行事の充実を図り、開かれた学校づ
②体験入学、学校説明会、文化祭で個別 ②本校への理解が深まり、本校に良い印象を
見て橘で学びたい、学ばせたいという声が
②中学校教員対象の公開講座を開
くりを推進する。
相談会を実施し、本校への理解を浸透 持ったか。
多かった。
催し好評であった。来年度以降も
させる。
継続していく。
①ホームページの内容の更なる充
○開かれた学校づくり ①学校通信「橘」や「橘トピックス」を ①学校通信等の発行や配布が適切になされ ①学校通信「橘」を地元自治会に、「橘トピ
ックス」を中学校訪問時に配付した。
実を目指す。
の推進
地元自治会や近隣中学校に配布する。 たか。
②ホームページを活用した情報発信を行 ②ホームページの内容は充実していたか。更 ②ホームページの構成をわかりやすく作り直
した。更新回数は増加した。(特に部活動関 Ａ ②各行事に複数回参加する保護者
う。
新回数は多かったか。
係)
だけでなく、参加する保護者の幅
③保護者が学校行事に参加する機会を増 ③保護者の学校行事への参加数は増加した
③メールを利用した呼び掛けにより、学校行
を広げたい。
やす。
か。
事に参加する保護者の数は微増した。

○横断幕や看板などを利用して教育活動を宣
伝し、学校をもっとアピールしたほうが良
い。
○評価指標になっている欠席･遅刻･早退のう
ち、遅刻指導に重点を置いたらどうか。
○東北ボランティアなどの素晴らしい活動は
さらに発展させ継続させてほしい。
○部活動を続けることはとても大切である。
3 年間続けられるよう粘り強い指導をお願
いしたい。
○生徒会活動や地域の清掃活動が活発なのは
とても素晴らしい。
○多くの生徒が満足できる授業を展開し、で
きる生徒･やる気のある生徒をさらに伸ば
していただきたい。
○協調学習の研究授業や研修会を実施し、積
極的に授業改善に取り組んでいることがわ
かりました。
○中途退学や転学者を減らす取り組みとし
て、授業評価を見直す研修会を開催すると
良い。
○落ち着いた学習環境が確立していて、とて
も良いと思います。
○就職内定率100％は素晴らしい。ぜひ継続し
ていただきたい。
○｢面接練習ノート｣等の新たな企画に取り組
むなど、工夫されていることがわかりまし
た。
○保護者向けの進路ガイダンス実施の検討を
したらどうか。合わせて保護者が参加した
くなる魅力的な企画を用意してはどうか。

○学校説明会の参加者が増加したことは良
い。
○ホームページの内容は充実しており、更新
回数も増加したことはとても良い。進路指
導や学習指導に関する内容も増やしたほう
が良い。
○｢橘｣を自治会に回覧してくれているのは活
動状況がわかってとても良い。
○地域の方が参加したロードレース大会はと
ても良かった。このような行事が増えるこ
とを期待している。

