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平 成２４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、社会に貢献できる人材を育成する。

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。

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。

成
度

※ 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。
学
校
自
己
目
標
年
度
目
標
番号

１

２

３

４

現状と課題

評価項目

具体的方策

方策の評価指標

年

（４割未満）

評価項目の達成状況

・家庭・地域との連携を強化し、生徒
が自分の存在を意義あるものとして ○規律意識の向上
捉えられるよう指導が必要である。

・服装規程の見直し等を通して、規 ・特に1年生に規律意識が低い生徒が例年より多く
・服装頭髪、登下校、遅刻防止指導等
律意識を引き出す機会を設けた 存在し、指導を繰り返す状況が続いていたが、
の徹底。家庭、PTA、地域との連携。
か。
3学期になり落ち着いてきた。
・社会人基準の規律意識の啓発、定着。 ・PTAと連携した指導を実施したか。 ・欠席、遅刻、早退者数は、例年より若干であるが
・遅刻、欠席、早退の減尐。
減尐している。

・授業に対する姿勢に努力を要する生
徒が見られる。家庭との連携を一層 ○授業規律の確立
深め、学力向上・生活習慣改善・安
全な環境作り等のためには、授業規
律の確立が基礎であるとの共通認識
がある。

・毎学期当初、チャイム着席週間（延べ日数29日）
・チャイム着席・チャイム始業の習慣化。・チャイム着席始業は習慣化したか。 を設定し、アンケート結果から89.6％は習慣化し
・職員研修（授業規律研修）の実施。 ・研修を通して、生徒の授業規律向 ている。
・授業アンケートの実施。
上意識を啓発したか。
・職員研修（授業規律研修）を１学期１回実施し、
・授業アンケートの結果の検証。
92％の生徒が授業規律を守っているが、１年生で

授業規律意識が低下している生徒が見られる。
・授業アンケート結果で89.1％は説明が分かり易い
・基礎基本の学力を定着させ、充実し
と答え、総合的に90.1％は授業に満足している。
た学習指導のもと資格取得や進路実
・昨年度との比較で成績優良者は全学年で15.7％増
現等の成果を上げる。
○学力向上・個性伸張の ・「ブラッシュアップ」や各教科の授業 ・成績不振者の減尐と成績優良者の 加。成績不振者は1年38.9%増加、2年7.3％増加、
ための授業改善、多様な 等で基礎学力の定着を進める。
増加。
3年23.7％減尐、全学年で14.4％増加している。
・学習指導のスモールステップ化を進 教育活動の推進
・ICT教材の活用。
・日常的な基礎学習を実践したか。 ・１年生はブラッシュアップの実施により、国語、
めて、生徒に達成感を与えられるよ
・資格取得指導の充実、機会の拡大。 ・資格取得の補習体制の拡充。
数学の基礎学力を定着させた。
う授業改善に取り組む。
・合格率の向上。参加者の拡充。 ・資格取得の補習を実施し、日商簿記２級３名合格
や全商総合１級（簿記）､全商会計１級など高度
な検定合格者が増加した。

達成度 次年度への課題と改善策
・本年度の課題は完全には克服で
きていないので、次年度も引き
続き粘り強く指導に当たる。

Ｂ

１名
４名
１３名

・学習や部活動以外でも、日常生活で生
・アンケート結果で、90.7％の保護者が学校の情報
・地域、保護者に向け、生徒の学校生 ○機会を捉えた
徒の良い点を学年通信や学級通信等で ・分掌、学年、学級等の情報発信を 発信に満足している。
活が見える情報発信に努める。
きめ細かい情報発信
増やす。
保護者に情報発信する。
・HP を活用し、生徒・保護者・地域への情報発信
・校内の情報共有をさらに進める。
・ホームページや携帯サイトでの情報発 ・HP掲示板による情報発信は増えた
を随時行った。
か。
信をする。
・校内の情報共有化は進んだか。
・学校通信「橘」、部活動ニュース、学年通信や学
・教職員間の情報共有の促進。
級通信、保健だより、図書だより等の発行により
教職員の情報共有化は進んでいる。

学校関係者からの意見・要望・評価等
・ブラッシュアップの取組として、国語・数
学の基礎学習を継続して欲しい。
・フレッシュ社会体験活動は、あいさつ・礼
儀・言葉づかい等学ぶよい機会なので次年
度も積極的に参加してもらいたい。

・引き続き粘り強い指導を行う。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

・チャイム着席は習慣化している
が遅刻生徒を減尐させること
が課題である。
・授業規律研修を実施し、情報を
共有して協力体制を築く。

・授業規律を確立し成績不振者を
減尐させることが課題である。
・ブラッシュアップの時間の工夫
と基礎学力定着の組織的補習
体制を構築する。
・資格取得補習と進学補習を組織
的に実施する体制を築く。

・コミュニケーション能力向上のために、・体験活動を進路指導に活かす工夫 ・学年の半数を超える約 80 名(昨年約 50 名) の就
・厳しい就職環境の現実を生徒・
日常の個別進路相談、校外での体験活 をしたか。
職希望者に対し、あきらめさせることなく指導を
保護者へ正確に伝え、理解を得
動、見学会等を実施。
続けた。職場見学数は延べ約 250 社、外部講師に
る。
・進路情報の積極的な発信をしたか。
・進路部と学年団との情報共有化を徹底
よる相談会や面接練習は延べ日数約 60 日など、
・校外ガイダンスを活用し、実際
・職員間の情報共有化の工夫改善。
し、連携を強化する。
学年団との強固な協力体制で乗り切った。現時点
の競争試験を勝ち抜くための
・保護者への進路意識を啓発する活動に
・進路ガイダンス等を適切に配慮し
(1 月現在)で約 81％の就職内定率である。
実力 (特に一般常識 )を養成す
取り組む。
・進路ガイダンスを体系的に実施すると キャリア教育を改善したか。
・WEB 求人情報は限定的にせず、すべて公開した。 Ａ
る。
ともに、キャリア教育の充実を図る。 ・就職希望者内定率は100%を維持で 同時に保護者への情報提供を密にし、理解を得
きたか。
・進路室、資料室の環境整備を行い、生
た。その結果、新規企業の内定者が増加した。
・進路未定者は減尐したか。
徒の積極的な利用を促進する。
・進路ガイダンスを生徒の実態に合わせ、各学期に
・実力テストへの取り組みの成果は
・実力テストを通じて、学力の可視化お
あったか。
実施し、現実的な目標設定に役立てた。
よび向上につなげる。
・１、２年生は３学期末に実力テストを計画。
・進路過去資料を次年度につながる形で再整理、資
料室をより活用しやすくした。

・保護者来校の機会を拡充するととも ○生徒・保護者・地域の ・学校説明会・中学校訪問時のPR内容
に、アンケートなど地域保護者の声 要望・考えを把握し、共 方法の再検討。
を集約する工夫が必要である。
有できる組織づくり
・保護者アンケートの実施。
・日頃から地域との交流活動の充実や
・保護者の来校機会の拡充。
自己の生き方在り方について考察で
・フレッシュ社会体験活動の実施。
きる活動の場を提供する。

学校関係者
生徒
事務局（教職員）

※ 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
度
評
価（ １月２４日現在）
実施日 平成２５年 ２月 ８日

・ここ数年、本校の生徒の状況は良く ○基本的生活習慣の確 ・迅速な生徒把握、情報共有、的確な生 ・生徒指導案件は減尐したか。
・生徒指導案件は、昨年度の2倍以上となった。一
なってきているが、課題は残る。
立
徒指導、家庭との連携等を進める。 ・保護者への連絡が徹底されたか。
部の生徒の繰り返し指導が顕著であった。
基本的生活習慣を確立するため、
あらゆる機会に保護者への基本的生活 ・学校行事等に生徒が主体的に関わ ・保護者への連絡は徹底したが、指導案件の急増に
隅々まで目を届かせ、細やかでかつ
習慣の重要性、規範意識の向上を連絡 る環境づくりを進めたか。
伴い後手に回った感があった。
迅速な生徒指導を行う必要がある。
し、連携を強化する。
・生徒会や委員会、部活動は活性化 ・生徒会役員選挙において会長や副会長などに複数
・地域からの情報にも迅速に対応する。 したか。
の生徒が立候補した。また、生活委員会の挨拶運
・日常の指導に加え、体験的活動を通
・生徒会活動等で、生徒が自主的に学校 ・式典等に、けじめある態度で望め
動や体育委員会の球技大会運営など、生徒の主体
して、社会の一員としての生きた規
環境の向上を考える機会を設ける。
たか。
的活動が活性化した。
範意識を身につけさせ、自己の的確
・学校行事等を通して、集団行動のあり
・30周年行事に見られたように、ほとんどの生徒は
な判断能力を育てる必要がある。
方を理解させる。
場をわきまえ、しっかりした行動が取れていた。

・雇用環境が不安定の中、分掌と学年 ○夢を実現させる
が連携し、就職希望者内定率100％を 進路指導の充実
維持した。進学を含め、進路環境の
変化を読み取り、一人ひとりに応じ
たきめ細やかな組織的取組が進めら
れている。
・明確な進路意識を育てるために、各
段階のキャリア教育の位置づけを明
確にする必要がある。
・保護者との情報共有を密にし、理解
を得ながら、確実な進路決定につな
げていく。
・確実な進路実現のために学力の向上
についての取り組みが必要である。

出席者

Ａ

・HP による情報発信は随時行っ
ているが、HP を見やすいよう
に改善し、生徒・保護者・地域
へスピーディーに情報発信を
行う。

・昨年度と比較して、説明会参加者は 19%減。
・中学校訪問と学校説明会での配
・学校説明会参加者の増加。
・訪問中学校数を 51 校に拡充し全教員で実施した。
付資料を工夫する。
・訪問中学校の拡充。
・学校説明会アンケート結果では、先生方の印象や
・ボランティア活動やフレッシュ
・保護者アンケートの結果と検証。
施設設備の面でも好印象である。
Ａ 社会体験活動は継続していく。
・行事等の保護者来校者数の増加。
・ﾌﾚｯｼｭ社会体験活動は１年生全員が５日間実施し、
・ボランティア活動やフレッシュ社
希望者による東北ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ活動を２年連続で実施
会体験が有意義に行われたか。
した。

・東北支援ボランティアを実施する上での費
用面を今後も考慮していただきたい。
・小中学校は学校便り等を地区の回覧板で地
域に情報発信しているので、上尾橘高校も
学校通信等の情報を回覧板で地域に回して
欲しい。
・身だしなみ指導や遅刻指導等の生徒指導に
ついては、生徒会が先生方に協力して、ポ
スター作成するなどしてバックアップして
欲しい。生徒会を中心に生徒たちが協力す
ればもっと良い学校になるのではないか。

