平成28年度学校自己評価一覧シート
教育目標

分野・担当

本年度の重点目標

評価活動項目

(1) 式典を通した厳粛な行動・
姿勢の習得
厳粛で感動的な式典を行いな
がら、生徒に愛校心と集団帰属 厳粛かつ感動的な式典の運営
(2)愛校心および集団帰属意 意識を高めさせる。
識の高揚

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
総・
務外
部
と
の
連
携

（１）ＰＴＡ・同窓会・地元地域と
の連携強化を図り、さまざまな
行事を通じて、保護者相互の連
(1) ＰＴＡ・同窓会と協力し合 携を強める。
う、三位一体の積極的な学校 （２）地域住民との協力を図りな
運営
がら、地元地域に根ざした本校
の教育活動を推進し、理解を求
(2) 地域に貢献し、愛され、地 める。また、そのための広報活
域に開かれた学校づくり
動を積極的に行う。
（３）地域関係諸機関との連携を
強化し、地域防災意識の高揚を
図る。

)
(
2

本校の求める姿

式
典
総
・
務
集
会

(
1

謙虚にして、自信の持てる、心身と
教育目標具現化のための
もに健全な社会人の育成を期する
本年度の方針

)

(

3

地域関係諸機関等と連携した防災行事へ
の積極的参加と防災学習の充実
本校の特色ある活動内容に関する広報活
動の更なる充実

)

(1)家庭学習時間の確保と基礎
授業規律の確立
学力の定着
(1) 授業規律の徹底
(2) 授業規律の徹底
(2) 予習復習の習慣化
(3)少人数、習熟度別授業の円
(3) 公開授業・授業評価・研究 滑実施
授業研修による授業の質の (4) 科目選択指導の工夫と改善 教育課程と科目選択の改善
向上
及び系列の特色を生かした指
(4) 生徒実態に即した授業・評 導
価方法の工夫
(5)図書館機能の充実
(6)校務支援システムの円滑運 図書館機能の充実
用

校務支援システムの円滑運用

(

進
進路
路指
導

4

)

(1)生徒個々の夢や適性を見据 3年間を見通した指導体制の確立
(1) 計画的・継続的進路指導 え、3年間を見通した指導体制
(2) 保護者への進路情報の充 の確立
実
(2)インターンシップや大学での
校外や家庭での学びの拡大と充実
(3) 大学研究・見学の充実
学びの拡大による夢の育成と
(4)組織的進路指導法の研究 将来設計の構築
(5)推薦合格生徒の学力保証 (3)保護者へ提供する進路情報
保護者へ提供する進路情報の充実
の充実

紛失・盗難の防止

5

(1) 規範意識やマナーを徹底指 交通安全指導の充実
(1) 身だしなみを整え、遅刻・ 導することで、基本的生活習慣
欠席をしない生徒の育成
を確立する
生活指導
(2) 交通安全意識の高い生徒 (2) いじめ防止基本方針に則
(生徒指
身だしなみ指導の充実
の育成
り、いじめのない安心・安全な
導)
(3)非行・問題行動(いじめ)の 学校づくりを行う
根絶
(3)品位・品格を高め、道徳心を
時間を守る意識の高揚
養う

(

生
生徒
徒会
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)
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○部活動の活性化
○看板部活動への支援
○生徒会活動、学校行事の
充実
○地域防災意識の高揚

生徒会活動、部活動の活性化
社会貢献活動の推進による有
用感の醸成

（１）心身の健康の維持増進
（１）心身の健全育成
（２）清掃指導の充実による安全
（２）清掃指導の充実による校
で清潔な校内外の環境づくり
内美化の推進
（３）教育相談体制の充実

地域に貢献し、愛され、地域
の誇りとなる学校（文化の殿
堂）

愛知県立 南陽 高等学校

中間評価

達成度

最終評価

達成度

次年度への課題
次年度への行動目標

多くの教員の指導のもと、概ねできて
いる。

Ａ

多くの教員の指導のもと、概ねスムーズな
式典の運営ができた。

Ａ

引き続き、今年度と同様に
指導を進めたい。

Ｂ

校歌については、昨年同様に始業式・終
業式で合唱部員が前面に出てリードする
ことで、全校生徒が大きな声で歌えるよう
企画した。

Ｂ

引き続き、今年度と同様に指
導を進めたい。

行事に参加する保護者の数は、例年
と大きな変化なし。

Ｂ

ＰＴＡ役員・理事の方を中心として、さまざ
まな学校行事に、ご協力をいただいた。

Ｂ

ＰＴＡ総会に向けて、保護者の
更なる参加を呼びかけたい。

ＰＴＡ・同窓会・地域と連携しながら行
事を進めている。

Ｂ

ＰＴＡ・同窓会と連携をとりつつ、学校開放
講座を実施するなど、行事の充実を図っ
た。

Ｂ

引き続き、今年度以上に連携
を進めながら学校行事を運営
したい。

地域の防災活動に積極的な参加が
できている。防災マニュアルについて
は、現在作成中である。

Ｂ

地域の防災活動や、各種防災行事に積極
的な参加ができた。防災マニュアルについ
ては暫定版を作成した。

Ｂ

暫定版の防災マニュアルにつ
いて修正点を確認し、完成版
を来年度初めに提案したい。

総合学科推進委員会と連携しながら
広報活動の更なる充実（ホームペー
ジ等）を図りたい。

Ｂ

授業公開の参観者数に大きな変化
はない。家庭学習時間の年度内調査
はまだしていない。

B

指導連絡票の内容は、遅刻と携帯電
話がほとんどである。だからといって
良好とまではいえない。

B

遅刻・携帯電話が主な理由であり、比較的
大きな問題は起きていない。しかし、授業
に集中しているとは言えない状況もある。

B

最低限の授業規律は維持しつ
つ、生徒が主体的に活躍でき
る授業をめざしたい。

選択科目がほぼ固定されている系列
・本年度入学生から変更した教育課程により、幅を広げた選 系列を意識した科目選択システムでありながら、総合学科の特
もあるが、概ね総合学科の特色を活
択をさせる。
色を活かしたものとなったか。
かした科目選択ができている。

Ｂ

系列ごとに総合学科の特色を活かした指
導ができたが、全ての系列で幅を広げた
選択ができているわけではない。

B

全ての系列において幅を広げ
た選択ができるようにしたい。

B

Noahによる蔵書の管理と貸出
を本格的に行う。
公共図書館との協力を強化し
定期的な蔵書の補充を行う。

目標達成のための具体的方策
各式典および集会における集合状況・身だしなみの他、ＴＰ
Ｏに応じた行動をとれるよう生徒に指導する。

評価規準・数値目標
集会時における生徒の集合状況、身だしなみ等、適切に指導
がなされているか。

生徒が校歌・式歌等をしっかり歌えるように指導するととも 校歌、式歌等をしっかり歌えるか。表彰式、卒業式等の式典が
校歌を今以上に大きな声で歌えるよ
に、集会や式典に対し、積極的に参加する意識の高揚を図 適切に行われ、生徒自身が愛校心を持ちながら積極的に参画
う、卒業式に向けて指導する必要性
る。
できたか。
を感じる。

保護者のＰＴＡ活動への積極的な参加の促 ＰＴＡ行事における保護者の一層の参加を呼びかけ、活性化
ＰＴＡ行事における保護者の参加状況は良くなったか。
進
を図る。
ＰＴＡ、同窓会との強固な連携を図りながら、地元地域や中
学校等への発信を積極的、かつ、適時に行う。本校のさまざ
ＰＴＡ・同窓会・町内自治会等、各組織との
まな活動内容を魅力あるものとして外部に理解していただく ＰＴＡ、同窓会、地域との連携はうまくとれたか。
積極的連携
よう努力する。

学習習慣の確立と授業改善

学
教習
務指
導

①地域に愛される生徒を育てる組織的生徒指導の徹底
②基礎学力の定着と学力向上を目指す、教科指導・学習指導の充実
③進路希望の実現と進路実績の向上
④地域に根ざした特色ある教育活動の推進
⑤心身の健康

生徒自身が地域の防災活動に積極的に参加する機会を確
保するとともに、防災マニュアルの完成を目指す。

生徒が地域の防災活動に積極的に参加しながらアイデンティ
ティの確立をはかることができたか。
防災マニュアルの中身を検討し、完成させることができたか。

総合学科推進委員会との連携強化を図りながら、地元地域
や中学校に対する広報活動が、今まで以上に充実したもの 積極的かつ適時に学校からの発信を行うことができたか。
となるよう努力する。
・生徒の家庭学習を調べ、その時間が増加したか。
・「定期的な課題」や「小テスト」を通じて、学習習慣を身につ
・授業改善ができたか、授業アンケートや授業公開の参観者数
けさせ、学力を向上させる。
などにより判断。
・「授業公開」「授業アンケート」を柱として、授業改善をする。
・守るべき授業規律を徹底する。
・「授業指導連絡票」や「授業懇談会」の活用。

・守るべき授業規律がほぼ守られているか、授業指導連絡票
の提出状況や内容により判断。
・授業への参加態度は良好か。

総合学科推進委員会と連携することで、
ホームページ広報の充実が図られ、学校
案内も改訂することができた。
ALに向け授業改善は徐々に行われている
が、家庭学習時間は相変わらず増えてい
ない。家庭では携帯電話の使用時間が多
いのが現状である。

Ａ

C

今年度の活動を更に発展させ
ながら、より良い広報活動の充
実に努めたい。
昨年に続き、課題や小テストを
教科に依頼するとともに、学年
会や他分掌と協力し方策を検
討したい。

・蔵書整備で必要な資料を揃え、提供し、授業や総合で活用
・選定、購入、廃棄冊数及び利用人数や貸出冊数の増減。
される場を作る。
・Noahの試行と導入。
・図書管理システムNoahの導入

出来る限り必要な資料を揃え、提供
し総合等で活用されている反面シス
テム化は出来ていない。

B

貸出だけでなく、自習や授業で幅広く利用
され、資料も提供できるようになってきてい
るがまだ不十分である。図書管理システム
Noahもまだ未活用である。

・マニュアルを充実させるとともに、通知票・指導要録・調査
書等、多様に運用する
・担当者を複数育成する

頻発するトラブルに対して適切に対
処し、適正な資料作成ができている。

Ｂ

適正な資料を作成できたが、システムの
管理方法に関する情報共有は不十分で
あった。

B

システム管理に携われる人材
を増やす。

Ｂ

出席者数は昨年と同程度

B

１・２学年担当教員の参加を促
進するよう、さらに呼びかけを
行う。

Ｂ

インターンシップ・職業体験等の参加者数
は、おおよそ昨年度並み

B

参加を促進するよう、さらに
情報提供・呼びかけを行
う。

ＰＴＡ総会後に２・３年生保護者向けに開催した
「進学マネープラン講座」を、保護者会とは別に
案内状を作って周知することとした。

Ｂ

行事等の周知方法に工夫を加えたが、ま
だ十分ではない

B

提供する情報の内容や周知方
法をさらに工夫する。

貴重品の自己管理を徹底させるとともに、物を大切にするこ
とや整理整頓を心掛けさせる。また、不必要な物を学校に持 盗難・紛失届数が昨年より減少したか。
ち込ませない。

盗難、紛失ともに件数は減少

Ａ

盗難、紛失ともに件数は減少

A

安心・安全な学校生活が送れ
るように巡回指導は継続してい
きたい。

０の日交通安全指導・交通安全教室を実施し、登下校時の
交通安全に努める。また、雨天時の合羽の着用など、交通
ルール・マナーを遵守させる。

事故件数は減少しているが、まだ
ルールやマナーを守れない生徒がい
るので継続して啓発していきたい。

Ｂ

事故件数は横ばいであるが、まだルール
やマナーを守れない生徒がいる。

B

０の日の交通立番を中心に、
交通安全意識をさらに深めて
いきたい。

定期的な点検、登校指導、巡回指導により、制服の正しい着
整った身だしなみで学校生活が送れているか。
用・清潔な頭髪の維持・装飾品の不着用を徹底させる。

身だしなみ不備で指導される生徒は
全体的には減少しているが、同じ生
徒が繰り返し指導を受けている。

Ｂ

身だしなみで、指導を受ける生徒は微減

B

学校全体で、あらゆる場面で
指導を継続していきたい。

各学年・生徒指導部の早朝登校などの指導により、遅刻の
減少に努める。
授業や教育活動の場面で時間が守れるよう指導する。

遅刻一括指導の対象生徒数は減少
しているが、遅刻指数は横ばい

Ｂ

遅刻一括指導の対象生徒数、遅刻指数と
もに微減

B

特に寝坊等で遅刻する生徒に
は、繰り返し厳しく指導をして
いきたい。

・より正確で、適正な資料作成ができたか。
・システム管理に携われる人材を増やせたか。

出席者数は昨年と同程度であった。
進路研修会の内容をさらに充実させ、本校の進路指導につ 進路指導についての共通理解ができたかを研修後のアンケー
１・２学年担当の教員の参加が少な
いての共通理解をはかる
トなどにより判断する。昨年より出席者が増加したか。
く、促進したい。
充実した活動ができたかを参加者の研修記録などにより判断 各種のインターンシップ・職業体験等
インターンシップや大学等の公開講座について情報を周知
する。昨年より参加者が増加したか。家庭学習時間の推移によ の合計の参加者数は、おおよそ昨年
し、参加に結びつける。家庭学習の記録をつける。
り判断。
度並みである。
ＰＴＡ総会後に進路講演会を実施するとともに、保護者会で
は配布資料の内容を充実させ、必要な情報を発信する

十分な情報提供ができたかをＰＴＡ進路委員会での振り返りの
状況で判断する。昨年度より情報量を増やすことができたか。

交通事故件数が昨年より減少したか。

年間の遅刻指数が昨年度より減少したか。

苦情の対象となる行為の撲滅

交通マナーに関するものや近隣の店利用に関するものにつ
いて、苦情があればその都度集会を開いてマナー・モラルの 苦情の数が減ったか。
指導・啓発をする。

苦情の件数は減少

Ａ

苦情の件数は減少

A

ルールやマナーを守れる生徒
が増えてきた。さらなる啓発に
努めたい。

生徒会活動の活性化

生徒会役員会の内容を充実させ、南陽祭などの学校行事を 生徒会役員会の回数
生徒が主体性を持って運営できるように指導する。
議員・実行委員等の生徒へのアンケート結果

役員会は、曜日を決めて実施。実行
委員の運営は概ねできた。アンケート
については、これから実施する。

Ｂ

役員会は定例で開催でき、生徒会主催行
事やアンケート集計などにも積極的に活
動すめことができた。

Ａ

行事の企画段階からの参画が
できるよう、指導援助をする。

部活動の活性化

部活動を優先する曜日をもうけ、顧問教員が指導しやすい
環境を整える。
部活動への参加人数を増やす。
試合・大会等の予告・結果を広報する。

教員の部活動指導時間
部活動への参加人数
試合・大会の結果

部活動への登録人数は、昨年度とほ
部活動は全般的に活性化され、活動内容
ぼ同じである。全校生徒数に占める 評価できず
も充実が図られている。
割合は、８割強である。

Ｂ

定期考査前の活動など、メリハ
リのある活動の実践と学習時
間の確保を図る。

（防災）ボランティア活動の充実

地域（防災）ボランティアに積極的に参加させる。

熊本震災ボランティアなど生徒からの
ボランティアへの参加人数が増加したか。防災ボランティアリー 発案によって実施したものもある。少
ダーへの参加者がいたか。
しずつであるが、地域貢献に関わる
生徒が増加している。

Ｂ

東北・熊本の震災募金など積極的に発
案・計画・実施ができた。学校説明会など
でプレゼンを行うなど対外的な活動も積極
的に実施した。

Ｂ

地域貢献活動をさらに充実さ
せる。生徒への積極的な参加
を、様々な機会を通して呼びか
ける。

心身の健康管理・教育相談体制の充実

教育相談体制の充実
自殺予防教育の推進

ＳＣの活用記録や保健日誌および保健室利用状況で判断
１学期中に、昨年度末に行った自殺予防教育を行う。

記録をきちんととることができた。
自殺予防教育は夏休み前に実施で
きた。

A

記録をきちんととることができた。
自殺予防教育は夏休み前に実施できた。

A

次年度も引き続き自殺防止啓
発を年度当初より推進してい
く。

美化デーおよび清掃状況点検パトロールの実施
校内外清掃を行っている部活動との連携

美化デーは年２回以上実施。清掃状況確認パトロールの活動
状況
で判断
部活動で清掃している際に、保健部が行っている区域と重複し
ない

美化デーは２回実施できたが、パト
ロールに関してはきちんとやりきれな
かった。他の部活動との連携ももう少
しできると良かった。

B

美化デーは２回実施できたが、パトロール
に関してはきちんとやりきれなかった。他
の部活動との連携ももう少しできると良
かった。

B

パトロール活動を機能させるた
めに、担当者を明確にして仕
切ってもらうようにする。

保健だよりの発行・エコパトロール・ゴミ分別補助等
委員会活動の実施

年間を通して継続的に充実した活動ができたか。

ゴミの分別補助に関しては、エコ委員
が忘れてしまうケースがあった。

B

ゴミの分別補助に関しては、エコ委員
が忘れてしまうケースがあった。

B

エコ委員の活動をより盛んに
するために新たな役割等を検
討する。

清掃ボランティア活動の実施

年間２回以上の活動ができたか。

生徒主体で充実した活動ができた。

A

生徒主体で充実した活動ができた。

A

活動の幅をより広げる。

愛知文教大学、名古屋学院大学、国際課
の留学生とＬＴ、ワークショップ、お茶会な
評価できず
どで連携を行い、互いに有意義な時間と
なった。

A

細部の調整は必要であるが、
大枠はこのまま継続したい。

福祉ネットワーク系列、情報ビジネス系
列、ＮａｎｙｏＣｏｍｐａｎｙ部、コンピュータビ
ジネス部、ＪＲＣ部などが地元を初め各所
で連携を行い、それぞれ高い評価を得た。

A

引き続き今年度と同様に進
めたい。

清潔で安全な校内外の環境づくりの促進

国際理解教育の推進
(1)地球規模で考え地球視点で
行動する地域連携事業の確立
(2)地域に愛され、信頼される学
校づくりの方針と情報の発信活
地域連携の推進
動の充実

国際理解検討委員会の計画をもとに、国際理解を促す内容 国際理解を促す内容を学校行事のテーマに盛り込み、計画か
を学校行事のテーマに盛り込み、国際理解教育の一層の充 ら発信まで年間を通して、国際理解教育を充実させ、生徒の課 今後、実施予定。
実を図る。
題解決力を向上させることができたか。
授業や部活動で行う地域や企業との連携事業で生徒が成長し 福祉ネットワーク系列、情報ビジネス
授業や部活動で地域や企業との連携事業を展開しながら、
たか。また、地域に発信することにより、地域の信頼を高めるこ 系列、部活動などで連携を実施。今
生徒の成長を促す。またその様子を地域に発信する。
とができたか。
後も様々な取組が予定されている。

A

