
項目

令和元年度福井県立三国高等学校　学校評価書
令和２年３月

具体的取組 成果と課題 改善策・向上策
教育課程
学習指導
研修

　家庭学習時間が増えるよ
うに、課題の提示や宿題の
提出方法について工夫・徹
底する。

　「課題や宿題の提出方法を工夫し、提出状況のチェッ
クを徹底している」に対して、十分当てはまるまたはお
おむね当てはまると答えた教職員は９３％で目標指数に
達しているが,全教職員が１００％になるよう提出方法
を工夫し、提出状況のチェックを徹底していくべきだと
思われる。
　「放課後や家庭で課題や宿題等の学習時間を持つこと
ができた」に対して、十分当てはまるまたはおおむね当
てはまると答えた生徒は７５％で、まだ目標指数の８
０％には達していないが、教員の課題チェックの徹底等
で昨年よりも向上している。
　「保護者から見た生徒の学習時間の確保」について
は、十分またはおおむね確保していると答えている保護
者は５６％で、目標指数７０％に達していない。生徒の
アンケート結果と比べると、学校での課題の取り組みは
増えているが、１，２年生を中心に家庭での学習習慣が
身についていない生徒がまだ多いと思われる。

  生徒の帰宅時間を早め、生徒の
家庭学習時間を増やすことに継続
的に取り組む。今後も各学期の定
期考査前に全校生徒の家庭学習時
間調査を実施する。
  今年度より各学期に１回ずつ面
接週間を実施し、担任が生徒一人
ひとりに定期的に面談を実施して
いる。家庭学習時間が不足してい
る生徒には、放課後学習等での指
導の工夫を図っている。また、生
徒それぞれの短期的・長期的な学
習目標を持たせるなどの動機付け
を行っていく。

  授業時間を確保し、生徒
一人ひとりに分かり易く、
意欲・関心を高める授業を
目指す。

 「それぞれの系列の生徒の実態に応じた教材研究をど
の程度行っているか」については、全ての授業またはお
おむね行っていると答えた教職員は９０％で目標指数を
上回っている。また「チャイムと同時に授業を始め、終
わることができたか」については、守れたまたはおおむ
ね守れたと答えた教職員は９４％で、１００％の目標指
数には達していない。一部の守れなかったと回答した教
員に対して、改善の取り組みを促したい。
 「開始のチャイムが鳴ったとき、授業準備をして着席
していましたか」については、できたまたはおおむねで
きたと答えた生徒は９２％で目標指数を達成している。
しかし若干守れていない生徒がいることは、教員の授業
開始の遅れが原因の一つになっている。今後改善してい
きたい。
 「毎日の授業についてどの程度理解できますか」につ
いては、ほぼ理解できているまたは半分程度理解できて
いると答えた生徒は８１％で、毎年徐々に増えてきてお
り目標指数９０％にほぼ近づいてきている。
 「本校職員の学力向上の取組に満足していますか」に
ついては、昨年度より増えて８７％の保護者が十分また
はおおむね満足と答えており目標指数を達成した。少人
数講座を増やし、生徒一人一人に目が届く授業展開を
行っていることが評価されてきていると思われる。

　教員が多くの仕事を抱える中
で、今後とも教材研究不足や授業
の開始が遅れるという教員がいな
いように、教員の仕事を授業優先
に見直し、校務分掌で減らせるも
のは削減を含めて改善したい。
  成績上位の生徒の意欲関心を高
めつつ、授業をあまり理解できて
いない生徒への働きかけを促すた
めに、習熟度別の少人数講座やア
クティブ・ラーニングの授業展
開、ＩＣＴ機器の活用も取り入れ
ながら今後とも授業改善を進めて
いく。

生徒指導 　遅刻数の減少を目指し、
集会での呼びかけ、クラス
ごとの集計、過多者への指
導をしていく。

　生徒の「遅刻指数」は、目標指数を下回り、目標を達
成できなかった。遅刻指数が増加した原因は、遅刻過多
者数が昨年より大幅に増加したことによる。
　生徒の「遅刻が毎学期０回または特別な事情以外は０
回」は、目標指数を上回ったが、「学期に５回以上の生
徒実数」は目標指数を下回り、目標を達成できなかっ
た。遅刻過多者数が昨年より増加した。
　保護者の「時間に余裕を持って送り出すこと」は、目
標指数を上回り、目標を達成できた。

　遅刻過多者には、生徒はもとよ
り保護者にもきめ細やかな指導・
支援を行っているが、改善が見ら
れない生徒もいる。より一層家庭
と連携を密にして指導・支援して
いく。

　きちんとした服装・素直
な気持ちで学校生活を送れ
ることを目指し、日々の
「服装指導」に取り組んで
いく。

　教職員の「服装指導への取組」は、下回り、目標を達
成できなかった。共通理解をもった服装指導ができてい
ないことが考えられる。
　生徒の「正しい服装で学校生活を送れた」は、目標指
数を上回り、目標を達成できた。校内における生徒たち
の服装は、昨年度同様に良好である。校外においても三
国高校生らしい服装ができるよう指導していきたい。
　保護者の「場にふさわしい服装」も目標指数を上回
り、目標を達成できた。

　教職員が共通の服装指導ができ
るように生徒指導部が教職員に働
きかけていくとともに、教職員の
組織的な服装指導体制をさらに充
実させていく。生徒たちには、教
職員の目の届かない場所でも、自
らを律し、望ましい行動がとれる
ように系統的に指導・支援してい
く。今後も保護者と連携を密にし
ていく。
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情報モラルについては、生徒の目標指数は、ほぼ達成し
たが、情報モラルの遵守を促す取り組みは、今後も継続
的な努力を積み重ねる必要がある。

 情報モラルの遵守を促す取り組
みは、今後も継続的な努力を積み
重ねたい。

進路指導   勤労観・職業観の育成を
図り、できるだけ早く自分
の志望する進路を決定して
それが実現できるように、
企画の実施や情報の提供に
努める。

 おおむね目標指数は上回っているが、「進路決定に役
立つ企画･情報の量･回数が適切」と答えた教職員の指数
は83％と昨年より14％下がっている。大学入試改革など
の新しい企画や情報を教職員に提供していきたい。
  「進路目標を持つ」と答えた生徒の指数は今年度も全
学年で目標を達成した。３年間の系統立てたキャリア教
育を推進し、今後とも進路学習を通してキャリア教育の
さらなる充実を図っていきたい。

  本校の系統的プログラム「３年
間のキャリア教育の流れ」に沿っ
て、進路学習を進めていくととも
に、新しい情報の提供に努めてい
きたい。
  総合的な学習の時間等を活用し
たキャリア教育の取り組みも、教
務部・学年会と連携し推進した
い。

  模擬試験などを教科毎に
分析しながら、朝補習・土
曜補習・長期休業中の補
習・個別指導等を活用して
学力の向上を図る。

  「補習で効果的な指導ができた」と答えた教職員は
87％と目標指数は上回ったものの昨年度より9％下がっ
ている。また、「補習により学習に対する理解が深まっ
た」と答えた生徒の指数も74％と目標指数を上回った
が、昨年度より若干下がっている。効果的に補習が行え
るような環境整備に努め、全生徒の理解度を深める補
習・個別指導を今後考えていく。

  生徒の実態を踏まえながら、生
徒が意欲的に取り組むことができ
る補習の指導内容を検討してい
く。特に1，2年生では生徒の理解
度に合わせた指導やアクティブ
ラーニング授業・ICT機器を活用
するなどして、理解度を上げる対
策を講じていきたい。

保健管理   日常の清掃活動をはじめ
として校内の環境美化につ
とめる。

  教職員・生徒・保護者ともに目標を達成できた。長期
休業中の補習実施日の清掃実施や、美化週間のポスター
掲示、整美委員による放送の呼びかけ、また「校内ピカ
ピカ大作戦」のボランティア活動等を通して清掃意識の
向上につながったと考える。

  清掃時間だけに限らず、学校生
活全体を通じて美化意識を持つよ
うに意識付けを行い、生徒が自主
的に清掃活動に取り組む工夫を考
えたい。また、雑誌・段ボール資
源の活用分別を推進し、有効活用
する。

  心身の健康状態を観察
し、適切な保健指導を行
う。

  教職員・生徒・保護者ともに目標を達成できた。健康
に対して、多岐にわたって速やかな情報提供を行い、生
徒および保護者の意識をさらに高めることが今後の課題
となる。

  健康についてさらなる意識の向
上を目指す。保健に関する配布物
や保健室面談、また夏季の熱中症
対策や冬季の感染症対策を実施
し、健康について考える機会を増
やす。

保護者との
連携

  生徒および保護者に愛読
されるような通信内容にす
べく記事の充実を図る。

  「PTA通信の充実」について教職員、保護者ともそれ
ぞれ目標指数を達成した。保護者役員の方の熱心な活動
のおかげで、総務委員会による編集作業は充実してお
り、近年は県内のPTA広報紙コンクールでも優秀賞等を
受賞している。

  ＰＴＡ通信発行に向けて周到な
準備と確認作業を行い、構成と内
容をより充実させ、新企画を設け
るなど、さらに努力していきた
い。

  正しい職業観の育成のた
め、１、２年生対象に職業
探求講座を実施する。

  「講座が充実していた」とする教職員、「職業に対す
る理解が深まった」とする生徒、「子どもの進路選択に
役立つ機会となる」とする保護者がそれぞれ目標指数を
達成した。

  今年度は保護者への行事実施の
周知徹底を図るという目標を掲
げ、成果を上げた。今後も教職
員・保護者・同窓会の連携をさら
に密にしていきたい。

経営全般   各種学校行事の実施にお
いて、校務部間、学年間の
連絡を密にし、協力体制の
下で実施する。

　学校行事を各部署･学年会の協力により実施できたと
回答した教員は９４％で、目標（８０％以上）を達成し
た。

今後も業務内容や校内組織、各部
署・学年会の連携等について検討
するとともに、教員の働き方改革
を推進する。

  新刊・話題作・学習活動
や進路研究に寄与する図書
を精選し、配架する。

  新着図書の情報・リクエスト機会については教職員・
生徒・保護者共に十分か適正と回答した割合は８９％で
ほぼ目標指数９０％を達成している。
　図書館の利用頻度については、利用率は上がっている
が、授業以外ではあまり利用していない生徒がまだ５
８％おり、図書館を利用する生徒を増やす取り組みが必
要である。

　図書館に授業での調べ学習に関
連した資料を充実させ、今まであ
まり図書館に来ない生徒にも図書
館利用を促していく。

  読書意欲を喚起し、読書
体験を重ねていけるような
取り組みを展開する。

  昨年より各学期ごとに読書タイムを実施し、たくさん
本を読むようになったと答えている割合が増えている。
読書習慣の一層の定着を目指していきたい。

  読書タイムを継続して実施し、
図書委員会を通して生徒の読みた
い本を増やしていく。

視聴覚指導

図書指導

人権教育   あらゆる教育活動の中で
人権教育の観点を取り入れ
る。

　教職員の「人権尊重の観点に立った教育」は、下回
り、目標を達成できなかった。「人権尊重の観点に立っ
た教育」についての理解を深めていく必要がある。
　生徒の「人権尊重の態度」は、目標指数を上回り、目
標を達成できた。
　保護者から見た「生徒の人権尊重の態度」は、目標指
数を上回り、目標を達成できた。保護者が生徒に対して
感じる評価は生徒自身の評価より低かった。

 人権教育の校外研修会に積極的
に教職員が参加するとともに、工
夫した校内研修会等を実施して教
職員の人権意識を高めていく。生
徒自身は他者を尊重しているつも
りでも、保護者はそう感じていな
いケースがあるので、集会・Ｌ
Ｈ・ＳＨ等の機会を通して、他者
を尊重するように指導・支援して
いく。

  共有化されたデータやグ
ループウェアを活用し、校
務の軽減化を図る。

  校内LANの活用に関しては、目標指数は上回っている
が、「有効に利用できていない」と回答した教職員も若
干いるのでその原因を探っていきたい。

  校内ＬＡＮの運用を一層促進
し、会議の省力化を目指したい。

総合学習やLHでｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利
用するにあたり､情報モラル
の遵守を促す。


