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平成２４年度 福井県羽水高等学校 学校評価書
項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

１ 教科・学年会と連 本校の学習指導に関して、保護者・ 年度当初に生徒に配布する授業計画
教育課程 絡を密にして、学 生徒・教職員のほとんどの評価が、 に従い、課題の出し方や確認を適切
学習指導 力向上を図る指導 目標数値を上回っている。しかし、 に行う。教科会、学年会等で生徒の

体制を工夫する 教職員が適切な授業内容を提供して 実態にあう授業内容、評価基準、学
いると考えているのに対して、生徒 習指導等を検討する必要がある。特
の授業理解は１・２年次においてや に、１年生には中学校から高校への
や低い数値が出ている。このことを 導入学習を丁寧に指導することで、
ふまえ、今後は高校への導入学習指 高校の授業への意識付けを図る。ま
導について改善・検討する必要があ た、新課程の対応を研究しなければ
ると考える。 いけない。

生徒の学習意欲を ノート・宿題等の提出率は 75%に 進路実現のための自主的な学習の重
高め、自主的に学 達し目標指数を上回っているが、平 要性を自覚させる。家庭での学習時
習する態度を身に 日の家庭学習の定着率は約 59%で目 間を増やし、意欲的に学ぶ習慣をつ
つけさせる。 標指数の 70%に及んでいない。特に けさせる。できる限り担任との面接

１・2 年生の家庭学習が不足してい 回数を増やす。生徒が自ら学ぶ手だ
る。生徒の実態にあう課題、家庭学 て、仕組みを作り、授業の改善にも
習につながる課題の提示等を検討す 取り組む。学習実態調査の結果を有
る必要がある。 効に活用する。

２ 登校指導、風紀指 不注意による遅刻の数は、昨年と比 各学年に不注意による遅刻常習者が
生活指導 導を通して、挨拶 べて大きな変化はない。しかし、一 いる。登校指導や反省書指導などに

の励行、時間の厳 部の特定の生徒に遅刻が目立つ。 より、粘り強い指導を継続していく。
守、身なりの端正 挨拶の励行・身なりの端正化・時間
化などを身につけ 厳守については、かなり達成されて
る。 いる。今後とも現状どおり継続して

指導していきたい。
学校行事などに積 教職員･保護者･生徒ともに学校行事 教職員･保護者･生徒ともに学校行事
極的に参加させる や部活動に対する意欲･関心･取り組 や部活動に対する意欲･関心･取り組
ことによって自主 みはかなり高い。 みは高く、活性化が図られている。
自律の精神を養う。

３ 進路ガイダンス、 総合の時間や LH を利用して、キャ 社会人講師の講話、学部学科研究、
進路指導 総合的学習、面接 リア教育や進路学習を充実させた。 大学模擬授業などの実施形態の改善

指導等を通して進 進路に関する担任との個人面談は各 を進めることで、生徒の進路意識を
路意識の向上を図 学期に複数回行われ、低学年よりの 向上させる。また早い段階から進路
る。 進路意識の充実を実践している。し 実現の準備をするために、適切な入

かし、１・２年生では進路意識が低 試情報や担任との個人面談を充実さ
く３年生になってようやく芽生えそ せる。
の準備に取りかかるケースが多い。

生徒の学習に即し 進路情報の提供を従来通りに行い、 新年度の１学年より展開される総合
た進路情報の提供 生徒向けのパンフレット、参考図書 の時間で、進路情報の活用法やその
を行い、進路に関 などを充実させることができた。し 機会を増やしていく。生徒や担任が
する図書を充実さ かし、進路資料室が手狭であり、限 ICT を利用し、進路情報を活用でき
せる。 られた時間の中での利用には、限界 る環境を整える。

がある。
４ 担任・副担任・保 いずれの学年においても、生徒・保 今後も保護者、生徒との意思疎通を
保健衛生 健室・相談室が連 護者とも、本校教職員に対する信頼 密にし、学校の対応への不満がない
指導 携をとりながら、 度は高く、満足のいく結果が得られ よう問題の早期発見・早期対応に努

個々の生徒に応じ た。ただし、少数ではあるが、教員 める必要がある。
た保健指導を行う。側の対応に不満を抱える保護者、生

徒がいることは見過ごせないことで
あり、今後の課題である。

清掃指導の充実を 教員の清掃指導・監督に対する意識 目標指数は達成しているが、今後は
図ることによって は高く、清掃活動を重視する姿勢が さらに自ら進んで清掃やゴミの分別
生徒の校内環境美 現れている。また、大半の生徒は毎 に取り組む姿勢が身につくよう、生
化の意識を高める。日の清掃にまじめに取り組んでいる。徒会・委員会活動などを通して意識

しかし、「まじめに取り組まなかっ の向上を図る。
た」「ほとんど取り組まなかった」
と答える生徒もおり、全員で清掃活
動やゴミの分別、環境美化に取り組
めるようさらに意識を高める必要が
ある。
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項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策
５ 朝読書週間、校内 朝読書について、教職員・生徒とも 朝読書について、来年度から各学期
図書指導 読書感想文コンク に意識は高く、掲示・校内放送によ 末の実施に時期が変更されることも

ールなど、生徒の る周知や図書委員のチェックも奏功 あり、より一層充実したものになる
図書館利用を促す して、しっかりと定着しつつあると よう取り組んでいく。我が子の読書
ための行事を企画 言える。ただ、保護者の、我が子の 状況を問う保護者に対するアンケー
する。 読書状況に対する見方は厳しく不満 トは、毎年 50％と数字に変動がない

も多いようだ。そういう意味では、 ため、「具体的取組」も含めて、そ
朝読書が日常的な読書につながって の内容を再考する必要があるのでは
いないとも言えるが、ここ３年 50％ ないか。
と同じ数字というのは、保護者には
高校生の我が子の読書状況が正確に
は把握しきれないとも考えられる。

生徒や教職員に必 図書の充実度については、昨年同様 希望図書・受験に必要な図書をより
要な図書の充実に 教職員・生徒ともに目標指数を越え 充実させる。新着図書案内、図書新
努め、情報提供を る高い満足度が得られている。図書 聞「はばたき」を充実させ、さらに
行う。 の貸出状況も、前年比 50％増であっ 図書委員を使うなどして、図書関連

た昨年度とほぼ同程度の利用率であ の広報活動に積極的に努める。
る。読みたい本とともに、話題とな
った事柄に関する本を的確に選んで
購入したり、書棚の項目・分類・作
家名などを見やすくしたり、利用し
やすい図書館となるよう取り組んだ。

６ 育成会活動の活性 本校の教育活動情報提供度（教職員 今後も学校と家庭との連携を密にし
外部との 化を図り、本校の 対象）は昨年 98 ％に対して 99 ％に ていきたい。そのためにも、育成会
連携 教育活動について 向上した。また、本校の情報提供満 活動のさらなる活性化を図り、開か

家庭・地域への周 足度（保護者対象）も、昨年 94％に れた育成会として保護者の積極的な
知に努め、学校と 対して 93％とほぼ同様である。保護 参加を進めるよう情報提供をする必
家庭の連携を密に 者への配布物伝達度（生徒対象）に 要がある。創立５０周年に向けて、
して本校教育の充 ついては、昨年の 88 ％から 85 ％と 同窓会との協力を強化するとともに、
実に努める。 わずかに減少した。保護者、生徒、 学校を側面から支える活動をしてい

教職員、どの評価も目標指数を大き きたい。
く上回って高い数値を示している。

中学校訪問、学校 本校では、運営委員が年に約２回各 今後もさらに羽水高校説明会や中学
説明会等を通して 中学校訪問し、夏には全職員と生徒 校訪問などを通して、積極的に羽水
本校の特色のアピ 会や代表生徒で学校説明会を行って 高校の広報、アピールに努めていき
ールに努める。 いる。特に学校説明会では参加中学 たい。また、広報誌や学校紹介の DVD

生全員に模擬授業を行っており本校 をさらに充実したものにしていきた
の魅力を十分に伝えることができて い。
いると 97%の職員が感じている

７ 各種会議の軽減・ サイボウズなどによる連絡を積極的 サイボウズの積極活用を今後も進め
多忙化解 効率化に努める。 に活用している教員が９割を越えて る。ただ全員が必ずメールを確認す
消 いる。またサイボウズの活用は事前 るまでに至っていない。この習慣化

連絡に役立つため約 85％の教職員が がこの課題である。
会議の効率化や多忙化解消にも役立
っていると感じている。

事務的作業の軽減 職員会議ではほとんどの教職員がペ ペーパレス化には多少の不便さもあ
・効率化を図る。 ーパレス化に取り組んでいる。会議 るが、エコや手間が省けるなど、事

用のプリント印刷不要なことが事務 務的作業の軽減につながり、メリッ
作業の効率化と環境に配慮した姿勢 トの方が多いので、今後も積極的に
だと感じている教職員が多い。 進める。

８ 学校の教育活動全 生徒 1 人ひとりを大切にした丁寧な 今後もクラスの雰囲気を良くなるよ
人権教育 体を通じて、人権 教育活動が行われている。他人を中 うな学級経営を推進する。そして、
の推進 感覚の育成に積極 傷したり、いじめたりする生徒もほ 他人を中傷したり、いじめたりする

的に取り組む。 とんどなく、保護者･生徒の評価も高 生徒がないようにする。
い。

自尊感情（自己肯 LH 活動や学校行事（学校祭･講演会 今後もいろいろな教育活動を通して、
定感）を高め、他 など）をなどを通して、集団の中で 他人を良く理解し、行動するよう指
者理解を深める。 他人を理解し、自分の果たす役割を 導していく。

理解して行動することができている。


