
令和元年度　佐賀県立三養基高等学校　学校評価結果

１　学校教育目標 ２　本年度の重点目標

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由)

具体的な改善策

●志を高める教育
夢や目標に向けて努力する気持ちを高める教育
活動の推進

・授業の充実・進路講演会(全)､地域の課題探究(１年)、海外派遣
(1･2年)等既存の取組の継続
･100周年記念事業「三高の偉人たち(仮称)」の編纂及び周知
･標語等の掲示(体育館入り口・教室棟)
･表彰伝達式の実施(年５回)
･さがを誇りに思う教育推進事業の完遂

A

各係の取組によって具体的方策がほ
ぼ予定通り進行した。

・海外研修については、同窓会からの支援
が確保できるよう連携を図る。
・三高の偉人たちについては、記念誌掲載
の他、効果的な活用を検討する余地があ
る。

教育
活動 ・職員朝礼の終了時間の厳守

・ノーチャイム実施 B
休み時間に次の授業の準備をし、開始
前に着席できたか(生徒95%職員77%)。
職員朝礼は時間内に終了することが
出来ている。

ノーチャイム運動は本校の伝統であるの
で、今後も継続していきたい。

・年１回の皆勤賞表彰の実施
・年２回の担任との二者面談による生徒理解
・登校しやすいクラスの雰囲気づくり

B
９９％は達成できなかった。９８．１％
(休学等を含む)であった。

登校しやすいクラスの雰囲気作りに今後と
も取り組んでいき、特に心のケアが必要な
生徒についての手立ても心がけていく。

・服装指導の定期的な実施(年8回)
・校内外指導の定期的な実施(校門・校外など年１０回)
・生徒とのコミュニケーション強化

B

・年８回の服装指導を実施し、指導の
徹底を図り概ね良好であった。
・考査期間等に定期的な校外指導を１
０回実施し、交通安全指導に努め交通
事故が減少した。
・服装頭髪指導等で生徒への声掛けを
積極的に行ったが、平時にリボン忘れ
などがあった。
・列車乗車ﾏﾅｰ等で苦情が２件あっ
た。

・今後も定期的な服装指導を実施し、指導
の徹底を図る。また、授業前などに全職員
で、服装指導を行っていく。
・今後も定期的な校内外指導を実施し、交
通事故等の未然防止を図るとともに、通学
マナー等の向上を図る。
・「見捨てず、見逃さず」を基本にした指導
を今後も徹底し、厳しくも温もりのある生徒
指導に努める。

・各執務室入退出時のマナー遵守を指導(すべての機会)
・体育館入場時のスリッパの整列を指導(すべての集会時)
・教職員からの声かけや挨拶

A

・教師も積極的に挨拶を交わし率先垂
範に努めた。
・「入室心得」を徹底させ、概ね良好で
あった。
・挨拶がきちんとできる生徒が約９割に
増加した。
・体育館入場時のスリッパ整頓は良好
であった。

・校門指導や生徒会と連携し挨拶運動等を
積極的に行い、「爽やかな挨拶」の励行に
努め、100％の生徒がきちんと挨拶ができ
るようにする。
・今後も入室心得の指導の徹底を図り、基
本的な礼儀作法の向上に努める。

・全校一斉の担任との二者面談の実施(年２回)
・各学年ごとの担当者会議の実施(各学年２～３回)
・スクールカウンセラー等を含めた当該生徒に関する関係者会議
の開催(随時)

A

・1・2学期に全員、また、必要に応じて
随時、二者面談を実施した。
・いじめ、不登校、別室学習認定、特別
支援など様々な件で会議を頻繁に開
いた。(対象６０名)

・担任以外で、生徒が相談しやすい教員と
話す機会を持たせてもよい。
・今後も継続して、機を逸することなく関係
者会議を頻繁に開催していく。

読書の励行・習慣化
・朝読書の質の充実
・図書館だより(月１回)等、広報の充実 A

ポイントカードの導入や画像を多用し
た視覚的な図書だよりなどで、貸出冊
数は前年度よりも増加した(一人平均
3.53冊→3.77冊　※3.77は２月末現
在)。朝読書の時間の確保が、読書会
の充実にもつながった。

生徒の希望をなるべく叶えることのできる
選書を行い、貸出冊数増加につなげたい。
そのためにも、ブックトラムなど生徒に選書
の機会を与えたい。また、生徒が利用しや
すい環境作りにも留意し、来館者の増加を
目指したい。

読書を通じた勤労観・職業観の形成
・読者会テキストの工夫
・選書の工夫 A

校内読書会では、ワークシートをclassi
配信をし、好評であった。選書は1年生
が友人関係の葛藤を描いた作品で
あったため、良い作品であったとの評
価をいただけた。3年生は外国人労働
者の是非を問う内容で、勤労観につい
て考察できていた。

「総合的な探究の時間」の趣旨を踏まえ、
生徒が読書を通して自身の生き方や他者
との関わり、また社会の様々な問題に関心
を持つよう選書にも配慮する。

●心の教育 ボランティア活動の推進
・生徒会を中心にした清掃活動の充実
・全生徒による学校周辺の清掃活動(年１回)
・生徒の元気な力を地域へ還元する取組(年10回)

A

２学期の清掃活動は雨天中止となり行
われなかったが、生徒は部活動(あす
なろ２５回、野球１回、放送１回、吹奏
楽１０回)や、個人で様々なボランティア
活動に取り組んでいた。

生徒が地域ボランティアへの参加がしやす
くなるように、情報の収集と、校内調整を密
に行う。

○校内美化 校内美化活動の充実
・ゴミの持ち帰りと分別
・清掃活動の向上 A

掃除等に熱心に取り組む姿勢が
維持できている。
ごみの分別もきちんと各教室や
部署でなされ、ゴミの持ち帰りも
定着している。

職員が掃除監督・指示を適切に行
う。ごみの分別、持ち帰りの周知を徹
底する。教材プリント等の持ち帰り指
示も徹底する。

●いじめの問題への対応
教育活動全般において、いじめのない学校の環
境づくり

・生徒の言動の注意深い観察及び変化に対する迅速な対応
・アンケートの実施(年２回以上)
・二者面談・三者面談の実施(各２回以上)
・早期発見・事案対処のマニュアル実行

A

教育相談は、アンケートや日々
の見守りから、マニュアルに従い
対応件数を増やすことができた。
特に担任・学年団・管理職・教育
相談部・保健室との連携がよくで
きた。・生徒等からの相談対応は
SC延べ２６件、職員２２件であっ
た。

二者面談等により、生徒の相談事を
早く察知し、対応する能力を向上させ
ていく。また、今まで以上に、関係者
や部署との情報の共有や対策のた
めの話し合いの場を充実させていく。

○生徒会
自分の目標に向かって生き生きと活動できる文
化・体育活動の場の提供

・部活動への入部を推奨
・部室、活動場所等の環境整備 A

加入率90％で、活発な活動が行
われた。

・本校の部活動方針を踏まえ、職員・
生徒ともに適切なバランスで活動で
きるように、場所や時間の確保をす
る。

●健康・体つくり
健康的な生活習慣の形成
安全教育・健康管理の充実

・教科・校務分掌等における食育に関する指導
・食育講演会の実施
・定期的、計画的な学校全体での取組
・受診、早期治療の重要性の周知(地区保護者会)

Ａ

食育アンケートの実施や食育だ
よりの発行・食育講演会を実施
し、生徒の食への意識を高めるこ
とができた。受診勧告に基づく受
診も徐々に定着している。

食育の継続的指導。生徒の健康維
持のための検診であるので、受診勧
告に基づく受診率を今まで以上にあ
げていくよう、生徒や保護者に協力を
お願いしていく。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由)

具体的な改善策

教育
活動

学習指導の充実による基礎・基本の習得
分かりやすく深みのある授業への改善

・教材研究や問題作成における担当者間の継続的な協議
・教科ごとの研究授業の年２回実施
・教職員の校外研修の機会増加(予備校、他校)
・生徒による授業評価（２学期実施）の活用
･学びの基礎診断の実施

B

教科内の研修が活発に行われており、
ほぼすべての教科で達成できている。

教員が切磋琢磨し、今後とも指導力向上に
努めていく。

大学入試問題の研究
・教科内でのセンター試験及び主要大学の入試問題研究(１学期)。
・校内における入試研究報告会の実施(１学期)。 A

・昨年度佐賀大学、九州大学に加え、
本年度は共通テスト試行試験の分析
を中心に実施できた。
・また、その分析資料を生徒へ配布し、
生徒には好評であった。

・今後も各教科会議の時間を利用して、分
析・検討を行い、入試問題研究会を定期的
に実施する。

家庭学習の充実
・全学年「日々の記録」等を随時点検し、学習習慣の定着に向けた
メッセージを発信する。
・授業展開に生徒が自主的に学びに向かう仕掛けを導入する。

B

学習への取り組みについて「良い」「ほ
ぼ良い」が、生徒82%・保護者59%・職員
60%であった。

今後とも粘り強く、「日々の記録」2者面談
等を活用し、学習習慣の定着を図ってい
く。

進路意識の啓発

・進路講演会の実施(各学年)
・学部学科の研究(１・２年)
・オープンキャンパスへの参加促進(２・３年)
・職業研究の実施(１・２年)
・職業人による講演会の実施(１年)

A

・時期に応じた進路講演会が各学年実
施できた。
・全学年オープンキャンパスに積極的
に参加した。

・各大学で実施されている講座、講演会等
に生徒を積極的に参加させ、生徒の目を
外へ向けさせたい。
・職員、生徒へのアンケートの継続的な実
施により、現状を的確に把握し改善へつな
げていく。
・3年生へ対する希望者別集会の実施。

進路希望の達成
・模擬試験等の結果を各学年で分析し、現状の把握と改善策につ
いての会議を定期的に行う。
･進路検討会の実施(３年３回、２年１回、１年１回)

B

・模試後の各学年・各教科担当者によ
る分析会の実施。それを受けての教科
担当者会議を定期的に実施できた。

・教科担当者会議について継続的に取り組
んでいき、より良き指導へつなげていく。
・2019年度からのカリキュラム変更(一日7
限・朝課外廃止)に伴う学習指導体制の再
構築。

・スピーチコンテスト等への積極的な参加や資格試験の受験状況
が前年度を上回るようにする。 A

コンテストへの参加や英検の希望状況
は良好であった。特に英検は民間外部
検定試験が出願条件になる前提で話
が進んでいたため、多くの生徒がS-
CBTを申し込んだ。昨年度と比較し、
受検者は、２級(82名→116名)、準２級
(76名→108名)であった。

・引き続き積極的な参加・受検を推奨して
いく。

・基金継続の折衝。
・海外派遣の実績を積み重ねる。 A

・海外研修に行きたいので三養基高校
に来たという生徒もおり、今後も教育
後援会(同窓会)の協力を得られるよう
調整を図ってきた。

・海外派遣後の報告会が2回(同窓会、養基
祭)あるが、他にも中学生向けに、体験入
学の時などを利用し実施する。
・新型肺炎や海外情勢など注意を払いなが
ら計画していく。

〇教育の質の向上に向けたICT
利活用教育の実施

情報・技術の共有と授業研究
・機器の活用方法について教科間での情報共有
・職員研修会の実施 B

・効率的な授業準備、効果的な授業の
構築のためのICT活用に対する教員の
満足度は横ばいだが、生徒の満足度
が高まった。(１年91%→96％など)
・校外研修にはICT推進リーダーを中
心に参加することができたが、校内研
修は会は実施できなかった。

・職員向け校内研修会の計画的な実施、校
外の研修への積極的な参加の呼びかけを
行う。
・ICTを利用した教材の共有や、業務効率
化のためのICT機器の利活用を進める。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由)

具体的な改善策

○学校経営方針 校訓・スローガンの周知 ・情報発信等による周知(HP、地区保護者会､スクールNEWS) B
・「質実剛健」を活用できなかった。 ・ＰＴＡ新聞の作成が年３回ある。その発行

回数や発行月を工夫し、「質実剛健」との
棲み分けを工夫する。

○開かれた学校づくり 広報活動の充実

・情報発信等による周知(HP、地区保護者会､PTA総会、スクール
NEWS)
・生徒の元気な力を地域へ還元する取組(年10回)
・創立１００周年に向けて、同窓会・PTA・学校の代表者による委員
会の決定に基づいた実務を全職員で遂行する。
・管理職のみならず、若手職員による学校PRの実施
・プレスリリースの活用(主たる行事等)

Ａ

・例年通りのＰＴＡ活動が行えた。
・１００周年に向けては、実行委員会を
立ち上げ実務が進行した。
・生徒へも少しずつ浸透してきていると
思う。
・中学校へのＰＲ活動は複数職員が各
中学校に出向き、対応した。
・地域自治体等との連携を図りつつ、
地域行事等への参加を推奨した。回数
は目標値の４倍以上であった。
・校門前掲示板を十分活用した。

･100周年に向けた取組の中で、実務遂行
を全職員が実質的に分担する。

領域 評価項目 評価の観点
（具体的評価項目）

具体的方策 達成度 成果と課題
(左記の理由)

具体的な改善策

●業務改革・教職員の働き
方改革の推進

部活動の活動状況及び業務記録をもとに
した改善策の検討
超過勤務時間の削減

・部活動活動状況調査(各月)
・超過勤務の状況把握(各月)
・スクラップできる業務の検討

B

・部活動の活動計画・活動報告と、休
養日調査を毎月行った。
・長期休業日の計画等、職員の事務処
理を簡略化した。
･年休の取得を推奨した。

・本校の部活動方針を踏まえ、新たに日々
の活動時間帯を把握し、職員・生徒ともに
適切なバランスで生活できるよう、取組を
強化する。

○学校マネジメントの向上
危機管理、経費削減の実施及び将来を見
据えた組織づくり

・緊急連絡体制、初動体制の強化
・AED研修会･食物アレルギー研修会の実施
・運営上の基礎データの共有

A

・天候不良、熱中症、心肺停止、アナ
フィラキシーショック等への対策を講
じ、ＡＥＤ・エピペン等の研修会を行っ
た。

・従来の研修や職員会議等における体制
の確認等を継続していく。
・ＡＥＤの増設ができたので、さらに研修を
重ねていく。

●は共通評価項目、○は独自評価項目

　地域社会・同窓会やPTAからの多くの支援を受けながら、地域に密着し、地域に愛される学校としての基本的なあり方を継承した。教育活動を支える土台として、安全で安心できる学校であることを重視し、いじめの覚知・認知及び悩みを抱える生徒への支援等について、常に関係職員、あるいは全職員で情
報を共有し学校の方針をたててチームとして対応した。社会通念上のいじめではないが、生徒の行為が他の生徒に対して不要な心理的・身体的影響を与えていないか、生徒の善意がかえって相手生徒の負担になっていないかということなども、積極的に認知し、１８件(延べ６０名強の生徒)の事例について、関
係職員がスクールカウンセラー等からの助言を受けながら検証し、生徒ととともに対人関係のスキルを高めるための振り返り等を行った。こうした取組を土台に、地道な進路ガイダンス、授業実践、学校の規程の整理等を進めながら、学校全体としては落ち着いた中で、学習や部活動が実践できた。学習面で
は、３年生の進路実現、部活動では、剣道部の男女アベック優勝など顕著な成果もあった。来年度１００周年を迎える節目の年であり、生徒の志を一層高める絶好のチャンスである。働き方改革の趣旨を踏まえながら、現在の教育内容の一層の充実を図りたい。

４　本年度のまとめ・次年度課題

夢や目標の実現に向けて努力する気持ちがあると答え
る生徒を80%以上にする。

③保護者・地域・同窓会との連携強化

具体的目標

部活動休養日、定時退勤推進日、学校閉庁日を
設定し実施する。
業務の効率化を図る。

学校
運営 校訓「質実剛健」・スローガン「伝統の継承、未来への創

造」を理解している割合を65%以上にする。

地域・保護者・同窓会との連携を強化する。

本年度の重点目標に含まれない共通評価項目

具体的目標

学校
運営

リスクマネジメントの向上を図る。

異文化理解の推進

○読書指導

図書貸出数、一人３冊以上を目指す。

○生徒指導

　平和な国家及び社会に有為の人材を育成するため、校訓「質実剛健」のもと、自主自律の精神の
涵養をとおして、知・徳・体の調和のとれた教育を目指す。

①　自立心を持った心豊かな生徒の育成
②　授業の工夫・改善と進路意識の向上
③　保護者・地域・同窓会との連携強化

３　目標・評価

①自立心を持った心豊かな生徒の育成

具体的目標

ICT機器を利用した効果的な授業研究を行う。

校内外での各種活動において、豊かな心と思いある心
を育む。

②授業の工夫・改善と進路意識の向上

○進路指導

体系的・継続可能なキャリア教育を具体化させる。

国公立大学合格者数50名、近隣有名私立大学合格者
数100名を目指す。

コミュニケーション能力のレベルアップを図る。

人材育成海外派遣事業への積極的な参加を促す。

具体的目標

●学力向上

学年プラス１時間の家庭学習を定着させ、平均値で家庭
学習時間（土日を含む１日の平均）２時間以上の生徒が
90％を超えるようにする。

校舎を大切に使うことで、愛校心を育み、校内美化への
意識を高め、８０%以上が満足できる学校環境にする。
ゴミの減量化に努める。

部活動入部率85%以上を目指し、最後までやり遂げる生
徒を育成する。

食育を推進する。
安全の確保・保健衛生の徹底を図る。
受診勧告による受診率を昨年度より上げる。

○語学力・国際感覚の育成

センター試験及び主要大学の入試問題研究を実施す
る。

あらゆる場面で、生徒の言動に注意し、いじめを絶対に
許さない体制をつくる。

生徒理解による基本的生活習慣の確立と規範
意識の向上

授業開始時刻での授業の準備及び座席への着席率
100%の達成を図る。

出席率99%以上の達成を図る。

生徒理解に努め、一人一人を大切にしつつ、言語活動を
伴う授業構築に努め、「分かる」授業を７０％以上に、「よ
く分かる」授業を４０％以上にする。

服装指導や校門等における指導、個別の対話等をとお
して問題行動の未然防止を図る。

挨拶や礼法の指導を強化する。

生徒情報を共有し、個々の生徒に応じた指導助言を行
う。

キャリア教育の中に読書活動を位置づけ、勤労観・職業
観等の形成を支援する。


