
平成２９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

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

・職員朝礼の終了時間の厳守
・ノーチャイム実施による定着
化

クラスにより相違はあるが、概ねで
きていた。

学校全体で取り組んでいることを職員は認識
し、すべての生徒に対して徹底させる。

・出欠統計の有効活用
・皆勤賞表彰の実施

年間出席率９８％，１ヶ年皆勤者１
５５名。皆勤者数が少ない。

学校を安易に休むことがないような取り組み
が必要である。日々の授業の大切さ，体調管
理の重要性等を訴えることが必要である。

・服装指導の充実
・定期的な校内外指導
・生徒とのコミュニケーション強
化

・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。
・定期的な校内外指導を実施し、交
通安全及び登下校時のマナーの向上
に努め、苦情等は大変少なかった。
・服装頭髪指導等で生徒への声掛け
を積極的に行った。

・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、違反者には年間を通して
経過観察を行う。
・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。

・教職員自らが手本となる。
・各部屋の入退出指導の強化

・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
好であったが、きちんと挨拶ができ
る生徒が７割程度に留まっている。

・挨拶運動等を積極的に行い「爽やかな挨
拶」の励行に努めさせ、９割以上の生徒がき
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
的な礼法の向上に努める。

・クラス担任との２者面談
・スクールカウンセラーも含め
た生徒情報の共有化

・２者面談を積極的に取り入れ、生
徒の現状を把握する情報収集に効果
があった。
・学年会でも気になる生徒を洗い出
し、情報共有ができた。

定例の教育相談委員会を継続し、スクールカ
ウンセラーをもっと活用する。

読書の励行・習慣化
・朝読書の質を充実させる。
・図書館だより等、広報を充実
させる。

２月末での生徒一当たり貸出冊数は
4.6で前年より増えたが、図書館利用
も貸し出しも特定の生徒に偏ってい
る。

朝読書について、学年団と連携し充実したも
のにする。図書館便りなど情報発信を工夫し
たり、生徒図書委員会を活性化し読書意欲の
喚起に努める。

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

読書会は図書委員が作成した討議の
柱をもとに、意見交換を行い、社会
や自身の将来について考えるきっか
けとなった。

生徒が読書を通して自身の生き方や他者との
関わり、また社会のさまざまな問題に関心を
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
・地域での行事への積極的な
参加

・生徒会を中心とした学校周辺の清
掃活動が出来た。
・養基祭の売り上げについて、町立
風の子保育園への絵本寄贈というか
たちで地域に貢献できた。

・生徒会を中心とした清掃活動については、
今後もぜひ計画していきたい。
・地域行事への参加のみならず、自ら企画し
た地域貢献活動や、外部へ発信できるような
活動を行っていきたい。

領域 評価項目
評価の観点
（具体的評価項目）

具体的方策
成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

学習指導の充実

・各教科の授業研究会を年２回
以上実施する。
・他校での授業参観等に参加
する。

「分かる」生徒はそこそこいるよう
であるが，「よく分かる」生徒は少
ない。

授業力を高めることに尽きる。そのために
我々は日々の授業のあり方，何のために授業
をするのかを常々考える必要がある。

大学入試問題の研究
・教科ごとに、センター試験及
び主要大学の入試問題を研究
し、教科指導に役立てる。

・佐賀大学入試研究報告会を本年度
より実施

・九州大学、熊本大学等の入試研究報告会も
同時に実施へ
・各教科における入試研究会の実施(報告会
用に限らず)

家庭学習の充実
・「日々の記録」を利活用し、家
庭学習の充実を図る。

家庭学習２時間以上の生徒約２００
名，割合は５０％に満たない。

教務による家庭学習の重要性の呼びかけ，学
年における取り組みの実践，進路実現向けて
の学ぶことの大切さを意識させる取り組みが
必要不可欠。

進路意識の啓発

・オープンキャンパスへの参加
の促進
・キャリア教育を意識した職業
研究

・1,2年生系統別大学研究
・2年生オープンキャンパスへの参加
の奨励
・1年生保護者が語る職業観の実施
上記の実施により生徒の進路意識は
高まった

・各大学が実施している公開講座等へ積極的
に参加させる
・左記の取り組みの他に生徒のモチベーショ
ンを高める講演会等を実施する工夫が必要

進路希望の達成
・現状の把握と改善策を定期
的に行う。

・進路検討会等を通して生徒の現状
把握と情報の共有はできだが、教員
間の情報共有が十分であるとは言え
ない

・進路目標の達成に必要な学力を養成するた
めに、担任と教科担当者間の連携を強化し、
長期的な視点に立った指導のあり方について
より具体的に検討を重ねていく

○生徒会
生徒が自分の目標に向かっ
て生き生きと活動する場の
提供

・部活動への入部を推奨
・部室、活動場所等の環境整
備

・今年度、部活動の加入率は85％を
超えることが出来た。
・部室棟の環境整備の呼びかけを
行った。

・部活動にこだわらず、生徒がやりがいのあ
る活動を行える場を生徒会として考えていく
ことも必要ではないか。
・生徒の安全を確保しつつ、人間教育を兼ね
た環境整備の方策を考えていきたい。

●健康・体つくり 安全教育・健康管理の充実
・定期的、計画的に学校全体で取
り組む

・定期健康診断、受診勧告を行い、
生徒の健康管理の充実に努めた。

・科目によっては再三受診勧告を行ったにも
かかわらず受診率を上げることができなかっ
たので、意識の啓発を図ることが必要。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策

○校内美化 校内美化活動の充実
・ゴミの減量化
・清掃活動の向上

・各クラスに掃除、ゴミ出しマニュ
アルを配布、掃除区域割りを作成
し、清掃活動を行った。　・学期ご
との大掃除には汚れを気にせず掃除
ができるよう、体操服着用を実施、
別途ガラスクリーナー、クレンザー
などの貸し出しを行い、校内美化に
努めた。

・自分のゴミ、プリント類の持ち帰りの徹
底。・大掃除の際に力を入れて欲しい箇所な
どを、日報で知らせ各担任の先生方で連絡し
て頂いたところ、生徒の掃除に取り組む姿勢
が格段に良くなったが、体操服着用が徹底で
きなかったので、引き続き指導していきた
い。

●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

・生徒の言動を注意深く観察
し、変化に対して迅速に対応す
る。

生徒へのアンケート（２回）と教職
員からの気になる生徒の情報収集
（５回）を行い、早期発見に努め
た。アンケートの結果いじめは
「０」であった。

いじめ予防のために、適切な人間関係の築き
方などについて生徒が学ぶ機会を設けたい。

◎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 ・職員研修会を実施する。

ICTを利活用した研究授業を各教科で
実施することで、効果的な使用方法
について検討する機会を持った。個
別の要望に応じた研修会の開催は不
十分だった。

外部研修会の案内等行ったが、参加希望が出
なかった。校内での必要に応じた研修会を計
画していきたい。

○学校経営方針 校訓・スローガンの周知
・校内からの情報発信等を通し
て周知を図る。

高校入試の面接時に、本校の志望理
由に質実剛健と答える受験生が見ら
れることよりある程度の浸透はして
いると考えられる。

・「質実剛健」の発行により、在校生徒及び
保護者への周知
・学校パンルレット、体験入学等を通して周
知を図る。

○開かれた学校
づくり

広報活動の充実
・地区保護者会、PTA総会等を
活用し、学校との連携を強化す
る。

各PTA活動における保護者の参加率は
例年並みとなったが、一部参加率が
低い行事（大学訪問）も見られた。

携帯メールなどを利用して、PTA活動をア
ピールしていきたい。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策

・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

コンテストには積極的に参加でき
た。英検は日程の都合で校内で１回
しか実施できず、受験者が減った。

英検は他の行事と重なっても、極力校内で実
施することで、受験者及び合格者を増やした
い。

・海外派遣の実績を積み重ねる

人材育成に関しては例年通り、計画
通りに進めた。他の留学に関する、
案内が多くこちらが処理できずいく
つか紹介でき無かった。

留学に関する案内は、県からの案内を中心に
精査して、安心して留学できる事業を生徒に
紹介したい。

学校
運営

○学校マネジメン
トの向上

危機管理、経費削減等を実
施し、将来を見据えた組織づ
くり

・各種研修等の開催

・災害時の避難所開設マニュアルを
作成、みやき町との協議中である。
・職員に対して、服務、学校予算の
現状等を周知した

・マニュアルは完成した場合、職員間での
シュミレーションを実施し、共通理解、より
実現可能なものにしたい。
・長時間労働対策の方策を実施する。

４　　本年度のまとめ　・　次年度の取組

●は必須項目　◎は特定課題　○は独自評価項目

Ｂ

リスクマネジメントを行い、
校務全般のスリム化を図
る。

Ｂ

　本年度は、各分掌・各学年が連携して、本校が抱える諸課題に対して、学校長のリーダーシップの下、学校全体(組織)として対応する兆しをみることができた。具体的には、気になる
生徒の共通理解、情報共有により、問題を抱える生徒の状況を早期に把握し、それに対する手立てについて考えることができた。一方、分掌・学年等の枠にとらわれ、チーム学校とし
て、組織だった学校運営ができなかった側面も見られた。次年度に向けて、情報の共有化・学校運営の効率化が必要である。分掌主任や学年主任等のミドルリーダーのさらなる活躍を期
待したい。三養基高校で勤務する職員が笑顔で、誇りをもって日々生活できる環境づくりが管理職には求められる。

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 達成度

教育
活動

○国際感覚の育成 異文化理解の推進

コミュニケーション能力テストで
レベルアップを図る。

Ｂ

海外派遣事業への積極的な参
加を促す。

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。

Ｂ

保護者との連携を強化す
る。

Ｂ

具体的目標 達成度

教育
活動

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。

Ｂ

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。

Ｂ

ICT機器を利用した効果的な
授業研究を行う。

Ｂ

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。

Ｂ

部活動入部率85%以上を目
指す。

Ｂ

③教育環境の整っている学校

②文武両面で活躍する学校

具体的目標 達成度

安全の確保・保健衛生の徹底
を図る。

Ｂ

教育
活動

●学力向上

生徒による授業の理解度が
70%以上が「分かる」、40%以
上が「よく分かる」にする。

Ｂ

センター試験及び主要大学
の入試問題研究を実施す
る。

Ｂ

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。

Ｂ

○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。

Ｂ

挨拶の励行や礼法指導を
強化する。

Ｂ

個々の生徒に応じた指導助
言を行う。

Ｂ

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。

Ｂ

具体的目標 達成度

教育
活動

○生徒指導
基本的生活習慣の確立、生
徒の理解

授業開始時刻での完全準
備着席率100%の達成を図
る。

Ｂ

出席率99%以上の達成を図
る。

Ｂ

服装指導の徹底化による、
問題行動の未然防止を図
る。

○読書指導

図書貸出数、一人2.5冊以
上を目指す。

Ｂ

キャリア教育や主権者教育
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。

Ｂ

Ｂ

　平和な国家及び社会に有為の人材を育成するために、
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）社会に貢献できる人材を輩出する学校
（２）文武両面で活躍する学校
（３）教育環境の整っている学校

３　目標・評価

①社会に貢献できる人材を輩出する学校

達成度
Ａ：ほぼ達成できた
Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：やや不十分である

Ｄ：不十分である


