
平成30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

教育
活動 ・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 B
担任及び教科担当の先生方の協力
により，授業開始時刻での客席率１
００％をほぼ達成することができた。

着席できていない生徒への継続的な指導を
行うとともに，すべての生徒に対して授業の
大切さを訴える。

・出欠統計の有効活用
・皆勤賞表彰の実施 B

全体の出席率は９７．６％。目標とす
る９９％は達成できなかった。

遅刻生徒が多いクラスの出席率は低位となっ
ており、遅刻者数を減らすことが出席率向上
に直結するものと考える。基本的生活習慣確
立の重要性を生徒に強く訴えたい。

・服装指導の定期的な実施(考査時等8回)
・校内外指導の定期的な実施
・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
実施し、交通安全指導に務め交通事
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。
・列車乗車ﾏﾅｰ等で苦情が多少あっ
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、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。

・教職員自らが手本となる。
・各部屋の入退出指導の強化
・体育館入場時のスリッパの整列

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
・スクールカウンセラーを含めた当該生徒に関する関係者
会議の開催

A

・1・2学期の初めに全員、必要に応じ
て随時二者面談を実施した。
・関係者による会議を数回開き、SC
からの有効な助言を踏まえた対応が
できた。

・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
・図書館だより等、広報の充実 B

１月末での生徒一人当たり貸出冊数
は３．３で前年より少なくなった。今年
度は２学期以降の３年生の利用が多
かった。

学年団と協力したり、図書便りなどの情報発
信をさらに改善し利用を促したい。また、生徒
の居場所としての図書館のあり方も考えた
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 B

読書会は中止になったが、生徒の感
想文を読むとテキストを読むことで、
社会や自身の将来を考えるきっかけ
となったことがわかった。

「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
・生徒の元気な力の地域への還元

B
２学期の清掃活動では全校生徒が
熱心に取り組んでくれた。地域のボ
ランティアの募集にも積極的に参加
してくれた。

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。

指示をきちんと行えば、生徒は動いてくれる
ので、職員も今まで以上に、清掃活動やごみ
の分別、持ち帰りを徹底させる。

●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、昨年以上に充実した。
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。

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87％で、活発な活動が行

われた。

新活動方針をもとに、安全で充実した活動
と、学習との両立が図れるようにこまめに呼
びかけを行う。

●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

B

食育に関する全体指導の機会を設
定することが日程上の都合で難し
かった。
検診後に受診勧告を出すが、昨年
度よりは若干受診率があがったもの
の、全体的にはまだまだであった。

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
・生徒による授業評価（２学期実施）の活用

B

分かる授業及びよく分かる授業の目
標数値までもう一歩である。

左に掲げた具体的方策のうち、研究授業の
実施を確実に行うような改善を図りたい。

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。
・校内において、入試研究報告会を実施する。

B

・昨年度の佐賀大学入試研究会に
加えて、本年度は九州大学、セン
ター試験の研究会を実施できた。
・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。

・各教科会議の時間を利用して、入試問題研
究会を定期的に実施する。

家庭学習の充実
・全学年において「日々の記録」を活用して家庭学習の充
実を図り、生徒に学習習慣の定着を促す。 Ｃ

２時間以上の家庭学習を確保できて
いる生徒は２０％程度。目標にはほ
ど遠い結果である。

高い目標を掲げている以上、少しでも近づけ
る対策を講じる必要がある。教科担当者、ク
ラス担任、学校全体での呼びかけが必要で
ある。そのための方策を講じる。

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
・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
・職業人を招聘しての講演会の実施

B

・時期に応じた進路講演会が各学年
実施できた。
・3年生は10月に佐賀大学希望者集
会を実施した。

・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。 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時
間・朝課外の廃止)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 B

コンテストへの参加や英検の希望状
況は良好であった。

・引き続き積極的な取り組みを推奨していく。

・海外派遣の実績を積み重ねる。 A

・例年より応募者が多く良かった。
・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。

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
・教科間での情報共有
・職員研修会の実施 B

・各教科年間2回の研究授業では
ICT機器を利活用した授業の展開が
できた。
・ICT満足度調査において、満足度
が昨年度より15％上昇した。

・職員向け校内研修会の実施、校外の研修
への積極的な参加の呼びかけを行う。
・ICTを利用した教材を教科で共有し、校務の
効率化および共通した指導を行う。

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 B
・質実剛健は、今年度2回の発行の
みとなってしまった。

・来年度は、最低でも学期に一回発行する。

○開かれた学校づくり 広報活動の充実

・地区保護者会、PTA総会等を活用した学校からの情報
発信
・生徒の元気な力の地域への還元
・創立１００周年に向けての準備委員会の設置及び協議
開始
・管理職のみならず、若手職員による学校PRの実施

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
を立ち上げ実務に移行できた。
・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。
・地域自治体との連携を図りつつ、
地域行事への参加を推奨した。
・三養基高校の教育活動のグランド
デザインを策定し、学校の全体像を
コンパクトにまとめ、地域に発信し
た。

・土・日を含むが、ＰＴＡ活動へ職員の参加を
推奨する。
･100周年に向けた取組の中で、地域との関
係性を高めていく。

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

●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

・月１回部活動活動状況調査
・超過勤務の状況把握
・スクラップできる業務の検討

B

・部活動の休養日を把握し、その
設定に努めた。。
・運動部活動の方針を策定した。
・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。

・部活動休養日・働き方改革の中で、進
路実現に向けた取組を効果的に行って行
く方法を具体化する。

○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

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

A

・避難所対応マニュアルを作成した。
・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応
行った。また、必要に応じて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。
・すでに調整済みであるが、ＡＥＤの増設を実
現する。

４　　本年度のまとめ　・　次年度の取組

●は共通評価項目、○は独自評価項目

地域社会、同窓会やPTA等からの応援を受けながら、地域に密着し多くの関係者に愛ざれる学校としての基本的なあり方を継承することができた。学校内部においては、個々の取組と意義について体系化・可視化を図
り、学校の教育活動の全体像について職員が共通の認識を持つことができた。個別には、授業の充実はもとより、問題を抱える生徒への組織的な対応の充実、教育課程の改編、法令上にもとづく規定の整備、100周年
向けた取組、そして安全確保のための職員のスキルアップと実践などが実現した。一方、進路指導・学習指導では、他校で導入され効果をあげている取組のほとんどを本校はすでに実践しているが、それらをより効果
的なものにしながら、そして、県東部地区の動向を踏まえながら、進路実現へのさらなる充実を図ることが課題である。

③保護者・地域・同窓会との連携強化

具体的目標

部活動の休養日を設定する。
定時退勤推進日を設定する。
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を行う。

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。

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 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。

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。

○読書指導

図書貸出数、一人4冊以上を目指す。

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。

○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

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・規
範意識の向上

授業開始時刻での完全準備着席率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７
０％以上に、「よく分かる」授業を４０％以上にす
る。

服装指導の徹底化による、問題行動の未然防止
を図る。

挨拶や礼法の指導強化

生徒情報を共有し、個々の生徒に応じた指導助言
を行う。


