
新潟県立 高等学校阿賀野

学校自己評価表(報告）
平成２０年度

学 校 運 営 計 画

「常識と責任を持ち、社会に信頼される人物を育成する」という教育目標の
実現を目指し、

学校運営方針
①学習指導、生徒指導、進路指導に積極的に取り組む。
②目標や課題を全員で共有し 「目標達成集団 「能力発揮集団」を目指す。、 」

昨年度の成果と課題 ２０年度の重点目標 具体的目標

《成果》 ・授業規律を確立し、基礎基本の定着 ・遅刻の防止、授業妨害行為の禁止、机上

授業外の学習指導に と進路実現のための学力を身につけ の整理など授業に望む姿勢を作る。

積極的に参加する生徒 させる。 ・学習意欲を喚起させる授業の工夫。

が多くなった。 ・中退や原級留置者を減らし、定着率の向

早期に進路の意志を 上を図る。

決定する生徒が多くな ・２つのコースに対応した指導の充実を図

った。 り、進路希望の実現を目指す。

年度末の原級留置者 ・社会人としての資質の育成。 ・基本的生活習慣の確立。
が減少した。 ・ボランティア活動などをとおして思いや

《課題》 りの心を育てる。

基礎学力不足の生徒 ・部活動や学校行事の活性化を図り、気力

への指導の工夫と充実 ・体力・豊かな情操を育てる。。

基本的生活習慣を早期 ・授業やホームルーム活動をとおして学級

に確立させ、定着率を 集団を育てる。

向上させる。 ・生徒との好ましい関係の確立。 ・愛情ある厳しい指導。
奉仕活動や特別活動 ・挨拶を始めとした積極的な声かけ。

に積極的に参加し社会
・学校自己評価、教員評価の活用。 ・生徒がどう変わったが評価の目安。性を身につけさせる。

・目標や取り組みの数値化。原級留置者を減少さ
・年度当初からの計画的な取り組み。せ、更なる定着率の向
・授業改善等に生かす。上を図る。

・地域に開かれた学校づくり。 ・広報活動の充実。

・学校が積極的に地域にでかける。

・学校の積極的な公開（授業や行事 。）

評価評価項目 具体的目標 具体的方策
４生徒指導 ・年間を通して朝、昼の立ち番指導（校門、生徒玄関など）を全職員による・生徒の基本的生活

当番制で実施し、声かけにより日常的な指導や問題の共有化を図る。習慣の確立と自立心

３を培う ・定期的に全校服装頭髪検査を実施し、継続的に指導を行う。

３・問題を抱えた生徒 ・生徒指導部たよりを月 回程度発行し、生徒・保護者に対して情報の提供1

４ ４の早期発見と適切な および諸問題の注意喚起を行う。

４指導に努める ・年６回、遅刻防止週間を実施し、生徒の遅刻への意識を高め、登校時や毎

時の遅刻をなくすよう努める。・喫煙防止、盗難防

４止に努める ・各種の講演会（薬物乱用、性教育、携帯電話等）催し、生徒へ周知を図る

と共に問題の未然防止に努める。・交通事故、違反の

４未然防止と再発防止 ・交通講話（ 月）やバイク実技講習（ ， 月）を行い、交通社会のマナー5 5 10

や責任感の向上に努め、交通違反事故 件を目指す。に努める 0



評価評価項目 具体的目標 具体的方策
３・円滑な学校運営 ・各分掌、各教科との連携を密にすることにより、学校運営の円滑化をはか

教 務 る。・生徒の学習活動の

・授業時数を十分に確保し、生徒の基礎学力確保につとめる。ための環境づくり

５・地域に開かれた学 ・全教科のシラバスを作成し、ホームページ等を活用し公開するとともに、

４ ４校づくり 冊子として生徒・保護者に周知し、学習効果の向上に役立てる。

・ホームページや地域の広報誌をとおして、学校の活動を紹介する ・体育祭。

５や文化祭などの公開行事をとおして地域や保護者の学校への理解を求める。

・学校案内・体験入学を充実させ、中学生に学校をよく知ってもらう。

４教 科 国語科 ・生徒が苦手とする項目は確認テストを行い、また単元ごとに漢字プリント

を作成し、基礎的な学力を定着させる。・基礎学力の向上

４・分かりやすく、生 ・必要に応じて補習を行い、基礎学力の定着を図る。

４ ４徒が興味関心を示 ・古典については、古典文法や漢文の訓点に偏ることなく、生徒が興味関心

を持てるような授業を展開する。す授業

５・漢字練習を行い漢字検定の受検を促す。また問題集の貸し出しなどを行う。

地歴公民科 ・家庭学習の重要性を呼びかけ、必要に応じて確認小テスト等を実施し、学

４ ４・学習習慣の定着 習習慣を身につけさせる。

４・基礎学力の向上 ・補習や個別指導を実施し、学力の向上を図る。

４数学科 ・１学年数学Ⅰで２クラス３展開の習熟度別授業を実施し、きめ細かな指導

を行う。・基礎学力の向上

３・わかりやすい授業 ・授業開始時に 分間計算力小テストを行う。10

４ ４・週末課題を出し、家庭学習の定着をはかる。

４・２年生数学Ⅱで２クラス３展開の習熟度別授業を実施し、きめ細かな指導

を行う。

３・授業開始時に確認テストを行う

５・希望者を対象に進学補習を実施する。

３理科 ・基礎的な内容がわかるような授業展開を工夫し、進路に関わる生徒に対し

ては補習を含めて内容の充実を図る。・基礎学力の向上

４ ３・実験・実習の充実 ・必要に応じて実験・実習を有効に行い、興味・関心を深める。

３・環境問題への ・環境問題に対する興味を喚起するような授業を展開する。

意識の向上

４保健体育科 ・スポーツテストの結果を受け、基礎体力の向上を目指したトレーニングを、

年間を通して実践する。・基礎体力の向上

４・生涯を通じて健康 ・年間を通して授業時の集団行動（時間、服装、挨拶、安全など）を徹底さ

４や体力の保持増進で せ、規律正しい態度を身につけさせる。

４きる能力の育成 ・ 年度実施の新体力テストの結果を踏まえ、 年度にはＡ･Ｂ判定の生徒数20 21

の ％増加とＤ･Ｅ判定の ％減少を目指す。10 15

３ ４・保健の授業では、常に身近な健康問題と絡めた内容で興味・関心を持たせ

る。

４芸術科 ・観る、聴くなどの基本的態度を身につけさせる。

４・演奏や作品をとお ・様々なアプローチを体験するなかで、表現の多様性に気づかせる。

３ ４して表現する喜びを ・発表の機会を設け、周りとの関係のなかで自己の演奏や作品を客観的に理

解させる。得させる。

４・個に応じた指導を行い、表現の意欲を高めさせ、持続させる。

英語科 ・各種課題、補習をとおして基礎学力の定着を図る。また、進学希望者に対

４・学力の向上・コミ しては小テストや補習を実施し学力の向上を図る。

４ニケーション能力の ・１学年は習熟度別授業を実施し個々の学力に応じた指導をする。

２育成 ・英語検定の取得を促し、年３回の実施で各回１０名以上の受検者を募り、

４学校での団体受検を可能にする。

１・英語検定準２級以上の合格者数５名以上を目指す。

４・ との を継続的に実施し積極的にコミニケーションを図ろうとする態ALT TT

度を育成する。



評価評価項目 具体的目標 具体的方策
４教 科 家庭科 ・目標達成にむけ、授業時間４単位のうち、２単位は実践的な態度を育てる

ためにワークシートを記入させ、自己の問題として捉えさせ、身につけさ・衣 食 住 保育、 、 、 、

せる。福祉の各分野におい

３ ３て、基礎的な知識と ・実技、実習において、班別学習を展開し班の代表者に師範するように指導

することにより、責任感や覚えようとする意識の醸成をはかる。基本的な技術を身に

３つけさせる ・生徒一人ひとりに目を配り、個別指導を充実させ基本的な技術（切り方、

加熱の仕方、扱い方等）を修得させる。

４情報 ・表計算ソフトなどを利用し、情報技術を習得させる。

４ ４・情報技術の習得・ ・実習をとおして実践的な態度を育てる。

４情報モラルの育成 ・情報技術習得に偏ることなく、情報モラルの啓発と育成を図る。

４商業科 ・基礎基本的な内容について、具体例を挙げ理解を深める。

・ ４ビジネスのしく ・実習や答練を多く取り入れ、基礎基本の理解を深める。

３ ４みを理解し、基礎的 ・株式売買実習などにより、株式の動きをとおしてビジネスに興味関心を持

たせる。・基本的な知識の理

５解と技能を習得す ・新聞記事等を活用し、具体的・現実的な事象に対して理解を深める。

る。

５進路指導 ・進路意識啓発のため、総合学習を活用し適性検査や学力検査（１年）を実・進路希望達成率

４１００％を目指す。 施する。

４・進路選択のために２年次に学校・企業訪問や進路体験講話を実施する。

４・２年次に作文や小論文指導を実施する。

５就職 ・ＨＲ担任と分掌の連携を深め、早期に個に応じた職業紹介に努める。

５・適性に応じた職種 ・ハローワークや事業所との連携で早期の意識啓発を図る。

５ ５選択 ・進路ガイダンスやたよりを発行し生徒保護者の早期対応を促す。

５ ５・夏期休暇等を活用し３者面談を早期から実施する。

５・面接練習を早期に開始する。

５進学 ・校内進路ガイダンスの充実をはかる。

４・将来を見据えた学 ・様々な入試に対応可能な指導体制を確立する。

５ ５校選択 ・進学情報等を速やかに提供する。

５・個別指導を基本とする面接指導の充実をはかる。

４・校外模試等を積極的に受験させる。

４学 年 １学年 ・服装・頭髪指導などを通して、基本的な生活習慣の定着を目指す。

４・基本的生活習慣の 家庭と連携し、無断遅刻や欠席などの防止をはかる。

４定着を目指す ・朝学習の実施により、学習の基礎基本の定着をはかるとともに、基本的な

４・学習における基礎 学習の姿勢を身につけさせる。

４ ４基本の確立を目指す ・ガイダンスやＨＲ指導を通して、進路意識の向上を図るとともに、生徒個

人の進路にあったコース選択を指導する。・進路に応じたコー

４ ４ス選択等の指導 ・総合的な学習の時間等を活用し、勤労の大切さを体験するとともに、将来

の職業について考えさせる。

２学年 ・学年としての服装・頭髪指導を通して、基本的な生活習慣の定着を目指す

２・基本的生活習慣の 日々の授業を大切にするようきめ細かく指導する

２定着をめざす ・学校・学年の行事を通して民主的な自治活動のしくみを指導する （そのよ。

うな学年行事も企画する ）・生徒ひとりひとり 。

・ ２が安心して学習でき 上記行事の際、クラスのリーダーを指導できるような「学年 委員会」HR

２ ２るクラス環境づくり 体制を作り、活用する。

３を進め、生徒の自己 ・学年としての保護者会を年２回行い、父母提携を通して、生徒の人間的な

成長を促す。肯定感を高め、いじ

・進路実現に向けて自らの現時点での実力をふまえ、適切な進路選択になるめの防止を図る

３よう指導する。進路に対する妄想を抱かせない。



評価評価項目 具体的目標 具体的方策
４学 年 ３学年 ・進学希望者は、模擬試験を受験し、希望校合格へ向け学力を更に向上させ

る。・過去２年間で固め

４てきた、個々の希望 ・進学希望者は、各自の進路希望に即し、センター試験対策や小論文能力の

ブラッシュ・アップに努める。進路の実現。

４・英語、数学、漢字、簿記等の各種検定の受検を勧め、２年生で合格した者

については、更にその上の級の合格を目指す。

・就職希望者には、５月上旬より就職指導部とキャリアアップサポ ５
ーターによる、ヒヤリングを兼ねた面談を開始する。 ５ ５

・進学希望者の保護者を対象とした 「進学資金の調達」に関する ５、
説明会を４月中に実施する。

・進学希望者に対し、５月中に担任との個別面談を実施し、更に７ ５
月には保護者を交えた３社面談会を実施する。

・７月中旬より、進学・就職希望者に面接指導を開始する。また、 ５
就職希望者には履歴書の書き方のセミナーを行う。

環境美化 保健厚生部 ・健康について関心を持たせるため、講演会を開催したり保健だよりを随時

４ ４・ 発行する。健康な生活を推進

４・快適な学習環境づ ・保健室への来訪者や、心身健康に悩みを抱える生徒に対し担任と連携して

４問題点を早期に発見し対応する。

４・毎日の清掃や、ゴミの分別の徹底をはかる。

３ ４・月一回の屋外清掃については監督者に連絡をし、徹底をはかる。

４・清掃状態の点検や清掃用具の整備を行う。

生徒会指 ・部活動の加入率を高めるため、新入生の全員加入を義務化する。また、部・部活動の活性化

４ ４導部 活登録後も加入の呼びかけをする。さらに、近年の加入率の経年変化を調

べ次年度以降の参考資料とする。

４・生徒の生徒会活動 ・評議会を開催する。

４ ４ ４への参加意識を高 ・早期に各委員会を開催することで、委員会を有効に機能させる。

４める ・校歌をきちんと歌えるようにするために、各種行事を積極的に活用して、

校歌指導の機会を多く持つ。

４ ４・地域との連携を深 ・地域のボランティア活動などに、積極的に参加して地域との連携を深める。

める

総 合 評 価

・ 早期から、基礎学力不足の生徒への指導を工夫・充実させることにより、授業

４．０
成 果 外の学習指導を学校生活の一部として定着させることができた。

・ 目標を高く設定し、努力しようとする生徒が多くなった。

評価基準

５：十分達成できた
４：ほぼ達成できた
３：半分程度達成できた
２：あまり達成できなかった
１：全く達成できなかった


