平成２９年度学校自己評価（最終評価）
鳥取県立智頭農林高等学校
中長期ビジョン
（学校ビジョン）

「一人ひとりの生徒を大切に」を教育の根幹におき、勤労と責任を
重んじ、心身ともに健康で地域産業及び社会の発展に貢献できる
人を育てる。
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目標達成のための方策

○「学びあい」を取り入れた授業実践は教職
員全員で取り組んでいる。
○今後もＩＣＴ活用等の授業研究を継続し授業
改革を推進していくとともに、本校生徒の学力
向上につながる学習方法の検討・実践が重要
である。
○校内職員研修会等で授業に関する情報・意
見交換が活発に見られ、授業改革につながる
と期待される。

○生徒同士の学びあいを授業に組み込み、生徒同
士が適切な主題のもとで学びあうことにより、様々な
学習課題に主体的に意欲を持って取り組むことがで
きる。
○地域の現状や文化を理解し、将来地域を担う人
材を育成する目的の科目である「地域基礎」の一層
の充実を図り、生徒が地域連携の重要性を理解で
きる。
○教職員各々が授業実践報告会を通して授業改善
に取組んでいる。

○授業研究会、授業実践報告会をとおして教員相互に
研修し、生徒の学習意欲を高める授業立案を行うととも
に、生徒の「学び合い」を観察し、自らの実践を振り返り
改善に繋げる。
○生徒各自の特性や対人関係に配慮した「学び合い」
をとおして、生徒の実状に即した学習方法を模索し授業
の改革を進める。
○学習意欲を高め、「学び合い」の活動を促すためのＩ
ＣＴ機器の活用方法を検討し、授業実践をする中で検
証を進める。

○「学び直し」に関する研究実 ○「学び直し」に係る教職員研修会を年間をと
１ 学習指導 践を行い、学校設定科目「マル おして実施するなど、学校全体が授業改善へ
の充実
チベーシック（総合的な基礎学 の意識が高い。
○生徒は国語・数学・英語の「基礎科目」で理
習科目）」や国語・数学・英語の 解度や意欲が徐々に増しているが、今後もさ
「基礎科目」による基礎学力の らなる向上を目指し「学び直し」の研究・実践
向上をめざす。
が必要である。

○国語・数学・英語の「基礎科目」において、研修会
や研究授業を行い授業の改善に努めている。また、
ＩＣＴ機器を活用した学び直しの授業も、生徒の意欲
喚起、学力向上へ向け改善している。
○生徒が主体的に「基礎科目」や「マルチベーシッ
ク」に取組んでいる。

○「学び直し」に向けたＩＣＴ機器の充実、再整備を行
い、有効活用のための授業改善や指導力向上等に努
める。
○アプリケーションに独自作成問題を投入し、生徒の理
解に応じた活用を実践する。
○「基礎科目」、「マルチベーシックⅢ」を円滑に運営し、
基礎学力の定着、向上に取り組む。

○協同学習の理念を基盤とした
「学びあい」のある授業やICTを
活用した授業の取り組みを組織
的に行い、学習意欲を喚起する
ことで、総合的な学力の向上を
めざす。

現

成

本年度
重点目標

（１）学習指導の充実～授業実践および県版ＳＰＨやスーパー農林水産業士の取り組みをとおして「学びの質」をあげ、生徒の学力の向上を目指す～
（２）生徒指導の充実～規範意識の醸成と清々しい教育環境の整備を図る～
（３）生徒支援の充実～年間を見通した生徒支援を行い、生徒一人ひとりの進路実現を図る～
（４）地域連携の充実～地域の教育資源を活かし、本校の教育資源を地域に活かす～

○資格取得ＬＨＲ（年２回）を実施するとともに、各学科、
教科と連携して資格取得ノートを活用した取り組みを行
○各種検定・資格取得に多くの生徒が積極的 ○多くの生徒が資格取得にチャレンジする。
う。
○教科・科目に関連した資格の合格率の向上をめ
に取り組み、より難易度の高い資格試験にも
○専門教育の基礎・基本を徹底
○アグリマイスター顕彰制度等との関連を明確にし、目
ざすとともに、新たな資格に挑戦する生徒を育てる。
挑戦している。
標設定による取得意欲を促す。
し、学習意欲の向上や資格取
○昨年度から実施の「県版ＳＰＨ」や今年度か ○専門教科の充実を図り、県版ＳＰＨを活用した地
○各科の教育内容に沿った、新たな資格開拓を目指し
得に向かう意欲の育成をめざ ら導入の「スーパー農林水産業士」を有効活 域との連携事業に取り組む。
検討する。
す。
用し、学校と地域産業の連携を一層密にする ○スーパー農林水産業士の導入により、専門性を
○県版ＳＰＨの事業をより一層充実させるとともに、スー
高めるとともに生徒の進路実現にもつなげる。
ことで、専門教育の深化と魅力化を図る。
パー農林水産業士を活用し、担い手の育成を推進す
る。

○指導対象の生徒数は減少しているが、指導
○生徒自身に気づきと自律を求 内容は多様化しており、家庭や地域、外部機
２ 生徒指導 める指導を行い、社会人・市民 関と連携した指導体制を継続して行っている。
の充実
として求められる姿勢の育成を ○生徒一人ひとりを大切にした指導を心がけ
ることで生徒理解を深め、いじめや不登校等
めざす。
の未然防止に努めている。

○雇用状況が改善されている中で、適切な進
路指導により、昨年度の進路決定率は１００％
だった。
○社会的な自立に向け、３年間 ○デュアルシステム等の円滑な実施に向け
を見通したキャリア教育を推進 て、校内での協力体制、地元産業との連携が
し、早期の進路実現をめざす。 必要とされる。
○大学など上級学校に向けての進学指導体
制を見直し、早い段階から取り組むことが必要
である。

○基本的生活習慣が身につき、落ち着いた学校生
活が送ることができる。
○校則を遵守するとともに、端正な服装・頭髪、日頃
のあいさつなど自ら心がけ行動できる。
○社会規範や一般常識を理解し、道徳心を持って
行動することができる。

○キャリア教育全体計画に基づいて、より系統的・
段階的に進路指導を実践することで、全員の進路
先が早期に決定する。
○校内連携を密にして就労支援体制を整え、生徒
一人ひとりの個性や特性が生かされる進路実現を
達成する。
○進路情報に基づいて、進路実現に向けて生徒が
自主的に動くことができる。

○毎朝登校時の立ち番で服装・あいさつ指導を行う。
○生徒サポートと連携し、グループ会議で生徒理解を深めな
がら指導を実施する。
○授業や集会での集団規律を徹底する。
○喫煙防止・薬物乱用防止・携帯インターネットのマナー教育
を全学年で実施する。
○いじめアンケートを計画的に実施し、問題行動やいじめ・不
登校の未然防止に努める。
○職員、ＰＴＡによる通学路交通安全指導・自転車安全指導
を実施する。

○進路面談や進路補習、面接練習等により進路意識
の喚起と早期進路決定を図る。
○キャリア形成グループ会議を綿密に行うことで、情報
共有を図り一体化に取り組む。
○地元産業界との連携で地元企業説明会・インターン
シップ（短期就業体験）・デュアルシステム（長期就業体
験）を実施する。また、専門性を活かしたボランティア活
動等に取り組み、生徒の職業観や勤労意識の高揚を
図る。
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校務マネジメント

〇研修会等を通して日々授業改善とその実践に努めている。実践報告
会を通して、お互いのスキル等、課題を情報共有できた。「学びあい」を
取入れた授業展開もなされている。
〇授業に関する情報交換、意見交換が活発であり、授業改革につなが
る取組にしたい。
〇 「地域基礎」では、毎週、担当者会議を持ち、その内容の充実に努
めている。引き続き、担当者会を持つなどして丁寧な対応を心掛け、来
年度以降も科を超えた連携を密にする必要がある。

校務マネジメント

〇国・数・英の３教科とも、試行錯誤を繰り返しながら、学習意欲の喚
起、知識の定着等を図っている。今後も、よりよい授業展開および実践
を目指すための学習指導について検討を続け、さらなる向上を図りた
い。
○タブレットの活用について、検討を重ねるとともに、より一層充実させ
るための検討を加え、その活用を図る。

キャリア形成

○引き続きアグリマイスターについての周知や資格取得ＬＨＲおよび各
科の学習指導をとおして、資格取得に向けた生徒の意欲を喚起し合格
者の増加を図る。
〇最終年度となる県版ＳＰＨの事業をより一層充実させる。
〇スーパー農林水産業士制度を活用し、担い手の育成を推進する。

生徒マネジメント

〇アンケートなどでは出てこない生徒間の問題が多くあった。生徒との
ふれあいを多くし、早期発見に努めたい。
〇度重なる公共物の破損があり、情報提供や全校集会をもって再発を
防止する。
〇現金の盗難があり、さらなる貴重品の管理を徹底する。
〇研修会は学年ごとにきめ細かく実施でき良かった。今後も関係分掌
や外部機関との連携をとっていきたい。

キャリア形成

○進路先が全員決定するまで、粘り強く個別面談や個別指導を繰り返
し、進路先の早期決定と試験に向けた準備を行う。
〇生徒の特性に応じて教職員がきめ細やかな指導を行うことで、生徒
一人ひとりのキャリア教育を推進する。
○三年間を見通したキャリア教育を推進することで、早期退職等の未然
防止に取組む。

生徒サポート

○二学期行事に取組む中で、学級満足群も４割近くとなり、増加傾向が
みられる。
○１年団ではソーシャルスキルトレーニングを取り入れた学級活動にも
取り組めた。
○教職員の協力を得ながら、取り組めた。これらの活動を、次年度以降
も継続し、経験を積み上げて体系化したものとしたい。

キャリア形成

○引き続き、生徒の意欲喚起をはかり、地域と学校の教育資源の相互
活用により、本校教育の活性化と生徒の体験活動の充実をすすめると
ともに、地域の活性化にも貢献する。
○学校祭や即売会の在り方について、共同開催している地元「智頭農
林業いきいき交流まつり」実行委員会との検討を更に進める。

３ 生徒支援
の充実
○学校生活の様々な場面で自
己理解・他者理解を促し、人間
関係づくりを支援することで、
「思いやり」のある学校・学級風
土の醸成ときめ細やかな生徒
の支援をめざす。

○本校生徒の実態把握や教職員研修等によ
り、教職員の特別支援教育への認知・理解は
向上している。
○今後も自己理解・他者理解が十分でない生
徒に対しては、きめ細やかな生徒支援を実践
し、「思いやり」の心を育んでいく。

○地域や地元企業と「顔の見える連携」を進
○地域連携を通して、地域の活 めることで、関わった生徒の満足度や達成感
４ 地域連携 性化に寄与するとともに、生徒 が高まるなど、教育的効果が見られている。
の充実
の全人的な発達を促し地域に ○今後も本校の教育資源と地域の教育資源
を活用していくことで、学校と地域の活性化が
期待される学校をめざす。
図られている。

評価基準 Ａ：十分達成［１００％］

○ユニバーサルデザイン化された授業が行われて
いる。
○生徒一人ひとりが居心地のよいクラスの中で落ち
着いて学習に取り組む。
○教職員間で生徒情報を共有し、より適切な支援が
できる体制を整える。

○生徒が地域の各種行事・イベントに参加す
ることで、地域の活性化や生徒自身の意欲喚
起を図り自己有用感を積み上げる。
○平成２７年度以降始めた様々な連携事業を
更に活性化し、地域に根ざした教育活動が定
着する。

Ｂ：概ね達成［８０％程度］

Ｃ：変化の兆し［６０％程度］

Ｄ：まだ不十分［４０％程度］

○「授業における必須支援項目」に沿って授業をすす
め、わかりやすい授業を展開する。
○様々な場面を捉え、生徒情報の収集に努め、共有す
ることによって居心地の良いクラス作りをめざす。
○１年団を中心にソーシャルスキルトレーニングを導入
して、生徒の自己理解・他者理解を進める。

○地域へ学校の情報を積極的に提供するとともに、地
域からの情報を得て、活動の機会を広げていく。
○授業や実習での活動を通じて地域連携を図り、生徒
の学習意欲の喚起を図る。
○桜土手・智頭駅の清掃等学校全体の活動として継続
し、生徒のボランティア意識の向上と地域を愛する意識
の高揚を図る。
○本校教育の取り組みを報道機関を通じ、外部に積極
的に情報発信する。
Ｅ：目標・方策の見直し［３０％以下］
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