様式２

平 成 ３ ０ 年 度

自 己 評 価 表（年度末反省）
鳥取県立倉吉西高等学校

中長期目標
（学校ビジョン）

評価項目

将来を見
越した生
活習慣の
確立

評価の具体項目

（１）道徳教育の充実
・高校生として望ましい規範意識、生活習慣を確立する。
・自己肯定感を高めるとともに、他者に対する思いやりなど、周囲と豊かな人間関係を構築することのできる豊かな心を育む。
（２）キャリア教育の充実
・社会的問題に関心を持ち、社会の一員であることを自覚させる。
・探究活動をとおして、社会的問題の解決に向けて必要となる能力を育成する。
・将来の生き方を前提とした進路指導を展開する。
（３）高い志を有し、学ぶ意欲を向上
・将来の生き方を考えさせることで主体的に学ぶ姿勢を涵養するとともに、社会問題の解決に向けて必要となる確かな学力を育成する。
・授業をとおして論理的思考力、表現力、コミュニケーション能力を高める。

現

状

【生活支援】
・全般的に挨拶はよくできている。きち
んと立ち止まっての挨拶は、外部から
①社会や も好評である。
人とのつな ・授業や集会での聴く姿勢はよい。講
がりを意識 演を受けての質問等の場面で積極的
した生活 な姿勢に乏しい。
習慣を身 ・自分の置かれている状況や立場を考
につける えて行動できない場面がある。

②講演会
等を通して
人としての
生き方を
学ぶ

・自然に自分からさわやかな挨拶ができる。
・授業や集会などで顔を上げて、きちんと話を聴くことができると
ともに、積極的に自ら発言をすることができる。
・ＴＰＯを意識した行動をとることができる。
☆日常的な生徒観察により評価する
☆は評価の方法（以下同じ）

経過・達成状況

目標達成のための方策
・積極的、意欲的な行動や姿勢をとった生徒を褒め
て育てる。
・生徒会を中心に、生徒同士で挨拶をかわす機会
をより増やす。挨拶することの意味等をＨＲ等で繰り
返し話して指導する。
・授業も含め日常的に発言できるように、生徒が発
表する機会を数多く設定する。
・生徒会活動を通して、生徒が責任をもって主体的
に取り組むことに喜びや達成感をもてるよう指導す
る。

評価結果（年度末反省）
評価

・ステージ団を中心としたＨＲ等での指導により、生徒の自主性は確実に育って
きている。朝の遅刻対策、あいさつ指導は不定期に行った。
・服装指導の必要は皆無で、生徒アンケートにおいても９割以上の生徒が基本
的な生活習慣について適切な指導がなされていると捉えている。
・西高祭では、実行委員を中心として地域の方と関わる経験ができた。
A
・生徒アンケートの結果でも、生徒会活動への関心度が上昇しており、次期生
徒会役員、次回西高祭実行委員の募集においてもスムーズに候補者が出てい
る。
・自転車盗難防止モデル校となったが、校内での自転車の施錠状況は芳しくな
い。但し、盗難被害の報告は受けていない。

【Ｓ１】
・高校３年間で何を学び、将来どうやっ ・将来学びたいことが明確になり、そのために今、何をすべきか ・様々な講演会や諸活動に意図的に取り組ませ、 ・講演会、考査、学校祭などの行事や取組において振り返りシートや
て社会に貢献していくかという明確なビ 判断し、行動することができる。
感想や気づきを継続的に記録し、振り返りながら、 CHALLENGE NOTEを活用し、自らの生活や生き方について考える生徒が増
ジョンを持っている生徒は少ない。
☆CHALLENGE NOTE等による観察で評価する
自らの生き方について考えさせる。
えてきている。
・活動の振り返りを、自らの生活や行動に活かせられない生徒も見られる。
【キャリア支援】
・講演会やボランティア体験により地域
社会や職業についての理解が進み、進
路意識が高まった。
・個人研究の成果をレポートの形にまと
めることができた。
・多くの生徒が個人研究テーマと結び
ついた進路を選択した。
・チャレンジグループ活動の意義を見
いだせず、お座なりな取組みで終わっ
た生徒もいた。
【Ｓ１（パイオニアホーム含む）】
・チャレンジグループ活動に積極的に
取り組みたいと考えている生徒は多
い。

①チャレン
ジグルー
プ活動の
計画的な
実施、及び
内容の充
実

年 度 当 初
目標（年度末の目指す姿）

（１）将来を見越した生活習慣の確立
今年度の （２）キャリア教育の充実
重点目標 （３）主体的な学習姿勢の構築、及び学力の向上
（４）情報収集、情報発信の充実

【Ｓ２（パイオニアホーム含む）】
・春休みに決定した研究テーマに沿っ
て計画的に探究活動を進めようとして
いる。

キャリア教
育の充実
【Ｓ３（パイオニアホーム含む）】
・S2時点で研究テーマを確定し、個人
研究を行っている。
・4月のスタディーサポートの結果、生
徒の学習意欲、自己評価が向上してい
る。生徒の自己肯定感を高めることに
係るチャレンジグループ活動の好影響
を見て取れる。
【S1】
・ボランティア活動の目的は理解してい
るが、自ら進んで行動していこうとする
姿はまだ少ない。

・地域社会の現状や職業に対する理解が深まり、進路意識が向
上する。
・Ｓ２の早期に個人研究テーマを定め、計画に沿って研究を深め
ていく。
・研究テーマに応じた調査、情報収集の仕方を学び，レポートの
形にまとめる。
・上級学校における学びやその後の職業の選択と結びつくよう
な取り組みとする。

・チャレンジグループ活動ガイドをもとに年間の活動
計画を把握し、スムーズな活動が行えるようにす
る。
・教職員自身も情報収集に努め、研究テーマ設定
について適宜アドバイスを行う。
・過去の取組みを参考にしながらCHALLENGE
NOTEを有効活用する。
・担当する生徒の志望進路を把握し，担任と情報を
共有しながら適宜アドバイスを行う。

・自らの明確な意思でチャレンジグループを決定し、個人研究
テーマを設定する。
☆CHALLENGE NOTE等による観察で評価する

・CHALLENGE NOTEを有効活用し、様々な体験を ・フィールドワークイン鳥取やオープンキャンパス、高校生国際フォーラム等で
積み上げていく。
様々な業種、学問分野に触れ自らの進路について考え、チャレンジグループを
決定しようとしている。
・鳥取環境大学英語村訪問、英字新聞活用研修等パイオニアホーム独自事業
も好評だった。

・探究活動をとおして、研究テーマに係る問題意識を育み、その ・S3の発表、講演会、施設・企業等の現場の訪問等 ・年度初めにはテーマ設定に取り組み、適宜助言を与えながら進めたが、自分
解決に向けて現状を分析し様々な方向から対策を考える。
の機会をとらえ、積極的に取組むよう促し、研究
の進路との関連に乏しいテーマの者がいる。
☆CHALLENGE NOTE等による観察で評価する
テーマに係る探究を深め考え方を広げられるように ・フィールドワークイン関西など外部との関わりの中で視野を広げ探究を深めら
する。
れた者も多い。
・２～３月の平日に活動できる日のプリントを配付し、個人で積極的に活動する
よう促した。
・発表に向けてのパワーポイントづくりで、どうやってまとめたら良いか困ってい
る者が多い。
・各グループに関連する新聞記事を国語係に選ばせたり、朝日新聞の「いちか
らわかる」記事を掲示することで意識が高まる生徒も出てきた。
・２Ｃの西京高校との交流は、考え方や行動が大きな刺激となり視野が広がり
意識が高まった。フィールドワークイン関西報告会でのプレゼンテーションも好
評だった。
・チャレンジグループ活動個人研究の報告書を完成させる。
・チャレンジグループ活動を通して、自らの進路目標を明確に
し、将来、社会に貢献していく態度を身につける。
☆CHALLENGE NOTE等による観察で評価する

・ボランティア活動に全員が一回は参加し、社会の中での自分 ・ボランティア活動参加前の事前指導を行い、学び・ ・全員がボランティア活動に参加し、様々な社会の課題に気づき、解決策を模
のあり方を考え、社会の課題に気づき、解決策を考えようとする 気づき・課題・解決策などを記録し、ホームで発表 索する姿が発表会で見られた。
姿がみられる。
する。
☆ボランティア発表会に向けた作品づくりで評価する

【Ｓ３】
・入学当初より 多くの生徒が自主的に ・ボランティア活動に参加することにより、継続的に地元の地域
ボランティア活動を行っている。
貢献を行っている。
・国内の学部、学科研究を通して、各大学等の研究が各地域や
国内外の社会貢献につながっていることを認識している。
☆CHALLENGE NOTE等による観察で評価する

・生徒会行事などの学校行事では、生徒会執行部が集合から整列まで
を全ておこなうようにする。（前後左右の整列）
・生活支援グループで実施している自転車点検に、生徒会執行部や自
治委員を加える。
A
A

・学校として募集されるボランティアへの参加者は、のべ２１名。CHALLENGE
NOTEへの感想記入については点検していなかったが、参加した生徒は今後も
地域に貢献しようという意識が高まっている。
・募集されているボランティア以外で、部活動や地域でのボランティアを行って
いる生徒もおり、表情や言動の変化が見られた。

・継続して地元のボランティア活動に参加するよう ・S3もよくボランティアに参加した。
に、呼びかける。
・医療ボランティアなど進路先を意識している生徒も多かった。
・各大学等の学部学科における社会貢献の実態を
調べ、社会的自己実現につなげていく。

Ａ：９割達成、Ｂ：８割達成、Ｃ：６割達成、Ｄ：４割達成、Ｅ：４割未満

・活動の振り返りや記録の蓄積をしていくことの重要性について理解さ
せ、指導を継続していく。

B

・個々の進路に結びつくようなテーマとなっているか確認しながら研究
に当たらせる。
・レポート発表会は保護者への事前案内を強め期待に応えたい。
B

・キャリア開発に向けた適切なグループ決定ができるよう引き続き指導
していく。
・パイオニア独自事業については他ホームへの情報発信の在り方につ
いて引き続き検討する。

B

B

・希望の進路に関連したテーマや探究になっているか職員間で連携を
取りながら、指導していく。
・１年次に実施するプレゼン技術研修を、実際に作り始める２年次の３
月か３年次の４月にも実施する。
・次年度の年間計画を冬休みまでに提示し、冬休み中を含め、１月以
降２年次に取り組むことの見通しを立てさせる。
・パイオニア独自事業については他ホームへの情報発信の在り方につ
いて引き続き検討する。

B

B
・限られた時間の中での個人研究ではあるが、アンケート結果からは
充実したものになっていることがわかる。一方で、推薦AO入試などにお
いて他校の取組みも年々レベルが高くなってきており、本校でも定期的
に研究室に足を運ぶ等、研究をさらに積み重ねる必要がある。
・学びに関する意欲は非常に高くなっており、キャリア開発につながる
チャレンジグループ活動の意義を常に確認しながら取組みを継続して
いくことが重要である。

・チャレンジグループ活動個人研究の報告書の内 ・2年次終了間際に、全体発表を西高祭に合わせるよう前倒しになったが、全員
容が充実するよう適宜面談を実施するとともに、活 レポートを提出することができた。
動終了後の進路希望に合わせ、適宜個別指導を行 ・チャレンジのアンケート結果が非常に高い結果であった。
B
う。

【Ｓ２】
・ボランティア活動に積極的に参加し、 ・ボランティア活動をとおして地域の現状を知り、自分の在り方に ・ボランティア活動終了後に、感想等を記録し今後
ついて考える。
の探究活動等に活かす。
☆CHALLENGE NOTE等による観察で評価する

②地域社 地域に貢献しようとしている。
会のことを
知り、アウ
トプット能
力を向上さ
せる

・S１：各種講演会を聴くことで地域社会に対する理解が深まった。
・Ｓ２：関西研修により、個人研究テーマは固まった。
・Ｓ３：個人研究の成果を各自レポートにまとめた。西高祭での発表は他グルー
プの生徒への刺激になるだけでなく、発表した生徒の進路意識を一層しっかり
としたものにした。また、この取り組みは保護者からもよい評価をいただいた。
・研究を通して大学での学びや目標が明確になった生徒が多かった。

B

改善方策

・ステージ２でも継続的に参加を促し、報告書を提出させることで今年
度の取り組みをより深めていく。

Ａ

B
A

・CHALLENGE NOTEではなく、1年次に使用した様式を使って参加した
後の報告書を提出させ、探究活動に繋げる。
・２年次・３年次も、学校の募集に申し込む生徒は、生活支援へ申し込
んだ後、１年次同様にステージ主任から用紙をもらい、実施後提出す
る。コピーした後、本人に返却し、そのコピーはグループ担当教員へ渡
す。
・継続的に取り組む。

Ａ

評価項目

評価の具体項目

現

状

【学習企画】
・ペアワークやグループワークで積極
的に話し合ったりする場面は確実に増
えているが、それが自ら深く考え表現
する活動に必ずしもつながっていない
①アクティ 現状がある。
ブラーニン ・iPadなどＩＣＴ機器を取り入れた授業も
グの視点 増えてきてはいるが、効果的な活用に
やＩＣＴを取 ついて今後も研究を必要としている。ま
り入れた たＩＣＴを活用する環境整備にも工夫改
授業の工 善が必要である。

夫

・仲間との意見交換を通し、自分の考えを深め、それを積極的に
発言する場面が増加している。
・授業に主体的に参加するために、実のある主体的な家庭学習
を行う時間が確保できている。
・形だけの提出ではなく、実際に自分でやった提出が９５％以上
となっている。
・ＩＣＴ機器の授業での効果的な活用について教職員同士が普段
から情報交換できている
☆家庭学習時間の目標値
Ｓ１：２時間以上の生徒が継続して７０％以上。
Ｓ２：２時間半以上の生徒が継続して７０％以上。
Ｓ３：総体後５時間以上の生徒が５０％以上 。

・授業研究会やアクティブラーニング研修会を実施
し、ＷＧ等と連携して「主体的、対話的、深い学び」
に結びつく工夫を考えていく。
・生徒に「あれこれ考え、悩み」、それぞれが自分な
りの答えに到達する設問、発問を意識した授業展
開を考える。
・授業アンケートの質問項目を、より生徒の意識を
読み取れるものとなるよう工夫する。S3はアンケー
トを12月に実施する。
・授業づくりのヒントとなるように、ＩＣＴを使った授業
実践の動画等のデータを蓄積していく。

・対話をとおして自身の考えを見出し表現することのできる生徒は徐々にでは
あるが増えてきている。逆に他へ依存してしまい自分の考えが述べられない生
徒もいる。
・与えられた課題を自分の力で解く生徒も学年が上がるにつれて増え、さらに
与えられたもの以外に自発的な課題に取り組む生徒も出てきてはいるが、まだ
一部である。
・課題提出は昨年以上に良くなってきているが、特定の生徒の気まぐれさが目
立つ。取組みの質についてはまだまだで、９５％には及ばない。
B
・プロジェクター等従来の機器については、ほぼすべての教員が活用している。
タブレットに馴染みのなかった教員も使い慣れた教員に使い方を尋ねたりして
いるところ。
・家庭学習時間の目標値に関して
S1はほぼ目標をクリアできたが、１０月以降若干停滞気味。S2は平均２時間
以上の学習時間の確保はできたが、考査前と普段の家庭学習の状況の落差
が大きく目標値の達成はかなり厳しかった。S3は夏休み以降次第に概ね目標
値に近づいていったが、やはり出遅れ感はある。

・各自が自分の学力の現状を分析し、不得意分野
を克服し、得意分野を伸ばすために自分で課題を
設定して取り組めるよう、面談等の機会をとらえな
がら丁寧に個別指導を行う。

・11月考査から、全科目課題提出をやめ、各自で工夫して学習に取り組むよう
指導し、実践出来た者もいれば、何をしたらよいか困った者いた。
・教科によっては、追試対象者が減少している。
・保護者会や面接週間だけでなく、生徒の変化に応じてホーム担任・教科担任
で個別指導を行った。
・評価の指標としての家庭学習については、休み明けテストや定期考査前の４
回は２時間半以上となったが、「継続して」は達成できなかった。

の意味を
理解し、主
体的に学
ぶ意欲を 【Ｓ３】
・チャレンジグループ活動等を通して、 ・目的意識を強く持ち、自己の希望する進路の実現に向け、定
高める
学ぶことの意味についての理解が深 期考査・校外模試等の機会をとらえ、ＰＤＣＡサイクルに基づき
まっている。
取組んでいる。
・大学等希望する進路先と学力の乖離 ☆評価の指標は①に同じ
が大きい。
【キャリア支援】
・7月進研、11月進研（ともに記述模試）
について、全ステージで拡大ステージ
会を開き、成績の状況や問題点の共通
理解を図り、対策を講じている。
・各模試の前に各教科で過去問を用い
るなどの模試対策を行い、受験後は模
試復習の指導を教科毎に行い、習慣化
を図っている。
・長期休業中の課外を全ステージで実
施している。Ｓ３については放課後セン
ター演習，２次課外も実施している。

③校外模
試成績を
含めた学
力向上

情報収
集、情報
発信の充
実

【パイオニアホーム（Ｃホームの取組及
び他のホームに広げることを含む）】
【S1】
・学習意欲は高く、課題に対して熱心に
取り組み、期限を守って提出できる。
・学習習慣と学力とのバランスが取れ
ている生徒が多い。
【S2】
・生徒会活動や部活動と勉強との両立
に努力している。

評価

目標達成のための方策

【Ｓ２】
・学力を高めたいという思いはあり、与 ・常に向上心を持ち、家庭学習を定着させ、定期考査や模試を
えられた課題には積極的に取り組める 節目に、ＰＤＣＡサイクルを意識した実践をする。
が、各自が工夫した学習にはなってい ☆評価の指標は①に同じ
②学ぶこと ない。

主体的な
学習姿勢
の構築、
及び学力
の向上

経過・達成状況

目標（年度末の目指す姿）

・ＳＨＲ、ステージ集会でＰＤＣＡサイクルの重要性を ・ステージ集会で計画を配布し、その都度軌道修正しながら、進路実現に向け
理解させるとともに、面談等で生徒一人ひとりの実 て取り組んだ。特に秋以降の放課後課外への集中とマーク模試の得点の伸長
態に応じた個別指導を行う。
はよかった。

B

・今後も定期考査での課題提出はやめ、自分の学習状況を分析し、工
夫して取り組めるよう指導していく。
・授業態度や提出物等のよくない生徒について、教科担任とホーム担
任とで連携を取りながら指導していく。
・模試や定期考査などの成績不振の生徒には、引き続きホーム担任・
教科担任で面談し、日常の継続的な家庭学習の必要性を実感させて
いく。

B

・継続的に取り組む。
B
B

・全教員が生徒の学力を把握し、全体または個別の学習指導を
適切に行うことができる。
・模試の取組みについてもPＤＣAサイクルが確立されている。
☆S1の目標値
・７月進研模試の結果に基づき実態に応じた目標値を設定す
る。
☆S2の目標値
・１月進研模試の３教科の平均偏差値が５１以上。
☆S3の目標値
・センター試験５２０点以上（９００点満点）の生徒が２０名以上。
・センター試験を利用した国公立現役合格者（推薦Ⅱ、AOⅡ、一
般）２０名以上。

・S１は7月進研模試の結果をもとに実態に応じた目 ・模試分析により，生徒の実態を把握でき普段の授業や次回の模試等の指導
標を設定する。
に活かすことができた．
・拡大ステージ会に多くの教員が参加し、その後の ・11月→1月模試の結果
指導にいかす。
Ｓ１：目標４８ （３科）４６．７→４７．１
・模試対策、復習を教科に任せきりにせず、各ス
Ｓ２：目標５３ （３科）５０．７→４９．６
テージでバランスのとれた指導となるようにする。
（５科）４９．６→４９．０
・Ｓ３：センター試験520点以上は１７名。
推薦Ⅱ、ＡＯⅡ、前期試験で18名が合格している。

【S1】
・パイオニアホームとしての自覚を持ち、主体的な学習者として
ステージの核となっている。
・模試の意義を理解し、計画を立て準備、復習をすることができ
る。

【S1】
・「生活の軌跡」を有効活用し、個々の生徒の取組
みに対して振り返りを促し、改善を図る。
・拡大ステージ会により生徒の状況や問題点の共
通理解を図る。
・過去問などにより模試対策を行う。

・各教科で引き続き模試分析を行い、平時の授業が模試、入試に結び
つくようにする。

B

【S1】
・今後も模試に向けて意識付けを継続して行っていく。
B

【S2】
・基本的生活習慣の完成を目指し、セルフマネジメントができるよう日
常的な指導を徹底する。

【S3】
・継続的に取り組む。

＜ホームページ＞
・教職員への掲載呼びかけを引き続き行う（特定少数者のみの掲載に
ならないように留意）。

＜季刊倉西・倉吉西高通信＞
・季刊倉西：計画どおりに発行する。
・西高通信：引き続きＰＴＡ広報部会で内容・構成を検討する。
A

A

＜ミッタシステムの運用＞
・全保護者が登録し、漏れなく緊急連絡を行うことができる。

＜ミッタシステムの運用＞
〈ミッタシステムの運用〉
・未登録の保護者への登録呼びかけを行う（４月・７ ・登録切れの保護者への再登録、未登録の保護者への登録呼びかけを４月・７
Ａ
月・１２月の３回）。
月・１２月の３回行った。（登録率９７％：未登録者10名）

＜ミッタシステムの運用＞
・今後も保護者への登録呼びかけを年３回行う。

＜中学生体験入学・中学校での説明会＞
・中学生や保護者が倉吉西高の情報を持っている。
☆中学生体験入学の目標値
・参加者の満足度が90％以上。

＜中学生体験入学・中学校での説明会＞
<中学生体験入学・中学校での説明会>
・映像等を用い、倉吉西高の取組みを分かりやすく ・体験入学：参加者284名（うち保護者21名）、99％が「満足」と回答
伝えるよう代表生徒を指導する。
・説明会 ： 各中学校で３年生への説明会を開催（６月）
・体験入学は保護者にも参加を呼びかける。

＜体験入学・説明会＞
・次年度も同様に開催する。

（未登録者に登録依頼したことで、登録
者数が増加した）
＜中学生体験入学・中学校での高校説
明会＞
・体験入学では、２日間で370名以上が
参加し、「参考になった」の回答が99％
以上であった。

・授業研究会やアクティブラーニング研修会、またICT機器を使った授
業改善を来年度も継続して取り組んでいく。
・家庭学習時間の確保とその質の向上のために、学習時間調査の
データや考査結果などを生徒個人個人に示すように工夫する。

C

【S1】
・年間を通じ、パイオニアホーム一人当たり1日平均学習時間233分と主体的な
学習者としてステージをリードし、他ホームにも良い影響を与えている。
・フォーラムやオープンキャンパスで学びへの意識を高め、高い目標を持つとと B
もに、報告会で発表し、他のホームへも還元していく姿が見られた。
・11月、1月の模試に向けた学習時間は1日平均11月（185分）1月（182分）と意
識は高まっている。
【S2】
【S2】
【S2】
・自己管理を徹底し、先を見越して計画的にものごとを進め、学 ・各自が目指す姿を設定し、パイオニアホーム独自 ・生徒会活動や部活動において、リーダーとなる生徒が多く見られた。
習面・生活面ともにステージのリーダーとして集団を引っ張って の見学や体験をとおして視野を広げ、自分を高める ・学習習慣も定着しつつあり、主体的学習者となる生徒が増えてきている。
いく。
ための具体的な工夫をする。
・一方で、時間に追われて課題の目的が達成できない生徒や、学習方法の改
B
善や効率化が必要な生徒も少なからずいる。
・西京高校との交流会では、同じ年代の生徒から多くの刺激を受け、自分の目
指す人間像を再確認し、人間的成長が見られる生徒も増えている。
【S3】
【S3】
【S3】
【S３】
・活躍している生徒の紹介を行い、生徒を積極的に ・S３ではパイオニアとしての特別な活動はないが、生徒会活動において学園祭
・学校におけるパイオニアとしての自覚 ・学校におけるパイオニアとしての自覚を持ち、主体的に学習や ほめる。
B
など多くの場面で学校を牽引した。また、パイオニアホームだけでなく、他ホー
を持ち、主体的に学習や学校行事に取 学校行事に取り組んでいる。また、他ホームにもその輪が広
ムにもリーダー的に活躍できる生徒が育ってきた。
り組んでいる。
がっている。
【総務】
＜ホームページの運用＞
＜ホームページの運用＞
＜ホームページの運用＞
<ホームページの運用>
・更新件数は増加しているが、更新す ・生徒の活動や必要な情報が適宜、掲載され、見やすく、わかり ・項目の見直し・修正を可能な範囲で行う。
・更新件数 617件 （2/28現在：昨年同期189件）
る者が特定教職員に偏っている。（更 やすい画面になっている。
・学校行事・部活動の大会等の機会をとらえ、適
・アクセス数 212,735件 （2/28現在：昨年同期262,310件）
新件数：平成28年度160件→平成29年 ・担当した行事、部活動の様子を教職員が速やかに掲載する。 宜、担当教職員・部活動顧問への掲示呼びかけを
度 194件）
☆ホームページ更新件数の目標値
行う。
・アクセス数は増加している。
・230件（前年度２割増）
Ａ
（平成28年度約204,500件→平成29
年度約297,400件）
＜季刊倉西・倉吉西高通信の刊行＞ ＜季刊倉西・倉吉西高通信の刊行＞
＜季刊倉西・倉吉西高通信の刊行＞
<季刊倉西・倉吉西高通信の刊行>
・時期をずらして、それぞれ年４回ずつ ・保護者に学校並びにPTAの活動や方針等を適宜、伝える。
・年間計画を立て、『季刊倉西』では学校から保護 ・季刊倉西 ： 春号（５月）・夏号（９月）・秋号（11月）発行、冬号（２月）発行予定
刊行している。
者宛のメッセージを、『倉吉西高通信』ではPTA活動 ・西高通信 ： 174号・175号発行、176号（２月発行予定）・177号（３月発行予定）
の紹介と参加呼びかけを主とした紙面とする。

学校の魅
力、生徒
の活動状
況を積極
的に情報 ＜ミッタシステムの運用＞
発信する。 ・Ｓ２・３生保護者の登録率は９２％。

改善方策

Ａ：９割達成、Ｂ：８割達成、Ｃ：６割達成、Ｄ：４割達成、Ｅ：４割未満

Ａ

