平成２８年度

自己評価表【最終評価】

本校の学校方針

質の高い授業と親身な指導を通して、進路実現に必要な学力をつけるとともに、地域社会の多
様なニーズに応え、郷土に貢献する「知、徳、体、志」のバランスのとれた人材を育成する。

指導重点目標

①自己実現を可能にする学力の向上
②基本的生活習慣と社会的規範意識の確立
③安心且つ切磋琢磨できる人間関係の構築
④保護者・地域と連携した活気ある学校づくり

重点
目標

年
評価項目

①自己実現 高い志の育
を可能にす 成
る学力の向
上

評価の具体的項目

現状

学習習慣の
確立

国公立大学
に合格でき
る力をつけ
た生徒の増
加

目標達成のための方策

経過・達成状況

○目的意識と学ぶ意欲の向上 ○進路目標が明確でなく、学 ○学問に対する興味や意欲を高め、主体的に学ぶ姿勢を身に ・キャリア教育･総合的な学習の時間を進める部署を設け、そこを中心に
習に対する意欲に欠けている つける
企画･運営･実施を図る
生徒がいる
・読書活動・体験活動を充実させるよう関係機関との連携を図る
○自らの可能性を低く評価し
てしまい、チャレンジする姿
勢に欠ける傾向がある

○自ら課題を見つけその解決
に向けて積極的に行動する態
度の育成

質の高い授
業の実践

度
当
初
目標（年度末の目指す姿）

鳥取県立米子西高等学校

○目標達成に向けてチャレンジする態度・能力を育成する

最終評価
評価

・進路部内に担当部署を設け、主査・副査の分担で総合的な学習の
時間の運営に当たることができた
・体験的な活動として、２年生に夏季休業中に地域イベントへの参
加を勧め、多数の生徒が参加した。また、県が主催するボランティ
ア体験事業にも参加を図り、連携できた
・読書活動では今年度も１･２年生でビブリオバトルを実施し、学
年団･図書部と連携しながらコミュニケーション能力の育成を図っ
た

・2年生の「みらいチャレンジ活動」を活用し探究的な態度を育てる
・２年生のみらいチャレンジ活動を通じて、調査･研究した成果を
・1年生、3年生においても「みらいチャレンジ活動」に接続する取り組み 発表することができた
を構築する
・職員からは、課題・改善点（全体が秀逸な発表を聞く事ができて
いない、地域への還元ができていないなど）の指摘は多いものの、
目標とする力（自立する力・主体的に取り組む意欲）を付けられる
活動であるとの評価を得ている
・１年生における活動は２年生への準備段階として完成しつつある
が、３年における活動は、まとめとして改善の余地がある

○教員の授業力の向上を図
○生徒の授業への姿勢が受動 ○アンケートにおける生徒の達成感に関する肯定的な回答が
り、生徒が主体的に参加する 的である
70％以上を目指す
授業の創造
○授業改善に対する教員の意 ○アンケートにおける教師の指導力に関する肯定的な回答が
識に変化の兆しが見られる
80％以上を目指す
○生徒個々に応じた進路実現
に資する授業レベルの一層の
確保が必要である

・アクティブラーニングの職員研修の機会を設け、学校としての導入を推
し進める
・総合的な学習の時間の新たな活動も利用しながら、生徒の能動的な学習
態度の育成を図る
・学習科学セミナー参加者、エキスパート教員を中心に研究授業の実施に
努める
・ICTを活用した授業等を進める

○習熟度別クラス編成、習熟
度別授業のより効果的な展開

・予備校や先進校での研修を通じてより効果的な教育課程、授業内容を検 ・先進校視察により今後の教育活動の改善につなげた
討する
・生徒の習熟の度合いに合うように、習熟度別クラスごとに定期考
・習熟度に合わせた教材・授業内容・評価を検討をさらに進める
査の問題を一部異なるものにした
・評価においては教科内の連携を密にし、適正な評価ができた

○生徒の学力の分析を行い、分かる授業を展開する

・学校評価アンケートの結果、「自分の学力が向上している」と答
えた生徒が、1年生で４４％、２年生で４８％、３年生で５８％で
あり、目標に届かなかった
・学校評価アンケートの結果、「先生が質の高い授業をしている」
と答えた生徒が、全体で５０数％であった
・「みらいチャレンジ活動」やアクティブラーニング型授業により
徐々にではあるが生徒の能動的な学習態度が育ちつつある
・エキスパート教員や各種研究授業を中心にＩＣＴを活用した授業
が増えてきた

○高校での学習方法の理解と ○自分から進んで学習する態 ○家庭学習時間調査で次の目標を達成する
必要とされる家庭学習時間の 度が十分に備わっているとは
平日：
確保
いえない
1・2年生2時間以上、3年生3時間以上
○予習・復習をしている生徒
休日：
もいるが、効果的な学習方法
1・2年生4時間以上、3年生5時間以上
がわからない生徒もいる
○オリエンテーションを通しての学習習慣の確立と学習方法
○進路実現に向けた学習意欲 の理解を図る
の向上が必要である

・週末課題等を通して家庭学習の習慣を身につけさせる
・毎日、家庭学習時間調査をすることによって、家庭学習の定着を図る
・入学時の初期指導（国数英の学習の仕方の一斉指導）の一層の充実を図
る
・学習と部活動の「切り替え」と「集中」を図る

○休日や長期休業における学
習の充実

・夏季学習会の内容の見直しを行い、家庭学習の増加に繋がるようにす
る。
・冬期講習の上位者向け講座は1年生で参加者を増やすように呼びかけ、
能動的な学習態度を身につけさせる
・講習・学習会も利用しながら模試の事後指導ともリンクさせ、レベルの
高い問題に挑戦させる方策を考える

・夏季学習会はインターハイの時期とも重なったため１・２年生の
参加は減少したが、３年は増加した。また、学習意欲が継続するよ
うに指導できた
・冬期講習の上位者向け講座は昨年度より１年生の生参加者は増加
したが、２年生は参加者は減少した
・模試の事後指導については全員にデジタルサービス利用を義務づ
けた。さらに、「本格的に復習するには解説冊子利用」と進路だよ
りに記載し、意識を高めるよう促した

○主体的に進路を選択できる ○進路実現のために自主的に ○自立的な進路設計とその実現ができる生徒が増加する
能力の育成と戦略的な進路指 学習に取り組める生徒は少な ○進路指導部を中心とした進路指導組織の確立する
導組織の確立
い
○入学時点での学力差が広が
り、進路意識の多様化が進む
傾向にある
○組織的・系統的な進路指導
が不十分である

・キャリア教育講演会と進路講演会のそれぞれの目的を明確化し、有効に
結び付ける
・進路講演会の時期・内容を3年間を見通した視点で精査・計画して行く
・3年生進路調整会の各回の目的を明確にし、それに応じて内容を絞るこ
とで、生徒一人一人にとってより有益となる会議にする
・引き続き先進校視察、教員による大学訪問を実施し、進路指導に有効な
情報の収集・蓄積を図り、生徒への指導に活かす

・キャリア教育講演会は総合的な学習の時間に位置づけ、講演を通
じて育成したい力を明確化した
・進路講演会はホームルーム活動に位置づけ、受験学力の向上に焦
点を当てた内容にし、担任の指導に役立てた
・新規に２年生の進路講演会を設けた。内容は良かったが、設備や
実施方法・時期を検討する必要がある
・７月の進路調整会は、国公立大学推薦・ＡＯ入試に照準を絞った
会議にし、保護者懇談での進路相談に役立てられた。しかし、１
０･１２月の進路調整会は照準が絞りきれなかった

○模試結果の利用とセンター
試験を意識した指導

・担任・教科担任からの指導だけでなく、模試分析を基に進路だよりを発
行し、模試・受験への取り組み方を啓発していく
・英語の4技能を伸ばす方策を研究授業、研修等を利用し追及する
・校外模試、GTECについては来年度も目標設定を行い、委員会で目標達成
の方策を検討する

・１１月の校外模試の受験前後に「進路だより」を発行し、１・２
年生にそれぞれ必要だと思われる情報を盛り込んだ
・１・２年生の校外模試の結果について分析シートを作成し、各教
科で模試分析ができた
・１月進研記述模試で偏差値５０以上の生徒が１年生で１２０人、
２年生の国数英総合で９１人、５教科文系で７１人、５教科理系で
１６人であった。
・国公立大学の現役合格者数は、２月１０日現在２１名である。

○自ら進んで学習する機会を活用する生徒を増やす

○1月進研模試で偏差値50以上の生徒数が1年生で160人以
上、2年生で140以上を目指す
○国公立大学の現役合格者60人を目指す

評価基準

Ａ：十分達成（１００％）

Ｂ：概ね達成（８０％程度）

Ｃ：変化の兆し（６０％程度）

・期限内に課題を提出できなかった生徒対しては、放課後学校で課
題をさせるなど週末や長期休業中の課題の提出を徹底できた。一
方、課題に追われてその内容が薄くなったり体調を崩す生徒もいた
・各学年とも目標とする家庭学習時間には、２０～３０分程度届か
なかった
・２・３年生は引き続き毎日家庭学習時間調査を実施したことで、
家庭学習時間の定着ができた。また、学年推移を見ても減少はして
いない
・各階の電子ボードや黒板を利用して意識の啓発を図った
・１年の初期指導は、各教科パワーポイントを利用することにより
内容が充実した

Ｄ：まだ不十分（４０％程度）

Ｂ

Ｂ

改善方法
・主査・副査による事業運営はどちらか一方が出張･休暇等で
いない場合でも機能しており、今後も続ける
・今年度の総合的な学習の時間の内容変更は２年生の「みらい
チャレンジ活動」による探究的な学習が中心だった。来年度は
１年生･３年生の改善に向けて学年主任との連携を図る
・ビブリオバトルを継続するとともに、総合的な学習の時間の
調査・探究的な活動と関連付けて読書活動を推進する

・２年生における活動の改善が急務であり、改善を促す意味で
も職員に対するアンケートや生徒同士の評価アンケートの結果
を踏まえ、来年度に繋がるカリキュラム開発につなげる
・２年生における活動の改善に伴い、１年生での準備段階を充
実させる。特に、話し合い活動を活発にするため、１年生でコ
ミュニケーショントレーニングを来年度は取り入れる
・「みらいチャレンジ活動」は、来年度は外部施設を使用して
発表会を行い、保護者・地域にも公開する

・来年度は全教科、全教員でアクティブラーニングに取り組
み、一層の授業力向上を図る
・「みらいチャレンジ活動」と各教科でのアクティブラーニン
グ型授業により、生徒の一層の能動的な授業態度を育成する
・ｉＰａｄを中心としたＩＣＴの活用をさらに広げる

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｃ

Ｅ：目標・方策の見直し（３０％以下）

・来年度以降も学校課題に対応した先進校視察を通じて、本校
に利用・導入できるものは積極的に取り入れていく
・今後も、生徒の習熟の度合いに合った授業・考査・評価を工
夫する
・課題の内容や量を精査しながら学力および学習意欲の一層の
向上につながる課題に取り組ませる
・進路講演会や個人面談等を通じて、日々の学習の大切さを生
徒に理解させ、継続的に指導を行う
・生徒の能動的な学習につながるよう初期指導の充実および日
常の継続的な指導を行う
・１年生の初期指導は今年度の取り組みを基にし、一層の充実
を図る

・来年度の夏季学習会では、事前に生徒に計画をきちんと立て
させ、より明確な意識をもって学習会に当たれるようにしてい
く
・部活動との両立の一助になるよう各部活動との連携を図る
・模試の復習について細かい手順を指導しなければならない状
況が見られる。デジタルサービスのより有効的な活用方法や指
導方法について学力向上委員会等で検討する

・目標が達成されている部分は来年度の重点目標からははずし
て、力点を達成状況が不十分な部分に移す
・来年度から３年生の進路講演会は予備校から講師を招いて実
施する等内容を変更する
・１０月と１２月の進路調整会のあり方について３年学年団の
意見を踏まえて、個人懇談や三者懇談で志望校決定の具体的な
資料が提供できるようにする

・１・２年生の予備登録・本登録の時期や３年生の総体後な
ど、回数は少なくても進路を考えるべき時期に「進路だより」
を通じて必要な情報を発信し、意識を高めさせる
・来年度も模試等で数値目標を設定し、その実現に向けて委員
会で検討を行う
・今年度実施した模試分析を活用し、授業内容の改善と課題の
工夫に繋げる

重点
目標

年
評価項目

②基本的生 基本的生活
活習慣と社 習慣の確立
会的規範意
識の確立

評価の具体的項目
○健全な心身の育成

③安心且つ 健全な高校
切磋琢磨で 生活の充実
きる人間関
係の構築

望ましい人
間関係の構
築

④保護者・ 学校教育活
地域と連携 動の積極的
した活力あ な公開
る学校づく
り

地域や関係
機関との連
携を深める
こと

度
当
初
目標（年度末の目指す姿）

○懲戒の対象となるような問 ○年間の問題行動発生件数0を目指す
題行動はほとんどない
○遅刻する生徒が激減した

○学力向上につながる生活リ
ズムの確立

社会的規範
意識の育成

現状

目標達成のための方策

経過・達成状況

最終評価
評価

・朝の立ち番指導、服装指導、交通指導等現在の指導方針を維持して、継 ・７月以降、若干の問題行動があり指導を行った。
続して指導を行う
・学年集会等を通して繰り返し注意喚起を行ってきたが、２・３年
生に気持ちの緩みが出てきていたようである
・昨年の指導件数が１件だったのに比べればやや増加しているが、
生徒全体としては概ね落ち着いた学校生活であった

○さらに年間遅刻者数の前年比10％減を目指す

・朝の立ち番指導、服装指導、交通指導等現在の指導方針を維持して、継 ・服装については稀にスカート丈がやや短い生徒があり注意を行っ
続して指導を行う
たが、概ね良好であった
・遅刻は昨年よりやや増加したが、時間を守ろうとする意識は育っ
ているように感じられる

○社会の一員としての自覚の ○自転車マナーの悪さに関す ○地域からの信頼が向上する
喚起
る苦情は少ないが、並進や右 ○環境を意識した生活を送る
側通行をする生徒が見られる
○ＴＥＡＳの活動について
は、ゴミの排出量、電力使用
量、水道使用量とも現在のと
ころ今年度の取り組み目標を
ほぼ達成できている
○部活と学習の両立ができる ○定期考査前の部活禁止期間 ○部活動と学習の切り替えがきちんとできる
生徒の育成
も以前より徹底できるように
はなってきている
○部室の一斉清掃や部室の鍵
の管理など部長･マネー
ジャー会議が機能している
○生徒会活動全般において、
○部活動・生徒会活動の活性 生徒会執行部が主体的に活動 ○部長や生徒会執行部を中心とした活動ができる
化
している

・交通安全週間での通学指導をより徹底するとともに、クラスや校内に自
転車運転の危険性を訴える掲示物を増やす
・生徒会と協力して、生徒の立場から自転車運転マナーの向上を呼びかけ
る取り組みを行う
・TEASに関しては、今年度の目標を達成する努力を継続していくととも
に、生徒の環境意識を高める取り組みをしていく

・自転車での通学指導については街頭指導を強化し、自転車での通
学停止を含めた強い指導を行った
・自転車の運転マナーはやや改善し、近隣住民からの苦情も減りつ
つある

・定期考査1週間前の部活禁止期間に大会前で練習を行う場合の手続きに ・定期考査1週間前の部活禁止期間の部室の鍵の管理について、今
ついての連絡を徹底し、部活と学習の両立を図ろうとする意識の一層の向 年度中盤より部室の鍵ボックスを原則施錠し、大会前等の理由で活
上を図る
動の申請が出ている部のみ鍵を渡すように運用を変更した
・定期考査前の部活動のルールについては概ね守られていた

・生徒会執行部の主体性を最大限尊重し、学校行事を生徒が主体的にかか
わる充実したものにする
・部長・マネージャー会議を通じて、諸規則の徹底や部室一斉清掃等、生
徒自らが管理できるように指導する

・学校祭をはじめとする学校行事、代議員会、部長・マネージャー
会議等の諸会議を全て執行部の生徒たちが自主的に運営するように
なった
・担当教員は、行事や会議の詳細についての確認や、生徒ではでき
ない校内での日程の調整と教職員への連絡等を行った

○自己の個性の理解と他者の ○コミュニケーションが苦手 ○自分を含め一人ひとりが大切な存在と認識できる
個性の尊重
な生徒や不適応の生徒の増加 ○良好な人間関係およびコミュニケーションができる
○自尊感情の育成
傾向に対し、定期ケース会
議、学年別情報交換会、1・2
年生についてはＱＵ結果検討
会を行っている
○教科情報（1年次）を中心
に情報リテラシーを指導して
○社会貢献活動への積極的な いるが、SNS等でトラブルが ○各種ボランティアへの参加者が増加する
おこることがある
参加
○社会貢献活動に学校全体と
して参加できていない

・学年別情報交換会の実施時期の検討を含めた連携方法の一層の工夫を行 ・教育相談担当の学年会への参加により、生徒情報の収集がしやす
う
くなった
・SNS等も含めた情報リテラシー教育の一層の充実を図る
・定期ケース会議を月に１度のペースで行い有効であった
・合格者登校日に情報リテラシーに関する講演会を行った

○PTA活動の一層の充実
○PTA大学訪問研修や交通安 ○PTA活動への参加者が増加する
○学校と保護者の連帯の強化 全街頭指導にも保護者の積極 ○学校の取組を理解する保護者が増加する
的な参加がある
○ホームページを利用しての
情報発信もタイムリーに行っ
ている

・ホームページ、PTA広報紙で生徒の活動内容を広く保護者に伝えること ・PTA広報紙での発信は概ねできた
で、PTAの取り組みを魅力的に発信する
・ホームページの発信も積極的にできたが、緊急連絡対応において
・学校アンケートの内容を見直し、より結果が有効活用できるようにする 適切に対処できない点があった
・PTA活動の参加者は概ね例年並みであったが、PTA総会の参加者は
若干増加した

○公開授業や人権公開LHRの
充実

・保護者への案内文書やPTA広報紙での発信に加え、ホームページの更な
る活用や地域への発信も行う
・案内を出す関係機関を拡げる方向で見直す

○保護者、関係機関、地域からの参加者の増加する

○中高連携事業の一層の充実 ○芸術科を中心とした中高連 ○各取組への参加者、来場者が増加する
○文化部総合芸術祭「翠燦
携事業は年々参加者が増加
く」の一層の充実
し、内容も充実したものと
なっている
○高大連携は不十分である
○高大連携の強化と生徒の変
容

・総合的な学習の時間にも連動させながら、ボランティアへの参加を一層
進める
・地域での清掃活動等、学校全体で取り組む社会貢献活動を年間計画に位
置付ける

・ボランティアに参加する生徒が増えつつある
・ＪＲＣと生徒会が共同で被災地に向けた募金活動を計画した
・地域での清掃活動について今年度から清掃範囲を広げ、コンベン
ションセンター付近までの清掃活動を行った

Ｂ

Ｂ

Ａ：十分達成（１００％）

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）

・引き続き毎朝の昇降口指導を行い、遅刻者ができる限り減る
よう務める
・精神的な問題を抱えている生徒については、生徒支援部との
連携を行う
・入院を伴うような自転車通学時の事故も発生しており、自転
車通学者への指導を強化する
・街頭指導の回数を増やすとともに、安全運転教室等の開催も
検討する

Ｂ

Ａ

Ａ

・生徒会執行部の生徒たちが、自分たちの仕事や年間の生徒会
行事をスムーズに進行している現在の状況を維持する
・上級生が下級生に仕事内容を指導する体制も作れており、1
年生も積極的に活動に参加している。この状態を大切にし、一
層の生徒会活動の活発化を図る
・学期毎の職員会議において生徒の状況報告を行い、職員間の
情報共有をさらに深める
・情報リテラシーに関する講演会は、生徒・保護者が同じ内容
の話を聞くことができる数少ない機会であり、来年度の入学予
定者に対しても継続する
・教科「情報」だけでなく、ｉＰａｄを用いた授業においても
情報リテラシーについて積極的に取り上げる

Ｃ

・来年度も総合的な学習の時間や校内のＨＲ活動と連動させな
がら、より一層のボランティア活動の活性化に取り組む
・地域での清掃活動を通して、生徒にも地域に関心を持たせる
一助とする

Ｃ

・緊急時は、ホームページでもタイムリーな情報発信を行う
・教育活動の発信についても、担当者が校務委員会で確認する
・公開授業や「翠燦く」等の公開できる行事に関しては、地域
の小中学校等にも案内を行う

・例年発行のPTA人権広報誌により、生徒・保護者への内容の
周知とともに人権意識の啓発を図る

Ｂ

Ｂ

・今年度から大学訪問を希望者として募り、鳥取大学・島根大学・
鳥取環境大学で募集したが、環境大学は定員に達せず派遣をあきら
めた
・鳥取大学および島根大学には合計７５名の参加者があった
・「みらいチャレンジ活動」では職員への意識啓発、生徒自身の活
動の評価を行い、来年度への改善点を明確に示すことができた

Ｂ

評価基準

・２・３年生への働きかけを強化し、学年集会、終業式等で強
く注意喚起する
・教室掲示用の「生徒部からの注意」を学期ごとに作成し、問
題行動の発生防止に努める

・来年度以降も引き続き定期考査前の部室の鍵の受け渡しにつ
いては、活動申請を確認したうえで行うようにする

・講演会、公開LHRは学年毎に講師選定し、講演内容が生徒の心に
深く響くことに重点を置き実施した

・中学校との連携を図り、内容について早めに検討を行う
・中高連携事業は大幅に参加者が増え、定着の兆しが見えてきた
・文化部総合芸術祭「翠燦く」は１０回目の節目でもあり、一層の内容の ・「翠燦く」は１０回目を迎え、過去の取り組みを集約する企画等
充実を図る
内容充実を図り準備中である

○各大学訪問の参加者の予定人数が確保できる
・キャンパス訪問は積極的に全学年から希望者を募る
○アドバイザーの指導により「みらいチャレンジ活動」の改 ・個人的にオープンキャンパスに参加させるように積極的に情報を生徒に
善ができる
提供する
・「みらいチャレンジ活動」に島根大学よりアドバイザーを招聘し、より
充実した活動となるように改善する

Ｂ

改善方法

Ｅ：目標・方策の見直し（３０％以下）

・中高連携事業の参加者が増えるような内容について中学校と
連携し検討する
・「翠燦く」は、今年度は学校行事として学校全体での取り組
みであり、多面的な感想を取りまとめ今後に生かすよう検討す
る
・本校として進学させたい学校でもあり、この３校については
引き続き募集を行う
・オープンキャンバスで用意されているものだけでなく、本校
の卒業生に来てもらって話をしてもらうなどの内容を考える
・「みらいチャレンジ活動」はアドバイザーを迎えることがで
き、外部専門家から見た活動への評価が明確に示されて改善が
進んでいる。新鮮な視点での指摘は今後も必要であり続けて行
く
・１年生に対しては、来年度から外部講師による「コミュニ
ケーショントレーニング」を導入する

