平成３０年度

学校経営計画に対する最終評価報告書（平成３１年３月）

重点目標

1

具体的取組

より高い目標に挑戦する ① ホーム担任等との面談を繰 担任との個人面談や進路ガイダンスによ
生徒を育成するととも
り返し、生徒が将来を見据 り、志望する進路先を明確にすることが
に、その目標実現のため
えてより高い進路目標を設 できた生徒の割合が
に生徒一人ひとりに応じ
定できるようにするととも
Ａ：90%以上
たきめ細かな進路指導を
に、生徒の進路実現に向け
Ｂ：80%以上
行う。
て、全教職員でサポートす
Ｃ：70%以上
る体制を整える。
Ｄ：70%未満
３年生で第一志望の上級学校または事業
所に合格した生徒および第一志望の国公
立大学に最後まで挑戦した生徒の割合が
Ａ：90％以上
Ｂ：80％以上
Ｃ：70％以上
Ｄ：70％未満

2

3

4

4

教職員自らが資質向上に ① 家庭学習時間調査の結果を １日平均２時間以上、家庭で学習してい
励み、不断の授業改善に
生徒に振り返らせ、面談に る生徒の割合が
より生徒の学習意欲を高
生かすことで、自ら見通し
Ａ：70%以上
め自ら進んで学ぶ態度を
を持って家庭学習に取り組
Ｂ：60%以上
育成する。
む態度を育て、学習習慣の
Ｃ：50%以上
確立を図る。
Ｄ：50%未満

教職員が自らの勤務状況
を見直し、業務改善を図
ることにより、教材研
究・授業準備や生徒と向
き合う時間を十分に確保
する。

石川県立金沢伏見高等学校

達成度判断基準

② 不断の授業改善の実現に向 （生徒）本校の教員は、生徒が主体的に
けて、異年齢・異教科のメ 学習できる授業を行っていると回答する
ンバーで構成したグループ 生徒の割合が
研修を実施することにより
Ａ：80%以上 Ｂ：70%以上
教員の資質を向上させ、生
Ｃ：60%以上 Ｄ：60%未満
徒の学習意欲向上を図る。
（教員）生徒の学びが主体的・対話的で
深いものとなるような授業手法を取り入
れていると回答する教員の割合が
Ａ：80%以上 Ｂ：70%以上
Ｃ：60%以上 Ｄ：60%未満
① 教職員が担当業務に応じて （全教員）業務の効率化やタイムマネジ
タイムマネジメントの意識 メントの意識が高まったと考える教員の
を高め、分掌業務の効率化 割合が、
を図ることにより、勤務時
Ａ：80%以上 Ｂ：70%以上
間外の分掌業務を削減す
Ｃ：60%以上 Ｄ：60%未満
る。
（各課・学年主任）主任を務める校務分
掌において、業務の割り振りや効率化を
図ることについて、
Ａ：積極的に取り組んでいる。
Ｂ：取り組んでいる。
Ｃ：あまり取り組んでいない。
Ｄ：取り組んでいない。

あらゆる教育活動を通し ① 基本的生活習慣の確立を図 遅刻の延べ人数が29年度と比較して
て、規律ある学校生活を
るため、遅刻を防止し、時
Ａ：20%未満
送り、誠実で品位ある心
間を守る指導を徹底する。
Ｂ：30%未満
豊かな生徒を育成する。
Ｃ：40%未満
Ｄ：40%以上

集計結果

１２月学校評価（生徒）
達成度
１年 ７０％
２年 ７６％
３年 ８４％
全体 ７７％

Ｃ

達成度 Ｄ
・第一志望の上級学校に合格

（

68.1

）％

・第一志望の事業所に合格

（

61.1

）％

・第一志望の国公立大学に挑戦

（

45.9

）％

達成度 Ｃ
１中
１末
２中
１年 35.2% 38.3%
２年 56.0% 45.7%
３年 81.0% 79.6%
全体 57.2% 54.6%
１２月授業評価
７７％ 達成度

43.4%
57.0%
65.9%
55.4%

学年末

42.7%
65.4%
66.3%
58.0%

34.1%
69.8%
－
51.6%

１２月学校評価（教員）
６１％ 達成度 Ｃ

達成度

Ｂ

9人中7人
７８％

遅刻の述べ人数は、前年度と比較して
６７％

達成度

③ いじめ防止に関する講話や
教員対象の研修会などによ
り、生徒・教員ともにいじ
めに関する認識の向上を図
り、いじめの起こらない雰
囲気をつくる。

本校の「いじめ防止基本方針」に基づい
て、いじめやネットトラブルの未然防止
に学校全体で組織的に取り組んでいると
回答する教職員の割合が
Ａ：100％
Ｂ：90％以上
Ｃ：80％以上
Ｄ：80％未満

１２月学校評価（教員）

あらゆる教育活動を通し ④ 学校生活の中で、環境保全 ゴミの分別、教室やトイレの消灯、校内
て、規律ある学校生活を
に対する生徒の意識を高
の環境保全活動に積極的に取り組んでい
送り、誠実で品位ある心
め、実践する。
る生徒の割合が
豊かな生徒を育成する。
Ａ：85％以上
Ｂ：80％以上
Ｃ：75％以上
Ｄ：75％未満

１２月学校評価（生徒）
達成度
１年 ９１％
２年 ８９％
３年 ９１％
全体 ９０％

９６％

Ｄ

Ｃ，Ｄの場合、次年度の取
組を再検討する。

左の数値は、定期考査１週間前の期間において２時間以上の家庭学習を行っている生徒の割合を記載してある。５回の定期考査前の学年間での比較では、１ Ｃ，Ｄの場合、学習指導の 教務課
各学年
年生の学習時間が常に少ないことがわかる。一方で、同じ学年における５回の数値の変化に注目すると、２年生は学年末考査に向けて着実な数値の伸びが見 あり方を再検討する。
各教科
られるが、３年生は最初の１学期中間考査がピークであとは下降の一途をたどった。考査期間中の同様の数値は、学校全体の平均で74.6％→66.5％→80.7％
→72.8％→66.8%とＡまたはＢの達成基準であるが、考査直前の「一夜漬け」の結果であると言え、計画的かつ継続的な学習習慣の確立という観点からは大き
な課題である。今後は、普段の授業における宿題の出し方や、生徒が常日頃から学習に取り組むことにつながる授業の在り方について、教科内や学年におい
て議論を行い、次年度に向けて改善を図りたい。
Ｃ，Ｄの場合、授業改善の
状況、指導法を再検討す
る。

教務課
各教科

Ａ

達成度

Ｃ，Ｄの場合、遅刻が常態
化している生徒に対して、
保護者及び外部機関等と協
力して改善策を検討する。

生徒課
各学年

1月に実施したいじめアンケートにおいて、「現在いじめを受けている」と訴える生徒はいなかった。今後もアンテナを高くしていじめの芽を摘んでいかなけ Ｃ，Ｄの場合、改善策を検 生徒課
保健相談
ればならない。また今回、生徒から「いじめを目撃した」という情報が数件あったことは、生徒自身にいじめを許さないという意識が浸透してきた現れであ 討する。
課
る。いじめを許さないという強い気持ちを職員および生徒全員が持つことにより、学校からいじめが無くなるであろう。そのために、今後も「いじめ防止に
各学年
関する講話」を始めとする学習を継続していかなければならない。

Ｂ

達成度 Ｃ
１０月部活動加入率
運動部
文化部
１年（ 54.3% ）（ 36.1% ）（
２年（ 43.1% ）（ 23.0% ）（
全体 ( 48.8% ) ( 29.7% ）（

1学期は順調に遅刻者数が減り、昨年度1学期と比較すると26％減少した。しかし9月に入り遅刻者が一気に増加し、昨年度9月の遅刻者数の1.32倍になってし
まった。ここ数年夏休み明けのひと月当たりの遅刻者数が、1学期の2倍から4倍に増加するという本校の良くない傾向が現れた。そこで、急遽10月上旬に『遅
刻ゼロキャンペーン』を実施し、時間を守り遅刻をしないという意識づけを行った。その成果もあり、10月から12月までの3か月間は昨年度の同時期と比較す
ると33％の減少となり、1学期を上回る減少となった。また、1月は、昨年度327名だった遅刻が131名となり60％減少する結果となった。今年度は達成目標に
至らなかったが、生活習慣を改めるには時間が必要だと考えている。また根気強い指導が必要であり、来年度も今年度の取組を継続していきたい。

自ら進んで挨拶できる生徒の割合が84％になり、目標を達成できた。しかし7月の中間評価は85％であり今回は1％減という結果になった。本来はこの数値が Ｃ，Ｄの場合、改善策を検 生徒課
教務課
上昇を続け、全校生徒が自発的な挨拶をできるようにならなければならない。中でも社会生活が間近に迫っている3年生の数値が、中間評価時と比較し3ポイ 討する。
各部活動
ントも減少している点はすぐにでも改善しなければならない．3年生は在籍期間も残りわずかとなったが、社会生活におけるあいさつの重要性を伝えていきた
い。また1.2年生においても、継続して指導を行いまずは90％をを目指したい。

Ｂ

達成度

７１％

９月の進路希望調査の志望校に対し、第一志望の上級学校に進学した割合は68.1％であった。第２志望の学校に合格した者を含めると84％となる。県内の私
大・短大・専門学校に推薦・ＡＯで受験した生徒は、ほぼ希望通り合格しているが、一般で受験した生徒の中に第一志望に届かない生徒が多くみられた。ま
た、県外の中堅私大に挑戦した生徒も苦戦した。国公立大学の受験について、最後まで挑戦した生徒の割合は45.9％であった。推薦入試を含めると希望者の
81.1％が国公立大学に挑戦した。推薦を希望する生徒の多くが５教科揃って学力を伸ばすことが出来ず、推薦不合格後、センター試験の得点が芳しくなく出
願自体をあきらめてしまうケースも見られた。推薦入試に挑戦する生徒には、公立大学や中堅私大への進学を視野に入れて指導していく必要がある。
就職に関しては、初めから学校紹介で希望した生徒は全員第１希望の事業所に決定し、公務員は厳しい状況で、自衛隊に１名合格のみであった。公務員志望
者にはより早期から指導を行い、公務員試験に対応できる力を育成する必要がある。

主担当
進路指導
課
各学年

各課・学年主任計9人の回答は、A3人、B4人、C2人であった。各主任はこの1年、教員間の共通理解と情報共有を早めにかつ丁寧に行うことや他課・学年との Ａ，Ｂが80％未満の場合、
連携を強化することにより、業務日程及び作業工程が円滑に進むことを実感したようである。執務室のレイアウト見直し、保存期間が過ぎた不要文書の廃棄 次年度の取組を再検討す
る。
など、主任のリーダーシップにより業務効率が向上した分掌も多い。一方、課員が少ない分掌では、業務が集中する時期に難しい対応を迫られ苦慮している
様子も見られた。次年度は、ICTの活用を研究し、より一層、業務量の縮減と効率化に取り組みたい。また、主任層のタイムマネジメント意識の高まりを他の
教員の意識高揚にも繋げていきたい。

１２月学校評価（教員）
Ａ＋Ｂ

Ｃ，Ｄの場合、面談内容や
時期、および面談回数等、
生徒への情報提供のあり方
や意識づけ方法を検討す
る。

タイムマネジメントの意識が高まったと回答した教員は、前期比6ポイント増の75%であった。今年度4月～1月までの本校教員の時間外勤務は月平均48.8時間 Ｃ，Ｄの場合、次年度の取 副校長
各課・学
であり、昨年度の同期間と比較すると5.7時間短くなっている。また、時間外勤務が月80時間を超える教員は、1ｶ月平均5.5人で、昨年度より2.9人減少してい 組を再検討する。
年主任
る。最終退校時刻の遵守や定時退校日の実施が定着したことにより、時間外勤務の縮減が進んだものと思われる。一方、業務量そのものは減少していないと
考えている教員は少なくない。「働き方改革」を推進させる中で、より限定された時間内に業務を行うことが求められ、むしろ多忙感が進んでいるとの声も
ある。次年度は、「校務分掌」業務による時間外勤務の縮減を進めていきたい。学校全体でタイムマネジメントに取り組む環境作りを推進させる。

１２月学校評価（教員）
７５％

当初示した判定基準

担任が生徒と面談する際にWeb版のFineSystemやCompassを利用して、校外模試の成績やスタディーサポートの結果を十分に活用できるよう進路指導課として
の支援を強化したい。また、進路に関する情報の収集により主体的に取り組ませるため、校外で開催される進路ガイダンス等に参加させたい。これまでも、
校外で行われている進路ガイダンスの案内は、随時クラス掲示により参加を呼び掛けているが、部活動等で参加できない生徒が多い。進路ガイダンスが多く
開催される時期（６月・９月）などに進学に関するイベントへの参加を促す期間を設定することも考えていきたい。

生徒による授業アンケートの結果では、７７％の生徒が主体的に学習できていると答えている。これに対して、教職員によるアンケートでは、生徒が主体的
に授業に参加する手法を取り入れていると答えた教職員が６１％であった。中間評価時点からの比較では、生徒が７６％から７７％に微増、教職員が５７％
から６１％へと増加したが、生徒側と教職員側それぞれの「生徒が主体的に授業に参加する」ことに対するとらえ方の差が出ている結果は中間報告の時点と
変化はない。生徒側は「主体的」であると言っているが、教職員側は生徒が「主体的」に活動できている授業に至っていないという厳しめの判断がなされて
いる状況が続いている。この教職員側の数値の低さは授業改善に対する意欲の表れとみることもできる。次年度は、より多くの授業で自分の授業に満足でき
るよう、授業改善のための研修に関して、現在行っている異年齢・異教科の構成メンバーによるグループ研修に加えて、外部講師の招聘も視野に入れて計画
していきたい。

１２月学校評価（生徒）
達成度
１年 ８４％
２年 ８５％
３年 ８２％
全体 ８４％

学習と部活動が両立できていると考えて
いる生徒の割合が加入者の
Ａ：90％以上
Ｂ：80％以上
Ｃ：70％以上
Ｄ：70％未満

２末

Ｂ

② 自発的な挨拶、正しい言葉 自ら進んで挨拶できる生徒の割合が
遣いなどを身につけ品位の
Ａ：90％以上
ある人間性を養う。
Ｂ：80％以上
Ｃ：70％以上
Ｄ：70％未満

⑤ 部活動の加入率を高めて、 部活動に登録した生徒の延べ人数が全生
学校全体の活性化を図る。 徒の
また、生徒のバランスのと
Ａ：90％以上
れた生活や成長に配慮しな
Ｂ：85％以上
がら、部活動が適切に行わ
Ｃ：80％以上
れているか検証する。
Ｄ：80％未満

分析（成果と課題）及び次年度の扱い（改善策等）

計
96.4% ）重複含
68.8% ）重複含
82.9% ） (%)

Ｃ

生徒の自己評価の高さからすると、教室のゴミの分別がもっと徹底されているはずである。この自己評価の結果を少し割り引いて見る必要がある。一部のク
ラスではゴミ箱の分別がなされておらず、それを気にしないクラスの雰囲気や生徒と担任の意識を変えなければいけない。今後は、もっと美化委員を活用し
て定期的にゴミ箱チェックをしたり、わかりやすい分別方法を示したりして、生徒の評価と実際の状況を一致させていくようにしたい。節電についても同様
の方法で進めていきたい。

Ｃ，Ｄの場合、改善策を検
討する。

保健相談
課
生徒課
各学年

入学時の新入生歓迎企画や部活動紹介での好印象により、１年生の加入率は高いままであるのに対し、２年生の加入率が如実に低くなっている。その大半が
文化部の女子の未登録であった。生徒課および学年団から、先輩として「教える側」に立つことの大切さ、部活動を続けるのが有意義なことであることなど
の話をしたり、また、年度途中に部活動加入促進期間を設定して加入を促すなどの方策に取り組みたい。

Ｃ，Ｄの場合、各部活動の
活動内容・記録等を周知す
るとともに高校生活を通し
て部活動を続ける意義を実
感させる取り組みを再検討
する。

生徒課
各学年
各部活動

学習と部活動との両立ができていない生徒の多くは、「勉強する時間が無い」「疲れて眠い」ことなどによる学習成績の不振を理由としてあげている。部活
動に熱中するあまり、学習とのバランスが崩れ、どう両立させていけばよいのか分からなくなってしまっている。部の顧問が「第二の担任」として、両立さ
せるための方策（例えば、活動休止設定日の過ごし方や運動後の疲れを翌日に残さないクールダウンの徹底など）について日常的に話をすることが必要であ
る。

Ｃ，Ｄの場合、学習と両立
できるよう、各部活動の活
動時間や内容等を検討す
る。

平成３０年度
重点目標
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学校経営計画に対する最終評価報告書（平成３１年３月）
具体的取組

達成度判断基準

学校の魅力を積極的に発 ① ボランティア活動後の振り 「ボランティア活動に参加したいと思
信し、保護者や地域から
返りを充実させ、自己の成 う」生徒が全生徒の
信頼される学校づくりを
長を実感させることで、ボ
Ａ：90％以上
目指す。
ランティア活動に積極的に
Ｂ：80％以上
参加する意識を一層高め
Ｃ：70％以上
る。
Ｄ：70％未満
② 学校ホームページをより閲 学校ホームページによって、本校の教育
覧しやすいように工夫し、 活動についてよく知ることができると回
保護者や地域、中学生やそ 答した保護者の割合が
の保護者等への情報提供を
Ａ：90%以上
一層充実させる。緊急連絡
Ｂ：80%以上
についても、ホームページ
Ｃ：70%以上
で発信できるようにする。
Ｄ：70%未満

石川県立金沢伏見高等学校
集計結果

１２月学校評価（生徒）
達成度
１年 ５５％
２年 ６０％
３年 ６４％
全体 ６０％

Ｄ

１２月学校評価（保護者）
・ホームページにアクセスしたことがある。
→６４％
・この内、本校の教育活動についてよく知ること
ができると回答
→８３％
達成度 Ｂ

分析（成果と課題）及び次年度の扱い（改善策等）

当初示した判定基準

主担当

天候不良のため実施できなかった活動もあった。今年度は、部活動に所属していない生徒が有志でボランティアに参加するなど、生徒の志が少し広がったこ
とが一つの成果である。部活動が中心となって実施されるボランティア活動はこれまで通り盛んであり、各部においても好評で多くの部員が楽しみにしてい
る。その多くは演奏会や大会スタッフといった、目の前に相手がいるボランティア活動である。今後、そのような目の前に相手がいて、実際に人と接してふ
れあいの中で嬉しさを実感することのできる活動に参加できる機会を増やしていきたい。

Ｃ，Ｄの場合、活動計画の
周知を徹底するとともに、
活動の意義を実感させる取
組を再検討する。

生徒課
各学年
各部活動

関係行事や年間・月間行事計画などの情報について絶えず更新を行い、発信を行った。閲覧の見やすさと内容の簡潔な記述に重点を置き、閲覧者の便宜を
図ってきた。また、本校を志望する中学生にも学校の内容がわかるよう配慮している。今回の評価では、保護者に関しては、「本校の教育活動が理解でき
る」は８３％と一定の評価はできる。ホームページにアクセスしたことのある保護者の割合が６４％であることを考慮すると残り３６％の保護者にはホーム
ページの閲覧を促す方法の検討が必要である。本校ホームページはパソコンのみならず、スマートフォンなど携帯電話にも対応していることから、多くの保
護者に手軽に利用してもらい、学校からの配付物と合わせ、生徒の動向を理解してもらいたい。今後は、校内の各担当と連携し、情報の即時掲載とコンテン
ツの充実を図りながら、生徒・保護者ともに活用の機会を増やせるよう努めたい。また県の内外を問わず、本校の良さを発信していきたい。

Ｃ，Ｄの場合、提供する情
報の内容等について再検討
する。

副校長
総務課
図書・情
報課

重点目標１について
1.大学等の受験を意識し始める時期が遅いのではないか。進路指導において、担任との面談以外の他の仕掛けが何か必要ではないか。普通科高校においてインターンシップを２年生の全員参加としていることは高く評価したい。
重点目標２について
2.家庭学習２時間以上という数値目標に拘る必要はないのではないか。面談を通して、将来の進路を明確にさせることで学習時間は自ずから増えていくのではないか。
学校関係者評価委員会の評価

重点目標３について
3.時間外勤務が縮減された一方で、業務が減ったことを実感している教職員が少ないとのことだが、思い切って止めてしまう業務はないのか、取捨選択を図るべきである。
重点目標４について
4.自ら進んで挨拶できる生徒が増えていることを評価したい。遅刻防止には学校と家庭との協力が不可欠であり、保護者への働きかけを強化してはどうか。SNSによるいじめが起きないよう、生徒への指導に留意してほしい。
重点目標５について
5.１年間の教育活動を「研究紀要」としてまとめているのは良いことであり、この中にこそ伏見高校が今後目指すべき教育のヒントがある。
1.個々の生徒が自らの志望進路を早期に明確なものにし、授業・家庭学習に対してより積極的に取り組めるよう、特に低学年次におけるホーム担任との面談指導について強化する。面談内容を充実させるため、的確な面談の進め方に関する教職員研修を実施する。また、保護者向け進
路説明会の開催など、進路情報を提供する機会を増やす。
2.授業改善について、過去２ｶ年実施した異年齢・異教科の構成メンバーによるOJT研修に加えて、次年度は外部講師を招聘しての研修を実施する。

上記評価に対する今後の取り組み

3.業務改善について、ICTの活用を研究し業務量の縮減と効率化に取り組み、特に校務分掌業務による時間外勤務の縮減を進める。また、主任層のタイムマネジメントに対する意識の高まりを全教職員の意識高揚にも繋げていく。
4.生徒・教職員・保護者の総てを対象に、いじめ防止に関する学習を継続的に実施し、いじめを絶対に許さない学校づくりに努める。
5.ボランティア活動の他、防犯、自然災害発生時の対応・協力においても地域との連携を継続・強化する。学校ホームページでの本校教育活動の即時掲載や年一回の「研究紀要」発行など、多様な方法で本校の良さを発信する。

