群馬県立伊勢崎興陽高等学校学校評価一覧表②（平成２７年度版）
評価対象
Ⅰ特色ある学校づ
くりに努めていま
すか。

Ⅱ生徒の意欲的な
学習活動について
適切な指導をして
いますか。

羅針盤
評価項目
１特色ある教育
活動を行ってい
ますか。

具体的数値項目
①自分の学校やクラスが好
きだと感じる生徒が８５％
以上である。
②自分が所属する系列の学
習活動に満足している生徒
が９０％以上である。
③地域との交流活動やボラ
ンティア活動に参加した生
徒が７０％以上である。

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

①授業が分かりやすいと感
じている生徒が９０％以上
である。

Ｂ

Ａ

Ａ

②学期毎に基礎的な学力を
向上させている生徒が９０
％以上である。
③定期試験前や試験中の家
庭学習 時間が２時間以上
の生徒が７０％以上である。
４組織的・継続 ①誰にでもしっかりと挨拶
的な指導を行っ ができる生徒が６５％以上
ていますか。
である。
②全教職員でいじめの未然
防止に努めるとともに発生
時の解消率が100％である。
③生徒に関する情報交換会
を学期に３回以上実施する。
５生徒は健康で、 ③生徒の欠席率が１．５％
規則正しい学校 以下である。
生活を送ってい ④中途退学者及び転学生徒
ますか。
を５名以下である。
⑤部活動や研究部の入部率
が７０％以上である。
⑥「学校がきれいである」
と感じている生徒が８０％
以上である。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

６計画的な指導
を行っています
か。

①進路指導に満足している
生徒が９５％以上である。
②生徒が取得した資格が、
１．５資格以上である。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

７生徒は自らの
進路について真
剣に考え、その
実現に向けて取
り組んでいます
か。

③自分の将来の職業につい
て考え、進路実現に主体的
に取り組んでいる生徒が８
５％以上である。
④目標とする進路を実現で
きた生徒が９５％以上であ
る。
①学校のホームページを月
１回以上更新している。
②学校の教育活動を理解し、
満足している保護者が９５
％以上である。
③地域行事に積極的に参加
するとともに、地域と連携
した取組を推進する。

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

④保育園・幼稚園・小学校
との連携授業や出前授業を
計画的に行い、交流を深め
る。

Ａ

Ａ

Ａ

２生徒の実態に
応じた指導を行
っていますか。
３生徒は確かな
学力を身に付け
ていますか。

Ⅲ生徒の充実した
学校生活について
適切な指導をして
いますか。

Ⅳ生徒の主体的な
進路選択について
適切な指導をして
いますか。

Ⅴ開かれた学校づ
くりに努めていま
すか。

達成度
① ② 総合

８家庭、地域社
会に積極的に情
報発信をしてい
ますか。

９地域教育機関
との連携

（様式２）

改善状況のまとめ

学校関係者評価

次年度の課題

①「本校が好き」な生徒の割合は81.3％であ
るが、３学年の数値がやや低くなっている。
学年が上がるに従い、数値が上がるような対
策に努めたい。
②2・3年生で所属系列に満足している生徒は
92.8％である。今後も指導内容の充実を図り
たい。
③ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに参加した生徒は24.3％であり、
主に清掃や介護である。70％以上とするため
には分野を広げて紹介する必要がある。
①授業がわかりやすいと感じている生徒は8
4.7％である。生徒が主体的に授業に取り組
めるよう、一層の授業改善を図る必要がある。

・本校が好きな生徒の割合を前年実績を考慮し90％くらいまで引き上げを希望します。
・それぞれ特色の違う６つの系列を、自ら選んで学ぶということを高校生のうちに体験す
ることで、早い時期に社会性を身に付けられて良いと感じました。
・
「愛校心」が高まっていることが、興陽高校の教育の充実の表れであると思います。
・交流会で訪問させていただく時など、校内の明るい雰囲気を感じています。
・ボランティアの内容は、主に清掃や介護のようですが、関心が深い分野のボランティア
から参加できるようにし、ボランティア精神の大切さに気付いていけると良いと思います。
・ボランティアの参加率が、現状以下にならないようにしてください。
・ボランティア活動の内容を具体的に紹介するなどの手立て講じてください。実際はもっ
と多くの生徒が参加しているのではないでしょうか。

・専門系総合学科の特色を活かした学
習活動を更に推進し、「学校が好き」な
生徒の割合を増やす。
・特色あるカリキュラム編成を行い、
系列や選択科目の内容を充実させると
ともに、選択に係る生徒の希望を更に
生かす工夫をする。
・地域活動やボランティア活動につい
て積極的に紹介し、参加の機会を増や
すとともに、参加を促す。
・生徒がより主体的に取り組めるよう
な授業を目指し、教師が自らの授業に
ついて内容・質・量について検討する。
・地域の人材や・社会人講師の有効活
用を図る。
・日々の授業時間を大切にしながら、
３年間を見通して基礎学力を向上させ
るため、授業評価等の工夫改善を図る。
・読書活動の活発化や宿題を課すなど
で、家庭における学習習慣を身に付け
させる。
・挨拶を励行し、身だしなみを正し、
時間を守る、といった基本的な生活習
慣の徹底を図り、生徒全員に身に付け
させる。

・授業が分かりやすいと答えている生徒の割合が高く、先生方の努力がよく
現れていると思います。
・専門的授業などは特に楽しく取り組んでいるようでした。
・年々増加ですが、更に１％でも上げてください。

②今後も、学年ごとに生徒の実態を踏まえた ・基礎的な学力の上に積み重ねていくことが大切だと思うので、毎日の積み
学力向上への取組を行っていく必要がある。 重ねを大切にしてください。今後も、学力向上の指導に期待しています。
・入学時の倍率の高い競争を経験してきた生徒たちが、入学後も頑張って学
③２時間以上の生徒も46.1％と昨年度に比し 力を向上させているのではないかと思います。
て９％程度向上した。一層の向上を図りたい。 ・定期試験前等の学習時間が昨年度より増加してきています。継続して、２
時間以上の家庭学習を習慣付けてください。
①挨拶できている生徒は52.7％、できない生 ・挨拶は、生活習慣や人との関わりの基本だと思います。挨拶をする気持ち
徒は3.1%であった。引き続き、意義の指導と 良さを味わえるようになると良いと思いました。
教師からの声掛けが必要である。
・就職や将来を明確に意識している生徒ほど挨拶が良くできているのではな
②いじめの定義を全教職員が共有し、更に早 いかと思いました。
期かつ的確に認知、対応できるよう努めてい ・挨拶は基本です。指導強化に期待します。
きたい。
③要支援生徒に対するよりきめ細かい対策
・全教職員の情報共有化は大切なことです。
を、組織的・継続的に行う必要がある。
④１月までの欠席率は1.2％で、昨年度と比
・欠席率や退学者数は、現状より増えないことを期待しています。
較して横ばいである。
・生徒の欠席率が低く、また中途退学者もほとんどなく、生徒が充実した学
⑤現在の転退学者数は２名である。要支援生 校生活を送っていると感じます。
徒への支援を引き続き行う必要がある。
⑥部活動等に取り組む生徒は69.5％である。 ・部活動は、生徒にとって長い人生の基礎として大切なことだと思います。
研究部活動の充実で全体の加入率向上を図り 部活動を通した人間性向上に尽力願いします。
たい。
⑦整美委員会による放課後の清掃点検を実施 ・校内がキレイになっていることは素晴らしいことです。先生と生徒の心掛
しているが、清掃状況はおおむね良好である。 けが伝わってきます。立派な社会人になれると思います。

・生徒情報を共有し、全職員の共通理
解を図ることで、より適切かつ組織的
な指導を行う。
・転退学者数は低い水準を維持してい
るので、今後も、きめ細かい指導を続
ける。
・学校全体の取組として、出席率の更
なる向上を目指す。
・女子の部活動参加の促進及び部活動
の活性化を推進する。
・清掃指導をきめ細かに行い、目が届
きにくい場所も含め、更に清掃の徹底
を図る。
①進路希望の決まってない１･２年生は50名
・資格取得率が高く、目標とする進路を実現できた生徒も多いことから、適 ・生徒が希望する進路を実現できるよ
である。３年生の進路の満足度は93.0%であ
切な進路指導が行われていると思います。
うに、総合的な学習の時間を活用して
る。
・学校全体で資格取得に向け活動していると思いました。
キャリア教育の推進を図る。
②２月までの資格取得者は、延べ924人であ
・50名に限らず、アドバイスすることにより進路意識の向上が期待されます。 ・系列の学習に関連した資格を、計画
り、1.6資格/人である。
進路の満足度95％位を目標として頑張ってください。
的に取得できるよう指導する。
③１･２年生で進路が決まっている生徒は87. ・今後も、進路については一人一人の生徒の思いを受け止め、夢の実現に向 ・生徒の発達段階に応じたキャリア教
4％である。
けての援助をお願いします。
育を計画的に実施し、進路に向けて意
識高揚を図る。
④３年生保護者の進路に対する満足度は93.0 ・生徒の希望と現状を先生が理解した上で進路指導をしているのだと思いま ・インターンシップの更なる推進と充
%であり、100％になるようさらに努力したい。 す。
実を図り、職業に対する意識を高める。
①Webページについて、迅速かつ組織的に更
新するよう努力する。
②学校の様子が分かっている保護者の割合は
76.0％であり、より一層の周知に努める必要
である。
③地域の行事に積極的に参加したり、興陽フ
ェスタを開催するなど地域と連携した活動を
より一層推進する。

・地域の人以外にも興陽フェスタが知られており、今後もいろいろなアイデ
アを期待します。
・学校のホームページは更新が少なく感じます。外部の人も見る学校の顔だ
と思うので、もっと力を入れた方が良いと思います。
・保護者の割合をもう少しアップするよう努めてください。
・興陽フェスタの充実と拡大を推進してください（販売品目を増やし、販売
量も増やしてください）。
・今後とも継続拡大を図ってください。

・Webページの定期的な更新を図るた
め、広報係の強化と行事主管部署との
連携の強化を図る。
・学校だよりや学年通信、PTA新聞等を
活用して、学校の教育活動に関する広
報活動を更に充実させる。
・興陽フェスタの充実を図るため、地
域の食材を使った商品開発や交流活動
等を一層推進する。

④幼稚園との交流事業は相互に良い影響を与 ・幼稚園との交流は高校生と園児双方にとって、大変有効な活動なので、継 ・生徒が、地域や幼小中、特別支援学
える関係にある。今後も教育資源を地域に還 続してお願いします。
校、福祉施設等との交流活動を通して、
元する活動の更なる推進を図りたい。
・交流事業は、相互に実りあるものに改善されています。
自らの成長をより実感できるよう、更
・地域との交流は、学校への支援や協力となって返ってくるので大変有意義 に活動の改善、充実を図る。
だと思います。

