
平成26年度　県立三木高等学校　学校評価（年度末）結果　　　 平成27年３月

【学校評価実施方法】
　(1) 今年度の実践目標の項目1～35について、本校全教職員による「4段階評価」を実施する。
　　　　4……よくできている　　3……できている　　2……あまりできていない　　1……できていない
　(2) 各項目ごとに平均をとり、その平均値について次の基準でＡ～Ｄの達成段階をつける。
　　　　平均値⇒達成段階　　1.0≦ｘ＜2.0 ⇒Ｄ ，2.0≦ｘ＜2.8 ⇒Ｃ ，2.8≦ｘ＜3.5 ⇒Ｂ ，3.5≦ｘ≦4.0 ⇒Ａ

評価の観点 評価項目 番号 実践目標 平均 評価 具体的な改善策 学校関係者評価意見

確かな学力の定着 研究授業の実施 1 全教科で研究授業の実施回数増加 3.1 Ｂ

生徒による授業評価の実施 2
１学期末、２学期末に生徒による授業評価の
実施

3.5 Ａ

計画的な補習の実施 3 指名補習と希望補習の充実 3.3 Ｂ ・補習希望者は無断で補習を欠席しないよう通達。

進路指導の充実 キャリア教育の全体計画の作成 4
３年間を見通した三木高校の指導の基本計
画を作成

2.7 C
・オリエンテーション合宿の内容も考る。勉強以前の問
題なので、粘り強く指導する。

インターンシップの推進 5
事業所でのインターンシップの体験機会の充
実

2.8 Ｂ

高大連携の推進 6 大学教員の出張講義等の充実 3.2 Ｂ

生徒のオープンキャンパスへの参加推進 7
オープンキャンパスに参加する生徒数を昨年
度より増加

3.2 Ｂ

MICの充実・改編 魅力ある教育活動の工夫 8
英語合宿や大学教員等を招聘したMICならで
はの教育活動の実施

3.3 Ｂ

MIC生徒の進路指導の充実 9
MIC生徒一人一人の進路志望に応じた進路
指導と自己実現の支援充実

3.0 Ｂ

コースから学科への改編 10
平成28年度学科設置に向け、具体的な準備
の推進

3.1 Ｂ

生徒指導の充実 生徒指導規定の改訂 11
生徒指導規定の見直しと全職員の共通理解
による指導

3.0 Ｂ

・より良い共通理解を図るために、指導基準を文書など
の形で残すのが良い。
・制服の着こなし方法に関する規定を服装規定に追加
する。

登下校時の通学マナーの向上 12
日々の登校指導と時期をとらえた生徒への
マナー向上の啓発指導の実施

3.3 Ｂ ・携帯電話利用ルールの再度確認。

交通安全の指導 13 日々の登校指導と交通安全講話等の実施 3.5 Ａ

部活動の活性化 入部率の向上 14 入部率90％を目指した指導 3.0 Ｂ
・安易な入部を諫め、選択の大切さを伝える入学直後
のオリエンテーションのどこかで、部紹介の時間をもうけ
る

部活動の適切な目標設定と効果的・効率的な
練習

15
質の高い練習による上位大会への進出、効
率的な練習による下校時間の徹底

2.5 C

・教員・顧問が下校時刻の指導を徹底する。
・冬季の下校時刻の延長と、冬季期間の短縮。
・安全上、日没までには生徒を帰宅させる。
・下校時刻は学期ではなく、毎年変わらない、日の入り
の時間を基準にする。

中高部活動の連携推進 16 地域の中学校との合同練習等の連携推進 2.9 Ｂ

清掃の徹底 清掃指導の徹底 17
各清掃監督による指導徹底と美化コンテスト
の実施

2.9 Ｂ ・清掃時間の十分な確保

窓ガラスの美化徹底 18 各清掃監督による指導徹底 2.8 Ｂ ・大掃除時の時間の十分な確保

定期的・効果的な校舎内外の大掃除 19
ふるさと貢献活動と結び付けた校内外の大
掃除の実施

3.2 Ｂ

積極的な情報発信 HPの更新回数の増加 20 行事ごとに速やかなHPへの反映 3.5 Ａ

学校だよりの作成と効果的な配布 21
毎月１回の三木高校新聞の発行と近隣中学
校への配布

3.2 Ｂ

授業公開週間の実施 22 ２学期に公開授業の実施 3.3 Ｂ ・広報の時期と方法を改める

学校行事の公開推進 23
文化祭、体育大会、MIC英語合宿の地域へ
の公開

3.5 Ａ

オープンハイスクールの充実 24
本校生徒を前面に出し、中学生に本校の魅
力を訴える内容の充実

3.3 Ｂ

ふるさと貢献活動の充実 通学路の清掃実施 25 校内外大掃除と連動した通学路の清掃実施 3.1 Ｂ ・地域の清掃日との連携する。

各種ボランティア活動の推進 26
三木市の事業への協力や地域の施設等での
ボランティア実施

3.0 Ｂ ・情報を学校全体で共有する。

地域の祭り等、地域行事への積極参加 27 三木市の行事等への積極参加 3.0 Ｂ

・情報を学校全体で共有する。
・部活動もあるので、なかなか積極的に参加はさせられ
ないと思います。特に地域の祭りと学校との共存は難し
いと思います。

特別支援教育委員会の効果的活用 28
生徒の状況について、職員間での情報共有
の推進

2.9 Ｂ
・プライバシーの部分が大きいので、情報共有の手段が
難しいので、授業担当者全員が周知する機会を設け
る。

教育相談・保健人権部・各学年が連携した命・
心の教育の充実

29
学年と保健人権部の連携による情報共有と
職員研修や生徒向け講演会の実施

3.2 Ｂ

自己実現と共生を目指す人権教育の推進 30
人権ホームルームの企画充実と講演会等の
実施

3.2 Ｂ

勤務時間の適正化 MHデーの徹底 31 MHデーの定時退勤の推進 2.1 C

・MHデーを周知徹底する。
・もっと、管理職からの声掛けを行う
・勤務時間の適正化について県・県教委への集団での
強い働きかけを行う。

ノー部活動デーの推進 32 部ごとのノー部活動デーの設定と実施 2.4 C ・定期的にノー部活デーを設定するのは難しい。

校内LANの効果的活用 33
共有フォルダの活用、文書の共有化による事
務軽減、効率化の推進

2.9 Ｂ

・定期的なバックアップなど、データの安全性を高める。
・グループウェアが全く活用されていない。現在の職朝
での簡単な連絡は、グループウェアで連絡する。
・グループウェアの活用で、連絡，協議の手間が大幅に
省く。
・共有フォルダについても、操作の不注意によってと思
われるが、ファイルが紛失したりしている。共有フォルダ
の利用の仕方についてもう少し考えるべき。

各種会議の時間短縮 34
会議資料の事前配付による効率的な会議運
営

3.0 Ｂ

・校運や職員会議にあがるまでの会議を綿密にする。
・資料事前配布によって、資料配布にかかる時間を短
縮できたが、逆に一部の人に仕分けする手間と時間を
かける。事前配布されているが、会議までに資料に目を
通している人はどれぐらいいるのか疑問なので、グルー
プウェアで職員会議資料を共有し、必要な人はプリント
アウトする形式とする。

各種会議の長期休業中を利用した有効開催 35
内容により長期休業中に集中審議を検討、
実施

2.6 C
・持ち越しになる議案が多くある。職員会議に上がるま
での議論をしっかりとしてもらい、一度で決まるような仕
組みにする。

特別支援教育・人権教
育・生命尊重や心の教育
の充実

・通学区域の改編に伴い、生徒の
志願状況に影響が出ているか。
受検生にとって魅力のある学校
にするとともに、その広報にもが
んばって欲しい。
→【学校から】三木市内の中学校
だけを見ると、通学区域の改編に
伴い大きく志願状況が変化すると
いう様子は見られないが、小野や
西脇からは加古川線沿線の生徒
がいくらか加古川地区の高校を
志願し,間接的に三木にもその影
響が出るということはあると考え
ている。中学校への広報というこ
とでは、今年、毎月1回管理職で
三木市、小野市、加西市、加東
市、神戸市西区、北区、稲美町の
28中学区訪問して広報したり、校
務運営委員会の先生方に中学校
訪問をしてもらったりしたが、その
ような取組は続けて行く。確かな
学力の定着や進路指導の充実の
項の実践目標に掲げているような
取組をさらに進め、地域に信頼さ
れ、地域が誇る学校にしていきた
い。

・　MICの教育活動の充実をさら
に推進してほしい。以前に比べ、
MICの活躍を聞かないように思
う。
→【学校から】MICキャンプや大学
教授を招聘しての特別講義、西
豪州の姉妹校との交流など教育
活動の充実に努めており、新聞
紙上でも何度か取り上げていただ
いている。さらに教育内容を充実
させることはもちろん、広報にも努
めて行く。

・最近、校外で見かける三木高生
が礼儀正しく、挨拶がきちんとで
きたり、マナーが良かったりうれし
く思うことが多い。ぜひ三木高生
の礼儀正しさが維持できる教育活
動を勧めて欲しい。
→【学校から】この数年の生徒指
導部の指導により、登下校のマ
ナーはかなり良くなっていると自
負している。このよい状況を維持
し、生徒自身が誇りを持って校外
でも行動してくれるように指導を
続けて行く。


