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平 成 ２７年 度
目指す学校像

学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 県 立 富 士 見 高 等 学 校 ）

生徒一人一人に行き届いたきめ細やかな指導を行い、地域に開かれ信頼される学校
※学校関係者評価実施日とは、最終回の学校
評価懇話会を開催し、学校自己評価を踏ま
えて評価を受けた日とする。

Ａ ほぼ達成(８割以上)

重

※
※

点

目

標

１ 生徒理解に基づきながら、生徒の基本的な生活習慣や規範意識等の育成と指導の徹底を図り、自立心を育
む。
２ 特進クラスなどクラス編制等や授業展開の工夫等により、学習指導体制を充実させ、生徒個々の確かな学
力の定着と学力向上を図る。
３ 地域社会との連携を深め、社会の一員としてたくましく生き抜く心と身体を育み、地域の核となる学校づ
くりを推進する。

年

1

2

3

Ｂ 概ね達成(６割以上)
出席者
Ｃ 変化の兆し(４割以上)

学校関係者
生徒
事務局(教職員)

６名
２名
６名

Ｄ 不十分(４割未満)

重点目標は３つ以上の設定も可。重点目標に対応した評価項目（年度達成目標を意味する。）は複数設定可。
番号欄は重点目標の番号と対応させる。評価項目に対応した「具体的方策、方策の評価指標」を設定。
学

番号

達
成
度

現状と課題

評価項目

・きめ細やかな生徒指導に全職員
で取り組んできた結果、生徒の規
範意識が向上し、地域からの信頼
度が高まっている。一方、基本的
生活習慣の確立が不充分で、遅刻
や欠席を繰り返す生徒が若干見ら
れ、中途退学者も前年度より増加
している。
・今後も生徒の規範意識向上と基
本的生活習慣の確立に向けた取組
を全職員で粘り強く続けていくと
ともに、中途退学防止に向け、学
校生活に目的意識を持たせる取組
を実施していく必要がある。

生徒の規範意識向上
と基本的生活習慣の
確立を図りつつ、中
途退学者数を減少さ
せる。

・少人数学級編制や習熟度別授業
によるきめ細やかな学習指導によ
り、全体的に学力に向上傾向が見
られる。また、難易度の高い各種
検定試験に合格者も出ており、進
路実績についても成果が上がって
いる。一方、授業の予習・復習を
含めた家庭学習の定着が不十分な
生徒も見られる。
・今後も習熟度別授業の効果を検
証しつつ、生徒の学力向上に向け
て質の高い授業を実施するととも
に、1年生の段階から進路意識を
高め、家庭学習を定着させるよう
な指導を実施する必要がある。

１年生の段階から進
路意識を高める取組
を実施し、生徒の学
力を向上させる。

・地域清掃や市内行事への積極的
なボランティア参加、さらにフジ
ミ・インフォメーションの回覧や
全職員による中学校訪問等により
地域との連携が深まり、地域から
の本校に対する評価は年々良く
なっている。
・地域の評価と信頼をさらに高
め、安定した生徒募集に繋げるた
め、引き続き積極的な広報活動を
展開していくとともに、地域への
貢献活動を推進していく必要があ
る。

本校への理解が深ま
るよう、積極的に情
報発信を行うととも
に、地域との連携を
さらに深める。

度

校
目
具体的方策

自

己

標

評

価

学
年 度 評 価（１月２５日 現在 ）

方策の評価指標

①立哨指導を毎朝実施するとともに、月毎 ①欠席者率、遅刻者率の前年度比減
に遅刻回数の多い生徒に対して特別指導を 少、皆勤者率の前年度比増加
実施する。
②ＰＴＡと連携して、朝の校門立哨時に併 ②年間１１回の実施
せて毎月「あいさつ運動」を実施する。
③保護者に本校の教育活動への理解を深め ③学校行事への保護者参加率の増加
てもらうため、行事を実施する際には文書
やメール等で積極的に来校を呼びかける。
④保護者面談を実施し、保護者版「進路の ④年１回以上の面談の実施
てびき」を作成して全保護者に配布する。
⑤問題行動を未然に防止するため、日々の ⑤生徒指導件数率の前年度比減少
校内巡回を徹底しつつ、携帯安全教室や非
行防止教室、全校集会、いじめ防止アン
ケート等を実施する。
⑥生徒が学校生活に目的意識を持てるよ
⑥中途退学者率の前年度比減少
う、部活動やボランティア活動、交流活動
等を奨励する。

評価項目の達成状況
概ね達成できた。
①基本的生活習慣を確立させるため、毎朝の立哨
指導や毎月の遅刻指導を継続的に実施した結果、
前年度より遅刻者率が減少し皆勤者率が増加し
た。
②予定通りこれまでに「あいさつ運動」を９回実
施した。
③学校行事の案内メールをこれまでに２６回配信
した(前年度３１回)。その結果、体育祭やあいさ
つ運動への参加保護者が増加した。
④保護者面談(６月）を全員に実施した。
⑤日々の校内巡回の他、携帯安全教室(４月）、非
行防止教室（６月）、全校集会(６月）、いじめ防
止アンケート（５月、10月）を実施し、問題行動
の未然防止に努めた。指導件数率は前年度と比較
して半減した。
⑥部活動やボランティア活動、交流活動等を奨励
した。中途退学者率は前年度と比較して減少し
た。

達成度

Ｂ

①授業改善を図るため、授業公開週間や
①授業公開週間の年２回（５月、11
『未来を拓く「学び」プロジェクト』にお 月）の実施
ける公開研究授業を実施する。
①『未来を拓く「学び」プロジェク
ト』における公開研究授業の実施
②授業アンケートを実施し、その結果を授 ②授業アンケートの年２回（７月、12
業改善に活かす。
月）の実施
③習熟度別授業の効果検証を行う。
③検証結果の発表

ほぼ達成できた。
①②授業公開週間(５月、11月)、『未来を拓く「学
び」プロジェクト』における公開研究授業(11月)、授
業アンケート(７月、12月）を実施し、授業改善に取り
組んだ。
③授業アンケートの結果をもとに習熟度別授業の効果
について検証をおこない、その結果を職員会議で発表
した。
④各定期考査前や夏季休業、冬季休業における補習を
④基礎学力を定着させるため、定期考査前 ④成績優良者率の前年度比増加
継続して実施し、朝補習の開講回数を増加させた結
や長期休業期間に補習を実施する。
④成績不振者率の前年度比減少
果、成績優良者率が増加し、成績不振者率が減少し
た。
⑤昨年度に引き続き「漢字検定」､「英語検定」､「ビ
⑤学力の向上とともに達成感を育むため、 ⑤検定試験受験者率の前年度比増加
ジネス文書実務検定」、「全商英語検定」、「珠算・
各種検定試験の受験を奨励する。
⑤合格者率の前年度比増加
電卓実務検定」を実施し、多くの検定にて受験者率、
合格者ともに増加した。
⑥生徒の進路意識を高めるため、キャリア ⑥就職内定率１００％達成
⑥キャリアガイダンスの内容を充実させるとともに、
ガイダンス等進路行事の内容を充実させる ⑥大学進学者率の前年度比増加
進学希望者を中心に全学年で補習を実施した。就職内
とともに、進学希望者に対し補習を実施す ⑥進路未確定者数率の前年度比減少
定率の１００％の達成、大学・短大進学率の前年度比
る。
⑥全学年で進学希望者補習の実施
増加、難関大学や看護医療系学校（６名）に合格者を
ほぼ達成できた。
①近隣小学校や特別支援学校、介護施設等 ①近隣学校及び介護施設等との交流活 出すなどの成果を上げた。
①南畑小学校(１回)、つるせ台小学校(１回)、富士見
との交流活動を実施する。
動年５回以上の実施
①交流活動の参加者率の前年度比増加 特別支援学校(３回)の交流活動を実施した。前年度と
同程度の参加者があった。
②生徒会主導による各種地域行事等への参 ②地域行事への参加生徒数
②学校家庭クラブ等による介護施設主催イベントへの
加を奨励する。
ボランティア参加を実施した。
③地域清掃活動を実施する。
③地域清掃の毎学期実施
②吹奏楽部や書道部など４つの文化部と生徒会が各種
市内行事に参加し、地域との交流を深めた。
④ホームページによる情報発信を積極的に ④ホームページの更新回数
③２年生が1学期(４月)に、３年生が２学期(10月)
行う。
に、１年生が３学期(１月)に地域清掃活動を計画・実
⑤季刊広報誌「ﾌｼﾞﾐ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ」を発行 ⑤「ﾌｼﾞﾐ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ」の年４回市内 施した。
④ホームページをほぼ毎週更新し、９万件を越えるア
する。
への回覧
クセス数が４月からあった。（１月２１日現在）
⑤「ﾌｼﾞﾐ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ」を年４回発行し、７月、10
月、12月に富士見市内の自治会等に回覧した。
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次年度への課題と改善策

学校関係者からの意見・要望・評価等

２学期を終了した時点で全校生徒
の４割が皆勤者であったことか
ら、多くの生徒は基本的生活習慣
をしっかりと身につけていると考
えられる。また、来校者や地域住
民の方から「挨拶や身だしなみが
しっかりしている」との評価を得
ている。一方で、遅刻指導や特別
指導を受ける者が見られた。今後
も規範意識の向上と基本的生活習
慣の確立に向けた取組を粘り強く
実施していく必要がある。また、
中途退学者は減少しているが、他
校への転学者を含め進路変更する
生徒が少なからずいることから、
学校生活に目的意識を持たせる取
組を実施していく必要がある。

・整った環境で落ち着いて学習出来ている。
・生徒指導件数が減少していることは安心で
きる。
・登校時の交通マナーもしっかりしている。
小中学生に道を譲る高校生の姿を見かける。
・地元として誇れる高校になっている。もっ
と生徒・職員は誇りを持ってよい。
・確かに挨拶はできているが、もっと元気よ
く（挨拶）しても良いと思う。
・生徒・保護者アンケートの少数意見にも
しっかりと対応していただきたい。

きめ細やかな学習指導により、全
校生徒の２割が成績優良者となっ
た。また、実用英語技能検定２級
合格者や、昨年度に引き続きビジ
ネス文書実務検定１級合格者を出
した。さらに充実したキャリアガ
イダンスの継続的な実施により進
路実績においても成果を上げてい
る。今後も学力向上のため、生徒
に達成感や成就感を味わわせ、自
信を持たせる取組を実施していく
とともに、生徒の進路希望を実現
させるため、１年生の段階から進
路意識を高める指導を実施してい
く必要がある。

・習熟度別授業で学び直せる機会があること
はすばらしいと思う。
・習熟度別授業については、レベルごとに内
容を変えてもよいのではと思う。
・職員全体で授業改善に取り組む機会を設
け、アクティブラーニングなど、生徒が主体
的に学ぶ授業づくりを推進していただきた
い。
・入学時から３年後を見据えた進路指導をさ
れていることは素晴らしい。
・進路指導における大学や地元地域との連携
について検討していただきたい。

全職員による中学校訪問やホーム
ページの更新、「ﾌｼﾞﾐ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮ
ﾝ」の回覧による情報提供、さら
に各種地域行事への参加を積極的
に行った結果、入学志願希望倍率
は昨年度とほぼ同率を維持するこ
とが出来た。また、校内外の学校
説明会・体験入学の開催時期を早
めるなどの工夫を試みたが、昨年
度の参加者数には及ばなかった。
安定した生徒募集に向け、広報活
動と地域への貢献活動をより一層
推進していく必要がある。

・生徒会にはもっとボランティアを頑張って
もらって活躍していただきたい。
・ボランティアは続けてコツコツとやるも
の。色々なところで富士見高校生の良さをア
ピールしていただきたい。また、いつも決
まったメンバーがやるのではなく、誰もが参
加できるという雰囲気を作っていただきた
い。
・ボランティアも大事だが、学業にもしっか
り取り組んで自分の進路希望を実現していた
だきたい。
・生徒会がもっと主体性をもって活動できる
と良い。体験活動を増やして生徒が夢を語る
ような行事を考えるのも良い。
・近隣学校交流事業にぜひ中学校も入れてい
ただきたい。
・ホームページはしっかりと更新されている
ようだが、もっと習熟度別学習の実施などと
いった学校の特色をアピールすべきである。
・震災時における地元地域との連携について
もしっかり確認しておく必要がある。

