平成 ２９年 度 学 校 自 己 評 価 シ ー ト
目指す学校像
スローガン

鹿児島情報高等学校）

生徒が自律の心と明確な目的意識をもって自分の夢の実現に挑戦し，保護者や地域社会の期待と信頼に応える学校

キミに 「生きる力」
2.基本的な生活習慣とルール・マナーの定着指導

ほぼ達成（８割以上）

A
達
成
度

1.安全で明るく楽しい充実した高校生活を送るための指導
重点目標

（私立

B

概ね達成（６割以上）

C

変化の兆し（４割以上）

D

不十分（４割未満）

3.学力定着と学年に応じた進路指導に取り組み，満足度の向上を計る
4.資格取得や確かな知識・技術を習得させる指導
年

部名

保
健
安
全
部

項目

当

現 状

評価項目

インフルエンザが大流行した。その他
の感染症罹患の生徒は減少した。
インフルエンザ欠席 ２７０名
学級閉鎖
７クラス
その他感染症
２９名

・手洗い・うがい・換気の大切さ
について指導
・感染症発生時期や発生時の迅
速は情報提供と対応。

初

最終評価
具体的な方策

・泡石鹸や手指消毒の使用や
換気を実践したか。
・発生時に生徒・職員・保護者
へ状況や対応策を伝えたか。

評価指標
①泡石鹸・手指消毒の使用量
測定
②放送を利用し換気の推奨
③職朝やほけんだよりでの情
報提供

1

経過・達成状況等
①各階で使用量の差がある
が、手指消毒より石鹸の使用
量が多かった。
②③県や市の状況と合わせな
がらその都度全体へ報告でき
ており、予防に努めることがで
きた。

達成度

Ａ

2

3

学校生活を楽しく過ごしている生徒が
多くいる反面，集団に適応できずに悩
んでいる生徒や登校状況がなかなか
改善できない生徒も多い。

・コミュニケーションをスムーズに
とれるための力を高める。
・学級担任や学年部等との連携
指導を充実する。

・ＨＲにおいて，人間関係づくり
に取り組む工夫をする。
・欠席等のきめ細かな把握に努
め組織的・計画的な支援に努
める。

①ＨＲにおいて，人間関係づくり
や改善の方法等について考え
る機会を多くもったか。
②個々の欠席状況に応じた連
携指導ができたか。

①楽しい学校生活を過ごしてい
る生徒の割合が年々増えてき
ており，ＨＲでの取り組みが良
好である。
②欠席状況の改善について生
徒間での支え合いや励ましなど
があと一歩である。

生徒一人一人が自分の個性を生かし ・学校生活に生きがいをみつけ ・Ｑ－Ｕテスト・エゴグラム・進路 ①教育相談で，生徒を多面的
ながら学校生活を送っているかは疑 て，自立心や向上心を自ら育て 意識調査等から生徒を多面的 に理解し，生徒それぞれが改善
問である。
いけるように指導・支援する。
に理解しながら生活の改善を 点や目標をもてるようになった
・自信や自尊感情を高める。
図る。
か。
・個人やグループで活動する場 ②係活動や行事等で協力・協
を拡充して達成感や充実感を 働する場を積極的に設けたか。
醸成する。

①自分の個性・適性をよく把握
して，それらを将来に向かって
生かそうとしている生徒が学年
が上がるほど増えている。
②学校生活での生徒の協力態
勢は良好である。

ネット依存，睡眠不足や食生活の乱 ・健全な余暇を過ごすことができ ・ＨＲで余暇の過ごし方や生活
れなどにより，生活習慣のバランスを る。
習慣の改善について考えさせ
失いかけている現状がある。
・毎日のさわやかな起床と朝食 る。
を食べる習慣が身につくよう継 ・各家庭向けの啓発資料を作
続的な指導をする。
成・配布する。

①アンケートなどにおいて生活
実態にいて，保護者と教員の認
識の違いがあるようである。
②ややかわら版が保護者に届
いていない傾向もある。

①生徒の生活実態をアンケート
で調査把握し，生活改善に生
かしたか。
②啓発用の資料『週刊 かわら
版』を作成し配布できたか。

Ａ
B

Ａ

全国的にインフルエンザが流行
したが本校は学級閉鎖もなく昨
年の１/３の罹患数で、予防意
識が高まった。しかし、各階で
の泡石鹸の使用量の差も大き
いため、声掛けや意識づけをさ
らに強化していく必要がある。

2

登下校時の門礼、授業開始・終了時 全生徒に目を向けた温度差のな ・年間を通した礼法訓練とその
の挨拶、来校者への挨拶・礼法に個 い積極的な声かけ指導の徹底。 場指導の徹底。
人差がある。
・授業開始、終了時の挨拶徹底
と繰り返しの指導。

①学校内外での挨拶は確立さ
れているか。
②授業開始・終了での礼法は
確立されているか。

授業も形態もかわりつつある
が，そこに対してコミュニケー
ションをどういう具合に取らせる
かなどの新しい課題解決に取り
組みたい。人間関係のトラブル
への対応やコミュニケーション
スキルの向上を図る指導をより
充実する必要がある。
諸調査や検査の結果を活用し
たりして，教育相談の一層の充
実を図り，自己理解に基づく自
己肯定感を高めることから，お
互いの多様性を認め合う態度
を醸成する。

Ａ

B
B

指
生
導
活
部

次年度の課題と改善策

Ａ

1

教
育
相
談
部

度

・学校内外での挨拶は良くなっ
ている。
・授業の挨拶・礼法に学級差・
個人差がある。

B

生徒が余暇の善用や睡眠・食
事など，生活習慣の改善・充実
に努めるような指導・援助に努
める。『週刊 かわら版』などの
便りを学級や家庭でもっと話題
にする必要がある。保護者に届
けられていないケースも多いの
で，HP上に公開していることを
もっと広報していきたい。
・学級差、個人差が無いように
繰り返し指導する
・学級ごとの礼法指導の実施

年
部名

生
活
指
導
部

一
年
部

二
年
部

項目

現 状

度

当

評価項目

最終評価
具体的な方策

評価指標

経過・達成状況等

登下校（商業施設・自転車・市電・Ｊ ルール及びマナーを厳守する定 ・全校朝会・ＳＨＲ等の集会を通 ③外部からの苦情はなかった
Ｒ）のマナー違反で苦情がある。規範 期的な指導。
して交通マナー・携帯電話利用 か。
意識が薄い。
マナー等について指導する。
④校外巡視で指導対象になる
・校外巡視指導の実施。
ような生徒はいなかったか。

・登下校時の苦情・指導を受け
る生徒は減少している。
・下校途中に商業施設等に寄り
道をして指導を受ける生徒がい
る。

・見逃さないその場指導の徹
底。

・服装容疑等の指導対象者は
減少している。良くなっている。

2

頭髪・服装容儀等で注意・指導を受 SHR・終礼等での頭髪、服装容
ける生徒が見受けられる。その他、警 儀の徹底指導。
告カードの指導対象者がいる。

1

高校生としての自覚と自律に沿って、
責任の意識が薄く、校則やマナー違
反に対しての考えや反省の度合いが
低い。

学級、学年、生活指導部の連携
を確立し、情報生として「あるべ
き姿」の自覚と自律の意識は向
上したか。

警告カードや早退・遅刻届の押
印回りや頭髪検査を通し、学
級、学年、指導部と連携し継続
的かつ、徹底した指導を行う。

①素直に話を聞き入れるか。 定期的な頭髪検査や、警告
②高校生として自覚・自律に
カードを活用した指導により問
沿って責任ある行動が取れるよ 題行動は減少した。
うになったか。
③身だしなみに改善が見受け
られるか。

2

入学当初に実施したオリエンテーショ 定期的に礼法・マナー・挨拶訓
ンの中で、礼法・挨拶訓練・集団行動 練・集団行動訓練及び校歌練習
訓練ならびに校歌練習の成果に持続 の成果が感じられるか。
性がない。

学年朝会や学科朝会等で継続
的に礼法・マナー・挨拶訓練並
びに校歌練習を織り込んでい
く。

①礼法・マナーが改善された
か。
②心のこもった挨拶ができるよ
うになったか。
③大きな声で校歌を歌えるよう
になったか。

あいさつは、概ね良好であっ
た。
校歌は、歌詞を覚えていないな
生徒が多く、まだ大きな声で歌
えているとは言い難い状況であ
る。

3

下校時、身の回りの確認が疎かにな 棚の整理整頓や机の整列並び 終礼時の呼びかけや、放課後
り、忘れ物があったり、机等の整列が に、置き勉なしの意識の向上は 等クラスの状況を把握し、違反
出来ていない傾向がある。
感じられるか。
生徒には警告カード等で妥協
せず継続して指導を行う。

①自分の棚は常に整理整頓さ
れているか。
②机は下校時きちんと並べて
下校しているか。
③最後の確認が出来、置き勉
はないか。

整理・整頓は定着しつつある
が、下校時の身の回りの確認
不足による指導が未だ継続して
いる状況である。入学当初に比
べると格段に改善されている。

1

自分の将来に対して、不安や心配を 3年生に備え、将来の足掛かりを ①キャリアガイダンスの有効活
抱えている生徒が多い。
作る。
用を図る。
②教師が親身になって進路指
導に取り組む

①具体的な進路について考え キャリアガイダンスやホーム
るきかっけができたか。
ルームでの話等で、進路のきっ
②将来の自分像を考えることが かけづくりが出来たようである。
できたか。
③進路について保護者や教師
に相談できたか

集団の中でのルールが順守できてい 将来、必要とされるマナーをしっ ①修学旅行等の学校行事を通
なかったり、時間にルーズなところが かり身に着ける。
じて集団行動でのルール順守
ある。
を徹底させる。
②警告カード等の指導を通じて
マナーの向上を図る

①集合時間は守れたか。
遠足や修学旅行の準備等で、
②修学旅行ではルールやマ
ルール順守の意識付けができ
ナーはしっかり守れたか
たようである。
③警告カード等は1年時に比べ
減少したか

2

2

昨年から清掃状況に差がみられる

全員で清掃に取り組む

2

三
年
部

初

1

・遅刻や問題行動等で押印回りに来
る生徒の礼法や頭髪・服装容儀が
しっかりできていない。また，反省点
や今後の改善策等についてしっかり
と答えられず，形式的に終わらそうと
する生徒が多い。

・遅刻・警告カード等の押印回り
の最初の段階で，礼法の仕方や
頭髪・服装容儀等を含めた担任
による適切な指導がなされてい
たか。

⑤服装容儀等での警告カード
による指導は減少したか。
⑥頭髪等の身だしなみは適正
にできているか。

① 礼法および身だしなみが
しっかりとできるようになった
か。
②反省すべき点を十分に理解
し，改善に繋げる策をしっかりと
導き出せているか。
③押印回りで，教育的に意義あ
るものとして生徒に感じられた
か。

３年部教職員によるばらつきの
ない指導と家庭との密な連携に
より，従来形式的に処理されが
ちであった押印回りの過程が，
生徒にとって教育的に意義深
いものとなった。また，進路決
定の年でもあり，最終学年とし
ての自覚の芽生えと成長も感じ
られた。

次年度の課題と改善策
・継続的なモラル教育の充実
・下校指導、校外指導の実施

A

A

①掃除時間に他の事（私語・歯 ①清掃時間は掃除のみに集中 一部の生徒ではまだ、清掃に
磨き等）をしないようにする。
できたか。
対する真剣さが欠けていたよう
②自ら進んで掃除を始める。
②自ら進んで清掃用具を握っ であるが、全般には上向いてき
たか・
ている。
・学年主任の押印段階で，基本
的な礼法及び頭髪・服装容儀
等に問題のある生徒は，再度
担任による指導を行う。

達成度

・全職員での温度差のないその
場指導の徹底と継続
・着こなしセミナーの継続実施

継続して指導していけばもっと
効果が上がると予想される。

A

C

B

校歌を歌う機会をもっと設ける
必要があり、生徒にも意識づけ
を行う。継続し回数をこなす事
で、成果は出ると想定される。

置き勉指導に於いては、妥協
せずに継続して指導していけば
もっと効果が上がると予想され
る。身の回りの生理・整頓も同
様に指導を継続していく。
進路のきっかけづくりにとどまら
ず、次の一手への発展を計画
したい。

A

A

ルールのマナー順守の手本と
なれるような人材育成にも努め
たい。

清掃作業に対する意識付けを
もっと簡潔に行いたい。

Ｂ

A

今後は，各学年との連携を図る
ことで学年間の指導のばらつき
をなくし，押印回り等の機会が３
年間を通し教育的かつ系統的
に意義深いものとなるような取
り組みを更に進めていく必要性
を感じる。

年
部名

項目

1

三
年
部

資
格
指
導

初

最終評価
具体的な方策

礼儀，礼節，挨拶の励行が受動的に 進路指導に関わる取り組み及び 進路指導に関わる取り組み及
なりやすく，自発的レベルに達してい 各種行事に合わせ，自発的挨拶 び各種行事の中に，礼儀，礼
ない。
の励行を促進させ，能動的な礼 節，挨拶の励行を能動的かつ
儀，礼節を身につけさせる。
自発的に促進させる指導を織り
込む。

評価指標

経過・達成状況等

④自ら進んで気持ちのよい挨
拶ができるか。
⑤日ごろに行動に礼儀・礼節が
感じられるか。

１年時から学校全体で取り組ん
できた礼法指導の成果として，
少なからず生徒達の意識の中
に「しっかりせねば」といった気
持ちが浸透し始めてきた感じが
する。そういった意味でも能動
的な礼儀・礼節・挨拶の自発的
励行に近づきつつあることが確
認できた。
１年時からのキャリアプログラ
ムの導入が功を奏し，大半の生
徒が進路先への移行期間を充
実させることができていたと思
われる。しかし，一部の生徒達
は，進路選択を段階的に移行さ
せる内容を見出すのに困難を
要し，教員による個別ガイダン
スといった側面支援を必要とし
た。

進路実現に対しての生徒の意識が十 日頃の挨拶身なりや全校朝礼 授業はもとより様々な場面での ①様々な場面での適切な挨拶
分とは言えない。意識の向上が望ま や学年朝礼など様々な集会等に あいさつの励行
来校 の励行
れる。
おける「聞く態度」等の向上
者等への自然な挨拶励行
②授業態度の改善
③来校者等への自然な挨拶・
会釈の励行

①、③は、以前に比べ改善され
たが、まだ不充分。
②授業中における居眠りや携
帯電話使用等指導が不充分。

2

１年生での「自分を知る」２年生での キャリア教育プログラムのさらな 保護者会や学年会等での情報
「仕事や学部学科等を調べる」３年生 る充実と生徒・保護者との情報 提供をする。
進
での「進路実現」を目指すべく，生徒 の共有化
路ガイダンスやオープンキャン
間の切磋琢磨を促す
パス等への参加を促す

①生徒・職員（特に学級担任）と
のコミュニケーション
②生徒の積極的な情報収集
③ガイダンスや進学就職に関
する行事への参加

①まだまだ担任とのｺﾐﾆｭｹｰｼｮ
ﾝが充分とは言い難い場面が散
見される。
③例年に比べｶﾞｲﾀﾞﾝｽ等への
参加が少なかったが、ｵｰﾌﾟﾝｷｬ
ﾝﾊﾟｽの参加者は増加した。

1

各学科での取得目標の認識不足や、 年度当初、目標設定を行い、資 ・資格を考える1時間を設定し、 ①今年度の、取得目標を立て
資格取得に対する意欲に差が表れて 格取得によって得られる効果を すべての生徒が、目標設定を たか。
いる。
認識しているか。
行う。
②目標へ向け、どのような取組
をしたか。

資格を考える時間の設定によ
り、目標を設定することと、振り
返りの時間の活用にて、各学期
の反省と、次の目標設定が出
来ている。

生徒自身が、自分がどのような資格
を持っているのか、曖昧な生徒がい
る。

・各学期ごとにクラスへ配布する ・資格取得時の、合格証書や認 ①自分の取得した資格を理解
資格取得状況の確認。
定書の保管や管理。
しているか。
・各学期に出る通知表に記載さ ・各学期ごとの通知表の確認。 ②通知表を各学期確認してい
れている項目の確認。
るか。

各学期末の振り返りの時間や、
通知表で、自分の資格取得の
状況を把握することで、やれば
出来る意識の向上が図られた。

学校行事の精選と実施時期は適当
か。

学校行事の実施上の問題点の 学校行事を精選する
学
把握とその解決策並びに地域へ 校行事の案内と参加を促す指
の貢献
導

生徒会本部役員による掲示板
活用の成果があり、学校行事
への関心が深まっている。

1

2

1

特
別
活
動
部

評価項目

当

進路決定後の気の緩みが、学習意欲 進路決定から卒業までの取り組 進路決定後は，キャリアプラン ①進路決定後も，意欲を持って
の低下や頭髪・服装容儀等の乱れに みが，新たな進路先で求められ ニングの視点で，新たな進路先 学業に専念しているか。
繋がっている傾向がある。
るであろう知識や人間的成長に で求められるであろう知識の習 ②進路先で活かせる知識習得
繋がっているか。
得や人間的成長に繋がる取り に，目標と計画性を持って取り
組みをさせる。
組んでいるか。

3

進
路
指
導
部

現 状

度

2

3

部活動活性化を勧めているが全体的 進路指導部との連携を図り部活 部や同好会への入会を勧め、
に入部率が低い。
動の経験が就職試験に有利に 放課後の有効活用を勧める。
なることなどを生徒に浸透させて 施設充実を図る。
いるか
生徒会活動（総会・文化祭・体育祭）
に興味関心が薄い生徒がいる

①行事予定表を見て生活する
習慣が身に付いているか

達成度

A

A

B

②学校行事に積極的に参加し
ているか
①部員数を増やすための方策 学校HPやSHR時に生徒の活躍
を講じているか
を紹介しているが、全体的には
②部活動活躍のニュースを取り 低い。
上げて話題にしているか

生徒会役員を中心とした活動に 生徒会活動に対して全職員・生 ①ＬＨＲ等で行事への積極的な 生徒会本部役員による掲示板
興味関心を高めるように指導を 徒が興味関心を持つ。またＬＨ 取り組みを指導しているか
活用の成果があり、学校行事
しているか
Ｒ等で学級役員・専門委員の活
への関心が深まっている。
動を積極的に行うよう指導する

B

Ｂ

Ａ

次年度の課題と改善策
挨拶をしようという気持ちはあっ
ても自ら先に挨拶をすることの
できない生徒達もいるのが現実
で，自発的・能動的な励行を促
すためには，更なる職員から声
かけや挨拶をする心がけが必
要かと思われる。

キャリアプログラムの一環とし
て，進路が決定した生徒に対し
て，個々による今後のキャリア
プランニング並びに移行準備の
具体化が組み込まれていた
が，一部の生徒達には，教員に
よるガイダンスといった側面支
援が今後も必要である。

①③は以前に比べて改善され
ているが十分とは言えない。
②については十分とは言えな
い。学習への積極的姿勢がま
だまだではと思われる。

３年になってからではなく，早い
段階での進路(進学・就職等)の
情報収集や担任等との情報交
換と願う。ガイダンスやオープン
キャンパス等への参加が増え
ることを望む。
資格取得の目標の設定はでき
ているが、そのための予習・復
習が不十分である。目標達成
のためにしなければならないこ
とを周知させる。
授業以外での資格取得の取組
が不十分な部分の改善。 プリ
ント類の配布で、予習や復習を
目指す。
教室や廊下などの掲示スペー
スをうまく活用する。

A

B

A

新入生への部活動紹介を充実
させる。紹介の方法を工夫す
る。
教室や廊下などの掲示スペー
スをうまく活用する。

