
項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策
a 校内の授業研究体制を確立し、教
材を工夫したり、ICTを活用したりす
ることによってわかりやすい授業に
よる学習内容の定着を図る。
目標【生徒がわかりやすい授業が展
開されていると感じている：生徒
80％以上】

・授業内容に対する興味、関心の数値に関しては、生
徒・保護者とも目標値に達している。
・昨年度より全教室にプロジェクターが設置され、多く
の教員がICTを活用している。
・わかりやすい授業と感じているかについて、理科が
わずかに目標値に届かなかった。

・学習実態調査や学習状況調査結果をふまえ、各
教科会で生徒の理解の程度や定着を確認しあい、
弱点の補強を組織的に行う。
・ICTの有効な活用法について各教科や職員全体
の研修で共有する。
・「がんばろう会」や個別指導など、生徒の能力や個
性に応じたきめ細やかな指導に取り組む。

b 学力向上チームを中心に、生徒の
主体性を育み、思考力・表現力の向
上をめざす授業改善を図る。
目標【思考力・表現力の向上をめざ
す授業改善に取り組んでいる。：教
員70％以上】

・昨年度結成された授業改善プロジェクトチーム
が、新学習指導要領や新大学入試制度に備えた
授業を実践するために活動している。11月には公
開授業・研究協議会を開いた。
・教員の授業改善の取組は数値目標値を上回っ
た。教員の公開授業への参加は昨年より増加した。

・授業改善プロジェクトチームの取り組みを全校で共
有しあう。
・校内外の公開授業や研修会に積極的に参加し、
教科会で共有する。
・新たな大学入学共通テストに向けて、各教科や分
掌でその対応について検討していく。

C 家庭学習の実態を把握し、面談や
適切な課題を通して自学自習の習
慣・態度を養う。
目標【平日の家庭学習を2.5時間以上
している：生徒50％以上】

・家庭学習時間については、1，2年生2.5時間以
上、3年生3時間以上の割合は昨年と比べやや減少
し、1,2年生に関して目標を下回った。
・学習時間が1時間未満の生徒は昨年よりやや減少
したものの、全体の1割を占めている。

・各学年会で実施している家庭学習時間調査の
頻度をあげるなどして強化し、きめ細かい実態把
握と指導に努める。
・特に家庭学習時間が少ない生徒については担
任が個別に面談をし、時間の使い方などを具体
的に指導する。

平成３０年度　福井県立武生高等学校（全日制）　学校評価書 （案）

教育課程・
学習指導等
（教務部）



a 集会やクラス等の場で継続的に人
権尊重を啓発し、SNS等による過剰な
連絡を生徒同士が自粛し合う風潮
を、生徒会や保護者と連携協力して
作っていく。
目標【夜９時以降、SNS等で友人に連
絡をしていない：生徒60％以上】

・93%の生徒が「人権を尊重する言動を心がけた」と
回答しているが、「夜９時以降は連絡をしていない」
生徒は32％に過ぎない。人権を侵害していても気
付かない生徒の増加を表していると思われる。
・93%の教師は人権教育を心がけていると回答して
いるが、生徒の69%はそう感じている一方で、生徒の
3人に1人は「人権教育が重視されていない」と感じ
ている。

・生徒会を中心とした啓蒙活動の充実をはかる。
・具体的にどういう言動が人権を侵害する行為と
なり得るのか、あるいは、同じ言動でも不快に感じ
る人と感じない人がいる場合ある等を考えさせる
プログラムを、ＬＨ等に組み込んでいく。
・対人的な生徒の言動に注意し、心が傷付けられ
苦しんでいる生徒がいないかに目を配り、生徒が
相談しやすい人間関係を築くよう、全教員が心が
ける。

b 挨拶推奨、校則遵守・マナー向上
指導の頻度を増やし、生徒がその大
切さを理解して挨拶や正しい服装等
ができるよう指導する。
目標【頭髪・服装検査時の違反者
数：２％以下（20人以下）】

・98％の生徒が頭髪・服装を注意されたことが「全く
ない」「たまにあった」と答えている。服装検査時の
違反者は全体で46人平均と多く、校章忘れなど不
注意によるものが多かった。「折に触れて指導がで
きた」教員が78％に減少した。多忙のなかで、教員
に注意をするゆとりがなくなっていることが懸念され
る。
・生徒の22％が、歩きスマホ、自転車スマホを「時々
orよくする」と答えている。
・校内携帯電話ルールを「時々orあまり守らない」生
徒は昨年同様の3%であった。違反を指導された数
も<6.8人/月>と、昨年と同程度であった。1年生が
46人と極めて多い。

・「指導部だより」を活用し、全教員が同じ基準・意
識で指導に当たれるよう工夫する。
・服装に関しては、違反でだらしない格好をしてい
ても注意されずに済んでしまうことがないように、ど
ういう服装がだらしないと見られるかを根気よく教
え、違反者を指導する。
・歩きスマホ・自転車スマホについては、その行為
が自己を危険にさらすだけでなく、他者に迷惑を
かけ、危害を及ぼす可能性のあることに気付かせ
るよう、真剣な啓蒙を持続する。

c 一定時間内で部活動に集中し、学
習と両立できるよう、担任や顧問が
生徒の実状をきめ細かくつかみ、サ
ポートする。
目標【両立が自分なりにできた：生
徒75％以上】

・当初97%あった部活動加入率はアンケート時には
89%まで減っている。部活動等と学業を両立させる
努力が「できた」という生徒は昨年同様の65％。

・県の指針等を受けて、「部活動のあり方」につい
て見直しを行う。
・「両立」の努力を生徒任せにせず、部顧問、担
任、教科担任が、折に触れて具体的な方法をアド
バイスしたり、意識付けを行ったりしていく。

生徒指導
（生徒指導

部）



a 個人面接やロングホームを通し
て、生徒の自己意識を育成し、早期
の進路目標設定を図る。きめ細かな
初期指導や個々の進路希望に応じた
課外や講座を実施し、国公立大学に
合格する確かな学力を培う。
目標【国公立大学合格者数：現役216
人以上】

・将来の進路希望を持っているか（生徒）で、Ａまた
はＢの回答者が、1年60.4％、2年66.7％，3年
85.5％，全学年70.6％と，学年が上がるにつれ上昇
している。２･３ 年で昨年より減少した。１年のはたら
きかけが弱い。２･３年で５ポイントは上げたい。教職
員・保護者ともに目標の70％を上回った。
・課外，特講で学力向上指導が十分行われている
か（生徒）で，ＡまたはＢの回答者が，1年81.3％、2
年71.1％，3年80.6％，全学年77.7％と高い。１年が
＋４ポイントと大きく増加している。教職員，保護者
ともに目標の70％を上回った。

・部活動の定休日を設け、放課後担任の個人面
談をする時間を確保する。
・今後も継続して学力向上に努める。
・生徒に進路について考えさせるために有効な掲
示物を廊下や階段に掲示する。
・文系、理系ともに数学が弱い。センター試験に
対応できるように、国数英の学力をつけるのはもち
ろんだが、２年から理科の学習時間を確保させる
ことが重要である。すべての生徒が時間をかけて
模試の見直しを行えるよう、時間の確保や意識の
醸成を図る。

b 進路講演会や大学訪問等を通し
て、本人および保護者の進路意識を
啓発し、高い目標を持って学び続け
る集団作りを行う。特別講座や個別
指導を通して、難関大を突破する高
い学力を培う。
目標【難関10大学＋医学科合格者
数：40人以上】

・進路関係の行事（進路講演会、大学訪問、学部学
科探求、先輩と語ろうなど）で，高い志望を持ち続
ける参考になっているか（生徒）で，ＡまたはＢの回
答者が，1年84.6％、2年78.9％，3年71.8％，全学
年78.6％で目標の70％を上回った。３年で減少し
た。教職員91％，保護者80％でともに目標の70％
を上回った。
・3年のセンター試験5教科総合偏差値は，53.5で
あった。昨年より0.7ﾎﾟｲﾝﾄ上がった。文系は，54.6で
Bを達成できた。理系は昨年より0.6ﾎﾟｲﾝﾄ上がった
が，Bは達成できなかった。厳しかった理系が、最後
の伸びがなかった。

・次年度も継続して進路関係の企画を続ける。
・3年の大学別模試で夏の結果を気にせず、最後
まで志望校を下げないよう指導する。また、志望
校が高すぎる生徒には、がんばれば手がとどく大
学を個人面談で提示する。
・理系で数学や理科で学力不足の生徒が増加し
ている。文理分けで失敗していると思われる生徒
がいる。文理選択の面談を密に行い、生徒の興
味関心だけでなく適性を見極め、慎重なアドバイ
スを行う。

進路指導
（進路指導

部）



a 身体計測の統計データの公表や各
種検診の事後指導の徹底、丁寧なカ
ウセリング活動、健康に関する情報
の適切な発信を通じて、生徒の心身
の健康管理意識の高揚を図る。
目標【自己の健康管理に対する意識
が高まったと感じている：生徒80％
以上】

「保健だより」や集会を通じて健康管理意識の
高揚に努めてきた。また、今年もインフルエン
ザが流行する前に、早めに消毒液を各クラスに
設置し、マスクを生徒全員に配布したが、今年
も感染者が多い。80％と目標値はクリアしてい
るが、今後はさらに意識の向上をめざして、何
ができるかを検討していくことが課題である。

･引き続き、あらゆる機会をとらえて生徒の
意識高揚に努める。
･朝の健康観察や保健室の利用状況に気を配
ることによって生徒の健康状態を把握し、生
徒への声かけを積極的に行っていく。
・今年はインフルエンザが大流行しているの
で、感染者が多いクラスはマスクの着用を促
している。

b 生徒にとって一番身近な美化活動
である毎日の清掃活動とゴミの分別
の徹底を図り、生徒の主体的な活動
が快適な学校環境を実現することを
意識させる。
目標【学校環境の美化に主体的に取
り組むことができた：生徒80％以
上】

清掃活動81％、ゴミの分別95％と生徒の意識と
しては環境美化に取り組んでいるようである。
ただ、「校舎内外の清掃はきれいにされてい
る」と感じている保護者の割合は、昨年度の
79％から78％へと少し数値を落としており、一
昨年は80％だったので、２年連続で数値が下
がっている。

トイレの汚さについて指摘されることがある
ので、トイレを中心にその他の清掃場所も含
めて清掃指導の徹底を図る。具体的には、学
期ごとに実施される美化週間において、清掃
点検報告を美化意識の向上につなげるように
したい。

a ＰＴＡ各会議・各部会の活動をと
おして全保護者にＰＴＡ活動方針の
理解と協力を得る。
目標【ＰＴＡ活動を理解し充実して
いる：保護者75％以上】

　ＰＴＡ活動についてはおおかた理解と協力を
いただいている。また生徒の８割が学校の配布
物を保護者にわたしている状況で、学校の情報
が家庭に伝わっていると考える。

　ＰＴＡのＨＰや通信による情宣と部会ごと
の具体的な取り組みが、全保護者から好意的
に受け取られている。
　会長の運営方針に基づいた活動の成果と考
える。

b ＰＴＡ等と連携しながら防災マ
ニュアルの見直しを行う。

　今回、学校で実施している「避難訓練」につ
いて生徒、教職員にアンケートを実施した。生
徒が自主的に避難できるかどうかについて全体
では６０％であったが３年生では７０％を超
え、学年間で開きがあることがわかった。

　１年生にとっては入学して間もなく避難訓
練が行われるので、防災、避難に関する資料
の提供など学年に応じた手立てを検討する。

c 生徒が充実した学校生活を過ごせ
るよう奨学金、購買等の充実を図
る。
目標【学校生活のサポート体制が充
実している：生徒75％以上】

　奨学金については、そのコーナーを購買前に
作り奨学金募集の年間表を掲示したり各教室に
は募集要項をその都度掲示したりしている。
　この結果についても学年差があり「情報を
知っている」生徒は１年生で２８％、３年生で
は７８％となる。受験などの意識の差が奨学金
に対する関心の差にも現れたと考えている。

　学校における奨学金に関する情報提供は継
続して行うが、応募できる学年の明記など情
報の提示の仕方を工夫する。
　また保護者の関心もあると思うので、ＰＴ
ＡのＨＰ活用も考える。

保護者との
連携・防災
（庶務部）

保健管理
（保健部）



a 本の紹介・図書館の展示・教養講
座・朝読書等の取り組みを通して、
読書への啓発活動を行い、生徒の読
書への興味、関心を深める。
目標【年間、図書館の生徒への貸出
し：2500冊以上】

・読書への興味関心があると回答した生徒は昨
年同様62%で、子供が読書への興味関心がある
と感じている保護者の割合は50%にとどまって
いる。
・教員の83%が日ごろの読書への指導は適切に
行われていると考えているが、昨年度の90%か
らは減少した。

･読書習慣のあまりない生徒に対して、図書
委員の生徒を中心に、面白い本を紹介してい
く取り組みを進める。
･教員が授業等で本を紹介し、読書の意義な
どの啓蒙を行う。

b オープンスクール、学校説明会等
の実施や わかりやすいパンフレット
やホームページの作成により、学校
教育活動の広報の充実に努める。
目標【オープンスクールで、学校の
内容を理解できた：中学生90％以
上】

・オープンスクールに参加した中学生の98%が
学校の内容を理解できたと回答した。
・ホームページがわかりやすいと回答した生徒
は昨年とあまり変わらないが、保護者は53%か
ら59%に増加した。ホームページを見たことが
ない生徒は依然44%いるが、保護者は昨年の24%
から17%に減少した。

･オープンスクールや学校説明会では、中学
生の立場に立ち、本校の魅力をわかりやすく
伝えていく。
･ホームページについては、本校の生徒や保
護者が知りたい情報を質量ともに充実させて
いく。

a 理数教育とSSH事業において、生徒
の科学的な思考、論理的な思考を啓
発し、考える力の育成を図る。
目標【理数系の授業や理数科クラス
について満足している：生徒75％以
上】

理数科に進学して満足している・ほぼ満足して
いると回答した生徒は、81％である。学年ごと
に見ると、１年・72％、２年・88％、３年・
84％と２年生が最も高い。これは、２年に理数
科独自の研修等が最も多いことが関係している
と考えられる。

１年次における理数科独自の研修等を更に充
実させ、普通科とは異なる理数科の魅力を向
上させていく。

b SSH事業
本校SSH事業の成果を、地域の小中学
校、高等学校、大学等へ発信するこ
とにより、理数教育の拠点としての
役割を果たす。
目標【学会を含む学校外部での発表
１０本以上】

学校外部での発表は、次の９本であった。
①若狭高校「高校生環境フォーラム」　②越前
市防災士の会研修会　③SSH生徒課題研究発表
会（全国）　④京都大学サイエンスフェスティ
バル福井県代表選考会　⑤福井県合同発表会
（５本）

県内での発表がほとんどであったので、今後
は、いわゆる「学会」での発表や県外での発
表の機会を生徒に与えていく。

理数教育
の充実

（理数科・
 ＳＳＨ）

図書広報活動
（図書広報

部）



a 担任等による面接指導、学習の個
別指導および部活動指導などを通じ
て、生徒と心を通じ合える関係を築
く。　　　　　　　　目標【週2回以
上は個別に生徒と関わることができ
た：教員70％以上】

・個別に係わる機会を週2回以上持つことができた
教員数はほとんど変わらず。「ほとんど持てなかっ
た」という教員が、昨年同様約１割いる。勤務のあり
方の改善も含めて考える必要がある。

・行事の見直し・精選に取り組んでいるが、業務内
容の改善・工夫をさらに進め、授業以外で生徒と
関われる機会を増やしていく。また、生徒に関す
る情報を職員間で共有し、指導内容の充実をは
かる。

b 振り返りチェック票の活用や保護
者・外部機関との連携を図り、いじ
めの早期発見・早期解決につとめ
る。
目標【振り返りチェック票等から得
られた情報を確認し、必要な対応を
行う：教員100％】

・「指導方針」のなかに「特定の教員が抱えこむこと
なく情報共有し、組織的に対応する」ことを盛り込ん
だ。生徒や担任・顧問等からの情報をもとに確認で
きた内容を、十分な組織的対応につなげられな
かったという反省があった。

・些細と思われることも、情報を共有しようという認
識を教員間で徹底する。
・サポート班が柔軟かつ迅速に対応できるように
する。・職員、委員会、外部関係機関の連携をさら
に密にして、事案対応だけでなく、未然防止にも
力を入れていく。

心の環境整備
（いじめ対策
    委員会）


