様式１

平成 ２５年度

山梨県立ひばりが丘高等学校学校評価報告書（自己評価・学校関係者評価）

学校目標・経営方針

たゆみなく自己を磨き、すすんで人のために尽くす心身ともに健全な人間の育成をめざす－自己肯定感・自己有用感の育成－
「ひばりのドリカムプラン」の充実・発展
１ 「総合的な学習の時間」を通じて社会人としての資質を育てる

本年度の重点目標

２ 「創作授業」を通じて、協調性・積極性・豊かな感性を育てる
３ 「生活体験文指導」により、自己を客観的に見つめる力を育てる

Ａ ほぼ達成できた。（８割以上）
達 Ｂ 概ね達成できた。（６割以上）
成
度 Ｃ 不十分である。(４割以上)
Ｄ 達成できなかった。（４割以下）

山梨県立ひばりが丘高等学校長

安藤

昇

4 良くできている。
評 3 できている。
価 2 あまりできていない。
1 できていない。

４ 「静聴の時間」により、傾聴力を育てる
５ 創立１０周年を意識した活動

自

己

評

本年度の重点目標
番号

評価項目

1

「総合的な学習の時間」
①自己肯定感・自己有用感の育成②
他者や社会と関わって生きていく人間
の育成③入学から卒業までの一貫し
たキャリア教育を目標に計画立案の
充実を図る（総合的な学習推進委員
会）生徒の実態に即した運用をする。
（各年次）

具体的方策

方策の評価指標

外部講師との積極的な連携と協働（全職員）

年５回の実施

各担当ごとの事
前打ち合わせの
実施

次年度の計画作成に向けた各授業の内容・全体 生徒の自己評価
の実施と検討
的構成の検討（生徒会部・年次）

3

「生活体験文指導」
１年次生に対する技術的指導の充実 職員の文章作成指導力の向上（国語科）
（国語科）と個々の生徒の実態に即し
た指導により、全員に自己を見つめ直
す機会を持たせる（全職員）。
生徒一人ひとりの取り組み意欲の向上（年次）

全職員への研修
の実施
クラス内発表者
90％以上の達成

生活体験文を完成させることにより達成感を持た
提出率90％以上
せる。
の達成
（年次）

4

創立１０周年を意識した全校をあげての活
動を行う

留意点

自己評価結果

・予定通り年5回の会議を行った。また、
例年通り、その内容を全職員に周知し検
討するために、年次会議で諮り、その上
で職員会議に提案するという手順を踏ん
だが、その際の伝達がうまくいかない場
面が何度かあった。会議の持ち方を再検
討する必要を感じた。
・昨年同様、全講座で、担当教員と推進
委員会教員が講師と事前の打ち合わせ
を学校で行った。会場・材料・生徒の状
況等、細部の検討を行うことができ、当
日の円滑な実施につなげることができ
た。費用やスケジュールについてはより
丁寧な打ち合わせが必要だと感じた。
・今年度の問題点がいくつかあげられた
ので、２回に分けて次年度の計画を検討
し、原案を作成した。
・１日３時間ずつ２日間で作文を書き上
げ、最後の１日はクラス内発表を行い、
クラス代表を選出するという流れをつくる
ことができた。
・出席率は全体で92％と過去最高。提出
率は目標の90％を達成。クラス内発表率
は、89％と惜しくも目標数値には至らな
かった。
・校内生活体験文発表会では、クラス代
表１９名中１５名が堂々と発表した。

・今まで計画通りの実施が行事の重複等
で不可能であったが本年度から完全実
施になった。 本年度から特定の教師の
朗読だけでなく生徒たちの朗読を放送し
てバラエティーに富む内容にした。 生徒
資料の収集」と検 たちが朗読原稿を見ながらしっかり内容
「静聴の時間」講演会の講師選定上の工夫（教養
討を前期に開始 を確認して、さらに内容についての感想
研修）
する
を記入する感想プリントも毎回配布して、
生徒たちからのフィードバックを行い聴く
「静聴の時間」感 活動から書く活動へ発展させた。
生徒の取り組み実態の検証（教養研修及び年次）
想文の資料化

「静聴の時間」
年間を通じた計画を設定し各年次との連 生徒の実情に即した「静聴の時間」の実施（教養
携を充実させるとともに、興味を喚起する 研修）
講演会を企画する（教養研修部）

5

学校関係者評価
実施日 （平成２６年２月１３日）

年度末評価（３月１２日現在）

・当初の年間計画通りに、委員会を年4
回開催することができた。
総合的な学習推進委員会の定期的開催（進路・年
年4回の実施
・年度初めに、全体計画の確認に基づ
次）
き、その対象の生徒の実態にあわせて、
内容を年次主任を中心に話し合い担任
重点活動の決定 の共通理解のもと運用できた。また、各
年次主任を中心とした体験的な要素を取り入れた
と実施・評価及び 学期の終わりには、振り返りや今後の予
授業（年次）
定の確認をし、全体目標の達成を目指
報告
すことができた。
・評価規準は今年度から、より具体的な
規準を設定したことで、何のためにどの
生徒の自己評価 うような行動を目指すかが明確化された
評価規準に即した授業展開の工夫（担任）
の実施
ことで、活動がしやすくなった。

「創作授業」
目的に合致し、汎用性のある計画立
案の充実を図る（生徒会指導部）とと 創作授業推進委員会およびそれに伴う年次分掌
もに、外部指導者との連携を積極的 会議の定期的開催（生徒会部・年次）
に進め、効果的に活動を展開する（全
職員）

2

価

達成度

成果と次年度への課題・改善策

B

・成果として、本校の取り組みである
「自己肯定感・自己有用感を主眼に
置いたキャリア教育」を軸に設定され
た目標を元にし、1コマ１コマの授業
内容で生徒たちは、その都度小さな
達成感と自尊感情を積み重ねていっ
た。年次が上がるごとに自信を持っ
て行動ができるよう成長を遂げてい
る。
・課題として、学校の枠を離れて、社
会で自信を持って生きていけるため
にも、地域や企業へと出向いて行け
る自主的な活動の場を作ることが、
今後の検討課題である。

B

B

具体的年間計画
の作成

・創立十周年記念式、記念講演、１０年
間の活動をまとめたビデオ作成。幕絵甲
１０周年を意識し、各自が一人一実践の計画を立 各自の実施結果割 子園出場、１０周年記念誌、記念プレート
の作成、全校生徒による人文字撮影な
合にて評価
て実践する
ど、各自が創立十周年を意識した様々な
活動を行った。

A

A

・物を作る喜び、新しいことに挑戦す
る楽しさ、仲間と協力する事の大切
さ、他者のために何かをしたときの充
実感。生徒それぞれが、おのおのの
段階に応じて大切な何かを得ること
のできる行事であり、我が校の特色
として、内外に認識されていることを
改めて実感できた今年度であった。
・数年かけて、目的に適した内容に
いくつかの改善を行ってきたが、学年
構成人数の変化等から、新たな問題
点が浮上してきた。来年度、その点
を解消すべく、大きく改変を行う予定
である。

・全職員をあげて、「生徒全員に1000
字以上書かせる」という目標を徹底し
た結果、目標達成に向け大きく前進
した。内容についても、書くことにより
現実の自分を見つめる重要性を実
感できる作品が多かった。
・昨年度同様、夏季休業中に研修会
を開き、職員の文章作成指導力の向
上を図った。来年度は年次からの意
見を考慮し、内容を検討する。
・静聴の時間は昼間部と夜間部の２
回実施する必要があるので、手間が
かかるが朗読をBGMを含めてレコー
ディングしておけば実施しやすい。朗
読内容の質を高め、生徒たちが興味
を持つ内容を維持するためにも、常
に内容の選定吟味が必要である。そ
のためにも静聴の時間に対するこだ
わりを担当教師が持ち、聴く活動、読
む活動そして書く活動として発展させ
て行く必要がある。
・学校全体として10年を節目とした
様々な諸活動が行われた。教員や
生徒の中にも10年を振り返り、今後
さらに発展していこうとする気持ちが
生まれてきた。

評価

3

3

3

3

3

・総合的な学習の時間などを通して、自分が何が得意
で何が不得意かが確認できる。自己を知ることにより
将来を見据えることができる。社会に出るための準備
として大変有意義な時間だと感じた。
・人間性豊かな社会人を育てるために、長期的な展望
を持ちながら段階的な指導を行っており、その重要性
を再認識した。
・学校で普通にすべきことをしっかりと経験し、社会に
出て行くことが大事である。地域に住むものとして、生
徒達を見守る役目をしっかりと行っていきたい。

・生徒達の真剣に取り組む姿勢が大変印象的であっ
た。
・作った作品を地域の文化祭等に展示するなどし、こ
れを地域との交流の機会とすることにより、学校への
理解がより深められるのではないか。
・目標が明確であり、今後も継続していって欲しい。
・外部講師の方々とのふれあいにより、人間としての
幅が広がったのではないかと感じた。
・１年次から４年次にかけて「個人的なものから集団で
行うもの」。また、高学年になるにつれ「他者のためや
社会貢献を意識した内容」となっており、大変共感がも
てる。
・３年次生は全校生徒に向け自作のうどんをふるまっ
ていた。それを頂いたが、おいしく思いが伝わるうどん
であった。大変評価出来る行事であると感じた。

・人前で自分のことを話すのは、定時制の生徒達に
とって難しい面もあると思うが、自分の考えを述べたり
仲間の話を聞くことは、大変有意義である。
・他の生徒の考えや悩みを聞くことは、人間関係形成
や個々の自立に大変有意義だと感じた。
・人前で話をすることができただけでもすごいと感じ
た。

・放送で流す朗読は、教師だけでなく生徒のものもあっ
た。ＢＧＭもあり大変効果的だと感じた。
・聞いた朗読に対し、自分の意見や感想を書かせるこ
とは重要である。また、それに対し、教師がメッセージ
を返すことは生徒の考えを深めることにつながり、今後
もこの双方向でのやりとりを継続していって欲しい。

・素晴らしい幕絵が完成した。もっと多くの生徒の参加
があればよりよかった。
・本校創立期から生徒の様子を見てきたが、全体的に
生徒の顔が穏やかになり、登下校時前を向いて歩く姿
が多くなったと感じている。

（１）重点目標と評価項目については，各学校の現状と課題に基づき，実情に合わせて重点化し，設定する。
（２）学校関係者評価については，年度当初に今年度の重点目標の現状と具体的対策を説明し，評価に必要な情報提供を計画的に行う。学校関係者評価実施日とは，最終回の学校評価委員会等を開催し，学校自己評価を踏まえて評価を受けた日とする。

