
重点項目 具体的施策 達成目標
H30

自己評価
Ｒ1

自己評価
Ｒ２

自己評価
成果と課題

Ａ B A
4.0 3.9 4.2

ａ：19.6% ａ：14.6% ａ：33.3%
c：11.8% c：12.2% c：４.8%

B B A
3.9 3.9 4.1

ａ：19.6% ａ：4.9% ａ：29.4%
ｂ：66.7% b：85.4% b：61.8%
c：13.7% c：9.8% c：8.8%
ｄ：0% d：0% d：0.0%

Ａ A A
4.1 4.0 4.4

ａ：25.5% ａ：19.5% ａ：46.2%

ｂ：66.7% b：70.7% b：51.3%
c：7.8% c：9.8% c：2.6%
ｄ：0% d：0% d：0.0%

B B A
3.5 3.9 4.0

ａ：16% ａ：14.6% ａ：30.8%
ｂ：52% b：70.7% b：53.8%
c：32% c：14.6% c：15.4%
ｄ：0% d：0% d：0.0%

B B A
3.3 3.3 4.1

ａ：5.9% ａ：7.3% ａ：23.1%
ｂ：56.9% b：61% b：71.8%
c：35.3% c：22% c：5.1%
ｄ：2% d：9.8% d：0.0%

B B A
3.8 3.7 4.2

ａ：23.5% ａ：14.6% ａ：28.9%
ｂ：56.9% b：61% b：65.8%
c：19.6% c：24.4% c：5.3%

Ｂ B A
3.9 3.7 4.2

ａ：19.2% ａ：4.9% ａ：36.8%
ｂ：65.4% b：75.6% b：55.3%

c：15.4% c：19.5% c：7.9%

ｄ：0% d：0%

Ａ A A
4.1 4.0 4.1

ａ：25.5% ａ：15% ａ：32.4%
ｂ：64.7% b：77.5% b：54.1%
c：9.8% c：7.5% c：13.5%
ｄ：0% d：0% d：0.0%

Ａ A A
4.1 4.0 4.2

ａ：25% ａ：19.5% ａ：40.5%
ｂ：65.4% b：68.3% b：51.4%
c：9.6% c：12.2% c：8.1%
ｄ：0% d：0% d：0.0%

A A A
4.4 4.3 4.5

ａ：43.1% ａ：31.7% ａ：47.2%
ｂ：52.9% b：68.3% b：52.8%
c：3.9% c：0% c：0.0%
ｄ：0% d：0% d：0.0%

A A A
4.3 4.2 4.2

ａ：36.5% ａ：26.8% ａ：34.2%
ｂ：59.6% b：68.3% b：60.5%
c：3.8% c：4.9% c：5.3%
ｄ：0% d：0% d：0.0%

B A B
3.9 4.0 3.9

ａ：25.5% ａ：24.4% ａ：30.6%
ｂ：56.9% b：65.9% b：50.0%
c：17.6% c：9.8% c：19.4%
ｄ：0% d：0% d：0.0%
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豊かな心を
育む教育

6
・健全で安全な生活を
営む習慣や態度の育成
を図る。

・担任を除く全職員を登校指導に割り当てる。
・遅刻，服装，挨拶指導を強化する。
自転車マナー講習会を年度当初に行う
・挨拶・言葉遣いなどの基本的な生活習慣を確立
する。

・自転車のルールを把握させ、登下校時の自転車事故を減少させる。
・風紀面で注意される生徒を2％以下に。
・自ら挨拶ができる生徒を50％以上挨拶をされればしっかりと返す生徒を100％にする
・生徒ｱﾝｹｰﾄ「キチンと挨拶できていますか」の割合を80％に
・生徒ｱﾝｹｰﾄで「朝や授業において遅刻していませんか」の割合をＡＢ合計95％以上に
する。
・生徒ｱﾝｹｰﾄで「服装・頭髪等の学校生活でのﾙｰﾙは守られていますか」の割合をＡＢ
合計90％以上にする。

8
・生徒の内面的な理解
を深めるため、健康相
談および教育相談を充
実させる。

・心の健康面に問題を持った生徒を早期発見し、関
係分掌と連携し対策に努める。
・スクールカウンセラーによる教育相談を一層充実
したものにする。

・日常的に生徒の健康管理に努め、問題生徒のケアに努める。
・保健部会において生徒状況の十分な情報交換に努める。
・スクールカウンセラー・学年・担任・養護教諭と連携した協力体制を築き、職員全体で
の対応を図る。

人権教育の
推進

・人権教育を通し現代
社会の様々な問題を考
察し、人権意識を磨く。
・他人の人権も配慮でき
る人間形成を目指す。
・人間への敬意を持ち、
その個性を認め合うこと
で誰もが共生できる多
様性社会の実現に向け
努力する。

・担当者が使いやすい教案の作成。
・効果的な視聴覚教材の導入。
・専門家によるわかりやすい講演の依頼。

・グローバル社会をふまえたSOJI、ジェンダー、外国人の労働問題等をふまえた教案
の作成。
・生徒が各人権問題の視点取得を得られる内容の工夫。

生徒の健や
かな体づく
りの推進

11
・自分自身の生活習慣
や心身の状態に気づ
き、健康的な生活習慣
の大切さを知り、健康問
題を自ら解決していく態
度を育てる。

・生徒保健委員会の自主的な活動を援助し、生徒
の健康に関する興味・関心を高める。
・保健委員の指導や保健だよりを発行し、健康に関
する意識の啓発に努める。
・感染症予防への対応を図る。

・文化祭・体育祭等の学校行事・保健行事ごとの保健委員会の活動を促す。
・ ｢保健だより｣、行事ごとに生徒による「保健委員会だより」を発行する。
・手洗い場所へ石けんを配置し、手洗い・うがいの呼びかけ、手洗いの意識を高めるな
ど、感染症予防のための環境整備に努める。

・生徒アンケート「服装・頭髪等の学校生活でのルールは守られていますか。」の割合
をＡＢ合計90％以上にする。

・基本的生活習慣の確
立と規範意識の向上を
図る。

9
・８時２０分から「朝学習」を実施する。
・遅刻者をなくし、余裕をもった行動を促す。

令和２年度　学校評価総括表　　伊丹市立伊丹高等学校                                                                                                   

教育目標
人格の完成を目指して知・徳・体の調和を図り、平和的な国家及び社会の形成者として資質の向上に努め、心身ともに健全で個性豊かな人間を育成する。
①自立の精神を養い、正しい判断力と実践力の育成を図る。②豊かな情操の育成と基本的な生活習慣の確立を図る。③学習意欲を向上させ、生徒個々に応じた学力を伸長する。

重点目標

“学びのフロンティアへの挑戦”伸びる力をより伸ばす市高教育の実践 ～グローバル人材育成プロジェクトの発展をめざして～
市高の目指す５つの“学びのフロンティア”
(1) グローバル人材の育成に向けた多様な取組の充実と推進
(2) 主体的・対話的で深い学びの上に立つ、探究力と自己教育力の育成
(3) 自己実現を目指し、より良く生きるためのキャリア教育の推進
(4) 地域を理解し、交流を通して地域に貢献できる人材の育成
(5)小学校、中学校、特別支援学校等との学校間連携の強化（学びの継続性）

※　自己評価のABCDについては、教員評価のａを5点、ｂを4点、ｃを2点、ｄを1点とし、5点満点で平均、A：4.0以上　B：3.0～4.0　C：2.0～3.0　D：1.0～2.0と表示している　　　

項目

学
力
の
向
上

生徒一人ひ
とりの個性
や能力に応
じた教育の

推進

1
・個々に応じた教育と指
導形態の工夫を行う。
・基礎基本を徹底し、学
習習慣を身につけさせ
る

・主体的・対話的で深い学びの研究・実践をする。
・少人数授業や習熟度別授業など効果的な指導を
研究・実践する。
・授業改善に取り組む。

・「先生は教え方に工夫をしていますか」（生徒アンケート評価Ａ・Ｂ）を70％以上にす
る。
・習熟度別指導、チームティーチングなどを展開
・「授業に満足していますか」（生徒アンケート評価Ａ・Ｂ）を60％以上にする。

新たな社会
への対応力
を育む教育

の推進

2　（教務部）
・新学習指導要領導入に
向け準備を進める。
・校務支援ｼｽﾃﾑの研究を
行う。
（進路指導部）
・進路実現のために必要
な力の伸長が図られるよ
うに指導・支援を行う。
・新学習指導要領導入に
向けた準備を進める。
・校務支援ｼｽﾃﾑの研究を
行う。

（教務部）
・新学習指導要領の研究を進める。
・校務支援ｼｽﾃﾑ等の研究を行い調査書や指導要
録の変更に対応する。
（進路指導部）
・各学年との連携を密にし、情報交換に努め、要望
に応じた適切な情報提供に努める。
・大学入試改革における情報収集・情報提供を行
う。
・新学習指導要領の研究を進める。
・校務支援ｼｽﾃﾑ等の研究を行い調査書や指導要
録の変更に対応する。

（教務部）
・新学習指導要領導入に向け準備を進める。
・校務支援ｼｽﾃﾑ導入に向けた準備･研修等行う。
（進路指導部）
・各学年2回以上進路講演会・ｶﾞｲﾀﾞﾝｽを行う。
・職員及び当該学年生徒へ大学入試改革等に関する説明会を年間複数回行う。
・新学習指導要領導入に向け準備を進める。
・校務支援ｼｽﾃﾑ導入に向けた準備･研修等行う

3
・生徒一人一人に応じ
た進路実現を図り、生
徒が最後まで努力する
体制をつくる。

・放課後や長期休業中の補習を充実させる。
・きめ細やかな面談を実施し、生徒等が納得できる
進路実現を図る。
・トワイライト講座を実施する。

・担任は各学期1回以上進路面談を実施する。
・生徒アンケート「学校の進路指導に関する体制について、満足していますか。」の割合
をＡＢ合計で80％以上にする。

進路目標の
確定と学習
習慣の定着

　４・５
（1学年）  ・高校3年間を自
らの手でﾃﾞｻﾞｲﾝさせ、自己
効力感の構築を促す。
（2学年） ・進路目標を具
体化させつつ、第一希望
の底上げをさせる。
・基礎学力の定着させる。
・自主自律の確立
（3学年）　・進路目標を決
め、その実現に向け粘り
強く取り組ませる。

（1学年）・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞの創造
・学年･進路通信発行により的確かつ迅速な情報発
信を行う
（2学年）・個別面談・三者面談による、きめ細やか
な指導をおこなう。
（3学年）・適宜面談を実施し、進路決定に向けた助
言を行う。
・学習環境の整備（学習会・補習・自習室の設置）

（1学年）・生徒ｱﾝｹｰﾄ「自分の将来の進路について、調べたり考えたりしていますか」の割合をＡ
Ｂ合計80％以上にする。
（2学年）・生徒アンケート「自分の将来の進路について、調べたり考えたりしていますか」の割合
をＡＢ合計９０％にする。
（3学年）・生徒アンケート「学校の進路指導に関する体制について、満足していますか」の割合
をAB合計８０％以上にする。
（進路指導部）・生徒ｱﾝｹｰﾄ「自分の将来の進路について、調べたり考えたりしていますか」の割
合をＡＢ合計80％以上にする。
・出願に向けて個別検討会を複数回実施し、その結果に基づいた適切な指導を随時行う。

（1学年）・「朝学習」時に小ﾃｽﾄを実施し、基礎学力の定
着を図るとともに、家庭学習習慣をつけさせる。
（2学年）・「朝学習」で、「大学入学共通テスト」に対応し
た基礎学力の定着を図る。
・中堅学年として、学習、ＨＲ活動、学校・学年行事や部
活動などを、一生懸命に取り組ませる。
（3学年）・各種検定の受検を推奨し、対策指導を実施す
る。　　　　　　（進路指導部）・「朝学習」時に小ﾃｽﾄを実
施し、基礎学力の定着を図るとともに、家庭学習習慣を
つけさせる。

（1学年）・生徒ｱﾝｹｰﾄ「小ﾃｽﾄや学習会、補習は効果的に実施されていると思いますか」の割合
を合計80％にする。
・生徒ｱﾝｹｰﾄ「家庭での学習時間は平日に60分以上確保していますか」の割合をD20％に以下
にする。
（2学年）　・生徒アンケート「小テストや学習会、補習は効果的に実施されていると思いますか」
の割合をＡＢ合計９０％にする。
・生徒アンケート「家庭での学習時間は平日に60分以上確保していますか」の割合をD２０％以
下にする。
（3学年）・生徒アンケート「小テスト、学習会、補習は効果的に実施されていると思いますか」の
割合をAB合計８０％以上にする。
（進路指導部）・生徒ｱﾝｹｰﾄ「小ﾃｽﾄや学習会、補習は効果的に実施されていると思いますか」
の割合を合計80％にする。
・生徒ｱﾝｹｰﾄ「家庭での学習時間は平日に60分以上確保していますか」の割合を70％にする。

7
・生徒の内面の理解を深
め、「こころの教育」の充
実を図る

・スマホ・携帯電話マナー講演会を全学年で実施
・いじめ実態把握アンケート年に3回実施
・教育相談の実施や保健部､ｶｳﾝｾﾗｰ、いじめ対応
ﾁｰﾑ等との連携
・個別面談を実施する。
・人権教育、ホームルーム活動を通して、個性の尊
重・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの大切さを理解させる。

・いじめ実態把握ｱﾝｹｰﾄ、教育相談などからいじめが発見されれば早急に情報共有し
対応
・生徒の微妙な変化に気付くために挨拶を増やし生徒とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを積極的に図
る。
・生徒ｱﾝｹｰﾄで「相談や悩み事について話しやすいように配慮されていると思います
か」の割合をＡＢ合計80％以上にする。
・生徒ｱﾝｹｰﾄ「自分を大切にすることや、他人への思いやりについて教えてもらってい
ますか」の割合を80％以上にする。

教員評価

教員評価

教員評価

・生徒アンケート「朝や授業において、遅刻はしていませんか。(余裕をもった行動がで
きていますか。)」の割合をＡＢ合計90％以上にする。

10
・服装・頭髪の乱れをなくし、規範意識を高める。

教員評価

教員評価

教員評価

教員評価

教員評価

教員評価

教員評価

教員評価

教員評価

・新学習指導要領導入に向け、ほぼ完成段階に入った。今
後、魅力的な選択科目を考える必要がある。

・校務支援システムを来年度4月より導入するにあたり問題
点があった。早期に導入するために、各部署と連携する必
要がある。                                                  ・各学年2
回以上の進路講演会・進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽを行い、生徒の進路意
識の向上、進路選択に役立てることができた。今後は受験
の早期化に伴い、実施時期を検討し、より効果的なものに
する必要がある。
・7月,12月,1月に個別進路検討会を実施し、進路指導に関し
て、情報共有を行った。

・生徒アンケートはＡＢ合計で76.8％ではあった。授業に対し
て満足していない生徒との対話を深め、より満足される授業
を提供するとともに、生徒の信頼を得るよう努める。

・生徒アンケートがＡＢ合計で81.8％ではあったが、よりAの
割合が多くなるよう、教員の更なる努力が必要あると思われ
る。

（進路指導部）生徒アンケートに関して、AB合計81.8％であった。
進路ガイダンスにおける講演等を通して、進路決定に向けた具体
的なイメージを膨らませ、目標とさせることを図った。
（1学年）生徒アンケートに関して69.8％と目標を下回った。7の進路
指導には満足している生徒も多いが、受け身な部分があると思わ
れるので、今後は自ら進路に向けての行動選択ができるような取
り組みを発信していきたい。
（2学年）生徒アンケートに関して、ＡＢ合計81.2％であった。何事に
も一生懸命取り組む態度を身に付けさせ、自立して未来に挑戦す
る態度を育成したい。
(3学年）共通テストの混乱とコロナによる影響で受験生の動向が
従来と異なったため、難易度による指導だけでは受験校を絞るの
が困難であった。志望校合格を決めた生徒は、D,E判定でも最後
の機会まで粘り強く受験した。

（1学年）アンケートについてはABで79.8％と概ね目標達成したが、
小テストの取り組み方についてはもう少し改善できるところもあると
思われる。効果的、積極的な取り組み方ができるような工夫をは
かりたい。家庭学習については、Dで11.2％であった。学習習慣を
付けさせる工夫、声かけをはかりたい。
（2学年）生徒アンケートに関して、ＡＢ合計82.3％であった。熱心に
取り組めている生徒もいるが、定期考査や実力テストと連動して成
果に繋がっている生徒を増やせるように声かけをしていく。家庭学
習に関して、Dは16.9％であった。「自宅学習開始時間、就寝時
間、起床時間の固定」のいわゆる「３点固定」による規則正しい生
活習慣により、学習のリズムを作らせ、「ブレ」のない学習時間の
確保を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3学
年）商業科の資格取得、普通科の英検２級取得に力を入れた。外
部試験を採用する大学が増え、特に英検２級は役立った。

自転車事故、ルール違反について多くの生徒が守れている
と答えているが、細かなルールを把握できていない事によっ
て数値が高いと判断する。より細かなルールを把握させる
必要がある。
挨拶・風紀面等に安心せず、こまめな指導を継続していく必
要がある。日頃からの細かな変化に気づくような姿勢が必
要。

今年度は、全校、学年単位で集まる機会が減少し、全体で
の関わりや話をする機会が減ってしまった。クラス単位で考
えさせる機会や学級経営を行う上で不十分であることも考
えられる。生徒との関わりを大切に学校生活を行わなけれ
ばいけない。

・生徒の健康管理や支援の必要な生徒のケアに努めた。
・保健部において、生徒の状態など情報交換に努めた。特
に心の問題については、早期発見に努め、教育相談を勧め
るなど解決策を探った。
・支援の必要がある生徒に対し、職員全体の協力体制をよ
り密に連携していきたい。保健室利用頻度の高い生徒につ
いて、担任（学年）、養護教諭の指導方針をよくすり合わせ
て、より連携を図っていきたい。
・関係機関とも連携の強化を図る。

生徒アンケートは　AB90％以上は達成できた。（98.3％）ま
た、自ら規範意識を持ち、学校生活を送らせることができ
た。今後も引き続き指導を行っていきたい。

・新型コロナウイルス感染症拡大のために、学校行事、保
健行事での保健委員会の活動が中止、縮小された。
・「保健だより」の発行、掲示板の活用などで、感染症対策
に関する情報を発信し、健康に関する意識向上に努めた。
・感染症対策のための環境整備として、温度湿度計の他、
消毒液の設置や換気の呼びかけなども行った。
・全職員で新型コロナウイルスの感染予防に努め、学校内
感染を押さえ込むことができた。
・２回の保健講演会(性教育1年・薬物乱用防止1，2年）は新
型コロナの感染拡大防止のため中止になったが、12月の講
演会(2年 DV防止)はオンラインで開催し、健全な生活につ
いて意識を向けることができた。

生徒アンケートは　AB90％以上は達成できた。（91.7％）遅
刻者に対して、その都度声掛けするようにしている。しかし
ながら、生徒が急いで来ることが事故につながる可能性が
あるので、余裕をもって登校するよう、今後も引き続き指導
を行っていきたい。

　性的マイノリティー、超高齢社会、在日外国人等、現在、ク
ローズアップされているテーマについて一定の成果を収め
ることができた。ジェンダーのテーマでジェンダーギャップ指
数と女性差別の相関性をもっとわかりやすく示す必要があ
る。また部落等、見えにくくなってきている問題をどう考える
かは今後の課題。グローバル社会で当然のこととして求め
られている多様性の重視をしっかり伝えられる授業の内容
を今後も検討していく必要がある。
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商業科の活
性化

17
・主体的・対話的で深い
学びによるキャリア教育
の充実を図り、正しい職
業観・勤労観を身に付
けさせる。
・検定試験合格に向け
て組織的に取り組む

・商店経営実習やｵｰﾌﾟﾝ･ﾊｲｽｸｰﾙなどの各種行事
を生徒が企画し、運営する。高大連携や外部講師
を招いて講演会を実施し、専門的な学びを深める。
・英語、情報処理、簿記などの検定試験対策講座
を行う。

・商店経営実習として9月に「市高フェスタ」を実施、10月の商業科ｵｰﾌﾟﾝ･ﾊｲｽｸｰﾙで
は、生徒が体験授業等の内容について企画･運営する。
・大学教授や外部講師を招き講演会を実施する
・外部講師による全商英検講座を実施、夏･冬の簿記､情報処理検定の級別補習を組
織的に10日間以上行う。

特
色
あ
る
学
校
づ
く
り

探究活動の
充実

14
・事業の精選と活性化
を図る。探究活動等の
取組について検討す
る。

・学年と連携をとり探究活動の活性化を図る。

GCコースの
活性化

15
高い英語力の育成だけ
でなく柔軟性やチャレン
ジ精神を伸ばし、難関
大学への進学率を向上
させる。

・国公立大学をはじめ、大学見学会を進路指導部
と連携して実施する。
・English Camp・English Seminarを通して、ｵｰﾌﾟﾝﾏｲ
ﾝﾄﾞを目指す。
・英語検定取得に向けてALTを活用しながら面接
指導などの取り組みを強化する

・進学実績の上昇を目指す。
・卒業時までに英検2級取得率80％以上を目指す。
・卒業時までに英検準2級取得100％を目指す。

16
・さらなる特色化に向け
て継続的な検討を行う。

・Global Studyにおいて他分野の講師を招き、講演
回数を増やす。
・京都語学実習・ＧＣジョイント・English Camp・
English Seminarを実施する。
・他校国際科との情報交換を通して行事の実施方
法・特色化を探る。

・各学期に１回の講演を実施する。
・京都語学実習・ＧＣジョイント・English Camp・English Seminarの満足度を100％にす
る。
・他校の研究授業、研修への職員の参加回数を増やす。

・７３回生は卒業時点で準２級に関しては90%前後の取得率
だが２級に関しては55％程度の取得率となっている。しか
し、前向きに取得を目指す生徒は年々増えている。面接練
習においては他学年、部署、ＡＬＴの先生にも協力して頂い
ている。ＣＢＴやＳ－ＣＢＴなどを合わせると受験機会も増え
るので、今後、生徒自身に合った受験方法を検討させる必
要もあると思う。・また新しい試みとしてオンラインでグロー
バルカフェを実施した。
・大阪大学、関西大学への見学会を実施した。今後も進路
指導部とGC委員会が連携をし、大学見学会を通して進路
意識を高めていきたい。
・Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｔｕｄｙでは生徒が外国に行けない代わりに、関西大の
教授の先生や兵庫県の国際交流員の方など外国人の方に来て頂
き、話を聞いたり、ワークショップを通して外国の文化に触れる機
会を作った。来年度も現在のような状況が続くと思われるので、国
内にいても異文化交流できる方法を考えていきたい。　・English
CampやSeminarは内容の大幅な変更を余儀なくされた。Seminar
は業者の変更もあったが、やはり内容としては昨年度までのエン
パワープログラムの方が生徒の英語をこれからも学習し続けたい
というモチベーションにはつががると思う。制限がある中でも、ＧＣ
コースを希望して入ってきた生徒のために、最大限できることをし
ていきたいと思います。

・9月と12月に「市高フェスタ」をイオンモール伊丹で行った。
例年使用している伊丹郷町館が今年度は使用できなかった
が、イオンモールでの販売実習はコロナ禍において、積極
的な広報活動が行えなかったにもかかわらず多くの人が訪
れ大盛況に終わった。商品の仕入や販売、ゲームなどの企
画において生徒が主体的に行動し、成功に導くことができ
た。
・組織的な補習などにより特に1年生において検定試験にお
ける導入段階での学習習慣の向上が見られ、検定試験に
よっては全員合格を果たすなどの成果が見られた。

開
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学
校
園

学校情報の
積極的な発

信
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・HP、刊行物、学校説明
会などを活用し、学校の
情報を保護者や地域に
発信する。

・HPの内容充実し更新回数を増やす。
・学校説明会を年3回以上行い、自校の特色理解を
深める。また参加申込を簡略化。
・学校案内の作成
・新しいポロシャツの認知度を高める

・HPの内容更新のスピード化と視覚的向上を図る。
・学校説明会参加者アンケートの満足度を90 % 以上にする。

教員評価

教員評価

教員評価

教員評価

教員評価

・探究活動については、系統だった指導を行えることが出来
るようになった。今後は多くの生徒が調べ学習の域を超えら
れるよう、1年次から探究活動の更なる充実を図りたい。

・HPについては、動画のページやブログのページを追加す
ることにより発信する情報の種類が増えた。更新の回数が
思うように増えていないので、更新する仕組みに課題が残
る。一方で一回の内容更新のスピード化は向上することが
出来た。さらに内容の充実を図りたい。
・学校説明会の参加申し込みをネット申し込みにしたので簡
略化できた。また、参加者アンケートの満足度を90 % 以上
にするが出来た。一方で、参加申し込みの取り消しなどの
処理や人数制限の処理に課題が残った。
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授業はわかりやすく楽しいと思いますか。（授業に満足していますか。）

授業を進める速さは適当だと思いますか。

先生は、教え方にいろいろ工夫していると思いますか。

小テストや学習会、補習は効果的に実施されていると思いますか。（授業理解などに役立っていると思いますか）

先生は、質問に対して丁寧に対応していると思いますか。

家庭での学習時間は平日に60分以上確保していますか。

学校の進路指導に関する体制について、満足していますか。

自分の将来の進路について、調べたり考えたりしていますか。

交通ルールやマナーは守れていると思いますか。

きちんと挨拶できていますか。

服装・頭髪等の学校生活でのルールは守れていますか。

朝や授業において、遅刻はしていませんか。（余裕をもった行動ができていますか。）

自分を大切にすることや、他人への思いやりについて教えてもらっていますか。

相談や悩み事について話しやすいように配慮されていると思いますか。

自分の健康管理ができていますか。

学校へ行くのが楽しいですか。

校内の環境美化活動は適切に行われていると思いますか。

生徒会行事や学校行事が充実していると思いますか。

市高に入学してよかったと思いますか。

1年 生徒アンケート結果
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授業はわかりやすく楽しいと思いますか。（授業に満足していますか。）

授業を進める速さは適当だと思いますか。

先生は、教え方にいろいろ工夫していると思いますか。

小テストや学習会、補習は効果的に実施されていると思いますか。（授業理解などに役立っていると思いますか）

先生は、質問に対して丁寧に対応していると思いますか。

家庭での学習時間は平日に60分以上確保していますか。

学校の進路指導に関する体制について、満足していますか。

自分の将来の進路について、調べたり考えたりしていますか。

交通ルールやマナーは守れていると思いますか。

きちんと挨拶できていますか。

服装・頭髪等の学校生活でのルールは守れていますか。

朝や授業において、遅刻はしていませんか。（余裕をもった行動ができていますか。）

自分を大切にすることや、他人への思いやりについて教えてもらっていますか。

相談や悩み事について話しやすいように配慮されていると思いますか。

自分の健康管理ができていますか。

学校へ行くのが楽しいですか。

校内の環境美化活動は適切に行われていると思いますか。

生徒会行事や学校行事が充実していると思いますか。

市高に入学してよかったと思いますか。

2年 生徒アンケート結果
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授業はわかりやすく楽しいと思いますか。（授業に満足していますか。）

授業を進める速さは適当だと思いますか。

先生は、教え方にいろいろ工夫していると思いますか。

小テストや学習会、補習は効果的に実施されていると思いますか。（授業理解などに役立っていると思いますか）

先生は、質問に対して丁寧に対応していると思いますか。

家庭での学習時間は平日に60分以上確保していますか。

学校の進路指導に関する体制について、満足していますか。

自分の将来の進路について、調べたり考えたりしていますか。

交通ルールやマナーは守れていると思いますか。

きちんと挨拶できていますか。

服装・頭髪等の学校生活でのルールは守れていますか。

朝や授業において、遅刻はしていませんか。（余裕をもった行動ができていますか。）

自分を大切にすることや、他人への思いやりについて教えてもらっていますか。

相談や悩み事について話しやすいように配慮されていると思いますか。

自分の健康管理ができていますか。

学校へ行くのが楽しいですか。

校内の環境美化活動は適切に行われていると思いますか。

生徒会行事や学校行事が充実していると思いますか。

市高に入学してよかったと思いますか。

3年 生徒アンケート結果
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