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年 度 学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 県 立 羽 生 実 業 高 等 学 校 ）
社会に有為な産業人を育成する

※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)
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Ｂ 概ね達成(６割以上)

出席者

Ｃ 変化の兆し(４割以上)
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。
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わかる授業、伸ばす授業の実践と進路の実現を図る
地域に貢献する開かれた学校づくりを推進する
生徒指導を徹底し生徒のマナーアップを図る

校

自

己

評

価

標

学
年 度 評 価（２月３日 現在 ）

具体的方策

方策の評価指標

評価項目の達成状況

①生徒、教員双方による授業評
価を実施し、生徒のニーズに応
じて授業を改善する。
②基礎力診断テストを実施し、さ
らなる授業、教材の工夫をする。
また、授業での小テスト等を実施
し、基礎学力の育成を進める。
③資格取得者数増加に向けた
補習等の効果的な取組を推進
する。
①進学、就職希望者への効果的
な面接指導、小論文指導を実施
する。
②第一希望での就職先の決定
を進める。
③進路ガイダンス、進路講演会、
保護者進路説明会、インターン
シップを充実する。
④農業系、商業系大学等への進
学を奨励する。

①授業ｱﾝｹｰﾄの生徒・保護者
満足度、生徒の学習意欲の向
上。
②各教科で小テスト等を実施
することができたか。
③埼玉県高校生専門資格等
取得表彰（知事表彰）者数の
１０％増加。

授業改善、資格取得を推進し、生徒の学力向上を進めることができた。
①授業ｱﾝｹｰﾄの満足度について、生徒・保護者は変化が見られなかっ
た。
②国語、英語、社会で小テストを実施。
③埼玉県高校生専門資格等取得表彰（知事表彰）者数は、昨年度並みと
なった。

①進学、就職希望者の進路決
定率。
②第一希望での就職決定率。
③生徒、保護者の進路指導に
対する満足度。
④農業系、商業系大学等進
学者数。

計画的な指導により生徒一人一人の進路希望の実現を図ることができた。
①進学希望者は、受験予定の生徒を除き、全員合格。学校を通した就職希望者
は、100%の内定である。
②第一希望での就職決定率は75.3％となった。
③進路講話、進路ガイダンス、進路説明会、インターンシップ等のきめ細やかな
進路行事を行った。その結果、「進路行事が進路意識を高めている」と感じる保
護者は、85％である。
④商業系大学進学者５名、その他大学進学者６名である。

創立１００年を迎え、商業と農業を 地域関係機関との連携事業 ①商業・農業等の公開講座の実
併設する伝統校として、地域との関 の推進
施。
わりは深く、「羽実（はじつ）」と呼ば
②商業・農業等の各種の地域と
れ、地域に根ざした教育活動を展開
の連携事業の実施。
してきた。今後もさらに地域の期待
③県事業をとおしての地域連携
や信頼に応えるよう、さまざまな機会
の実施。
をとらえて、地域連携、情報発信に
努める必要がある。
また、地域の中学生の減少、生
徒、保護者のニーズを踏まえ、本校
の魅力をアピールし、専門学科に対
する理解を深め、目的意識の高い
志願者を確保する必要がある。

①公開講座数と参加者の満足
度。
②円滑に各種の地域との連携
事業を実施できたか。
③参加生徒の満足度と連携事
業を実施できたか。

地域関係機関との連携を円滑に推進することができた。
①農業体験講座３回、高校生インストラクター講座１回、植物分類入門２回、小
学生夏休み理科研究相談会２回を計画、実施し、ほぼすべての参加者が満足と回
答した。
②今年度も数多くの地域との連携事業を円滑に実施した。今年度は、新たにイス
‐１グランプリ、初山祭のボランティア、地元スーパーと開発に取り組んだ。
③次代を担う産業イノベーション事業等の参加生徒満足度は91.9％であった。
「子ども７０万人体験活動における高等学校体験活動に係る小学生とのスポーツ
交流事業」、「高校生の「農力」育成強化プロジェクト」では、Ｓ—ＧＡＰの認
証を受け、東京2020オリンピック・パラリンピックで羽実産お米をメインダイニ
ングに収めることが出来た。

本校には、多様な学力、進路希望
の生徒が入学し、生徒の実態把握、
生徒全員の基礎学力や主体的な学
びの定着を図る。そのため、「授業
改善」、「資格取得」に積極的に取り
組む必要がある。
また、生徒、保護者の進路実現に
対する期待は大きく、組織的、計画
的な進路指導で、高い進路実現に
結びついている。生徒の意欲を高
め、進路希望に応えるために、指導
1 内容を充実させる必要がある。

2

本校は、目指す学校像「社会に有
為な産業人を育成する」の下、地域
産業を支える担い手の人材育成を
行っている。そのため、生徒指導を
とおして、規律ある態度を確立させ、
社会が求める人格・人材育成を図る
必要がある。
また、学校行事や部活動等の特別
活動に取り組むことによって、主体
性やコミュニケーション能力を育成
3 することが大切である。

評価項目

学力向上に向けた授業改
善、資格取得の推進

生徒一人一人の進路希望
の１００％の実現

情報発信の工夫と生徒募集 ①ＨＰによる情報発信の回数や
定員の確保
新たな取組を行う。
②体験入学、学校説明会、中学
校への出前授業を充実する。
③中学校、塾訪問を実施する。
④広報紙「羽実だより」の発行を
効果的に行う。

①ＨＰによる情報発信の新た
な取組が出来たか。アクセス
件数。
②実施回数、体験入学や学
校説明会等への参加者数。
③訪問回数と中学校、塾の理
解。
④広報紙「羽実だより」の発行
回数

生徒募集定員確保に向けて情報発信を実施することができた。
①校長ＨＰをはじめ、毎日更新している。
②体験入学２回、学校説明会６回、出前授業６回実施。上級学校訪問５回対応。
その他、個別の学校訪問３組対応。生徒・保護者対応人数７６９名に対応。
③中学校訪問３回実施し本校のＰＲを図った。特に今年度は、熊谷地域の中学校
訪問を増やした。
④広報紙「羽実だより」の発行を定期的に行った。

①生徒・保護者の本校生活指
導の満足度。
①組織的、継続的な指導を実
施することが出来たか。
①生徒指導件数の比較。
①遅刻者数の比較。
②交通事故件数の比較。

基本的生活習慣の確立のための組織的で継続的な指導を進めることができた。
①生徒・保護者の本校生活指導の満足度は、75％となっている。
①生徒指導件数は減少はしていないが、多様な生徒に対応して、丁寧な指導に一
つ一つに取り組んだ。また「羽実生規律アップ努力目標」達成のため、朝のＳＨ
Ｒ等を活用して組織的に取り組んでいる。
①遅刻者数は昨年度よりも減となっている。
②生徒による自転車交通安全伝達講習会を体育館で実施した。交通事故件数は、
昨年よりも減少した（12月20日現在）。

特別活動における生徒の主 ①生徒会活動の更なる活性化を ①生徒アンケートの積極的に
体性の促進
目指す。
学校行事に参加している生徒
②学校農業クラブ活動を充実す の比較。
る。
②学校農業クラブ校内・県大
③複数の部で県大会出場を目 会の円滑な運営。各大会での
指す。
成果。
③県大会出場部活動数。

積極的に学校行事やボランティア活動等に参加する多数の生徒がおり、主体性を
育むことができた。
①生徒アンケートの積極的に学校行事に参加している生徒は昨年よりも若干減少
している。
②農業クラブでは、フラワーアレンジメント競技県大会担当校として、円滑な運
営ができた。また、県大会で最優秀賞を受賞し、全国高校生フラワーアレンジメ
ントコンテストに１０年連続出場を果たした。
③砲丸で国体に１名が出場し、第2位となる。また、県大会に陸上競技部、卓球
部女子団体で出場。

基本的生活習慣確立のた
めの「羽実生規律アップ努
力目標」の組織的、継続的
な指導の実施

①組織的、継続的な整容指導、
遅刻指導、校内美化を実施す
る。
②自転車マナーアップ推進校と
して交通安全教育を実践し、交
通事故減少を目指す。
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次年度への課題と改善策
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令和２年２月３日

学校関係者からの意見・要望・評価等

「本校に入学してよかった」と答えて
いる保護者は４年連続で９割超であ
る。そして、子どもが「一年前に比
べ、学校生活において努力したり頑
張ったりしている」、「授業に意欲的
に取り組んでいる」と答えている保護
者は８割超、「学校行事に積極的に取
り組んでいる」と答えている生徒は８
割超である。資格取得でも、主体的に
取り組む生徒が結果を残しており、教
職員の日頃の丁寧な指導が生徒に伝
わっている。今後もより一層の授業等
の工夫を進め、生徒の授業満足度を上
げていく必要がある。進学希望者、就
職希望者ともに、ほぼ全員の進路希望
が達成された。「進路指導は生徒の希
望や保護者の期待に応えている」と感
じている保護者は９割超である。今後
も進路希望の100％の実現を目指して、
進路指導のより一層の充実を図ってい
きたい。

・小テストによる学力向上に関して、良
い取り組みだと思います。引き続き継続
をお願いしたい。
・羽生市内の中学校の現状として、学力
の低下は著しい。自分の考えているこ
と、自分の意見をまとめて述べることが
なかなかできていない。短い熟語などで
の表現が多く、相手に上手く内容を伝え
ることが出来ない。全てではないが、こ
の現象が多くなってきたのも、スマート
フォンでメール等のやり取りが多くなっ
てからだと考えている。学校でもう少し
スマートフォンの取扱いについて指導が
必要ではないか。
・計画的な進路指導が行われており、高
い結果が出ている。就職については、第
一希望の決定率目標８０％を超えるよう
に御指導を願いたい。

本年度も地域連携事業を円滑に進めることが
でき、多くの生徒が活躍した。今年度、新た
に、イス―１グランプリ、初山祭でのイベン
トに参加し、大変好評であった。多くの生徒
が、地域の方に声をかけていただき、達成感
や使命感を得ることができ、学習意欲向上に
つながっている。
広報部を中心に、組織的な情報発信を効果
的に進めることができた。中学生の減少の
中、学校の魅力を伝える機会を増やすだけで
なく、今後もきめ細かな対応に努め、志願者
数の確保を進めていきたい。今年度は「羽実
生規律アップ努力目標」達成を目標として、
組織的な指導を実施した。毎朝の校門や生徒
玄関での立哨指導も定着してきた。そのた
め、遅刻者数が減少し、85％の生徒が「時間
を守ることに努めている」と答えるなど成果
が少しずつ表れ始めている。基本的生活習慣
確立のためにさらに組織的な指導を継続する
必要がある。また、「交通事故にあわない、
起こさないように注意している」生徒が94％
であり、事故ゼロを目指して、啓発活動を実
施していきたい。

・非常に地域のイベント・ボランティア活動
等に積極的に参加していて、地域の活性化に
つながっていると思います。引き続き、活動
をお願いします。

今年度は「羽実生規律アップ努力目
標」達成を目標として、組織的な指導
を実施した。毎朝の校門や生徒玄関で
の立哨指導も定着してきた。そのた
め、遅刻者数が減少し、86％の生徒が
「時間を守ることに努めている」と答
えるなど成果が少しずつ表れ始めてい
る。基本的生活習慣確立のためにさら
に組織的な指導を継続する必要があ
る。また、「交通事故にあわない、起
こさないように注意している」生徒が
94％であり、事故ゼロを目指して、啓
発活動を実施していきたい。
部活動等では、陸上競技部（関東大
会・国体）、卓球部が県大会へ進ん
だ。ボランティア活動に自主的に参加
する生徒が多数おり、今後も生徒の主
体性を養う特別活動の充実を進めてい
きたい。

・生徒は様々な企業に入社していくと思いま
すが、『社会性の身に付いていない生徒も多
く、企業としても困惑しているところがあ
る。』羽生実業高校の目指す学校像でもある
『社会に有為な産業人を育成する』ために
も、「社会性を身につける」ことが大切だと
思います。そこで、社会性を身につける内容
を「羽実規律アップ努力目標」に加えて欲し
い。

・羽生実業高校の魅力。資格取得の状況など
もう少し発信できると良いと思います。その
為に、資格取得の向上にむけての取り組みを
具体的にしていく必要がある。是非、検討し
てください。

Ｂ

Ａ

Ａ

・部活動等については、引き続き御指導をい
ただき、一人でも多くの生徒の活躍を期待し
ます。

