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目指す学校像
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
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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
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学
年 度 評 価（２月１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、生徒は変化が見られなかったが、
保護者は1.1倍増であった。
②国語、英語、家庭、商業で小テストを実施。
③埼玉県高校生専門資格等取得表彰（知事表彰）者数は、2.1倍増
となった。また、国家資格である「フラワー装飾技能検定」にお
いて、彩の国優秀技能者として県知事から３年連続で表彰を受け
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、87％である。
④農業系大学進学者１名、商業系大学進学者２名、埼玉県農業大
学校進学者２名である。

創立９９年を迎え、商業と農業を併 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
設する伝統校として、地域との関わり の推進
施。
は深く、「羽実（はじつ）」と呼ばれ、
②商業・農業等の各種の地域と
地域に根ざした教育活動を展開して
の連携事業の実施。
きた。今後もさらに地域の期待や信
③県事業をとおしての地域連携
頼に応えるよう、さまざまな機会をとら
の実施。
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
2 理解を深め、意欲のある目的意識の
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
スーパーと開発した肉うどんの販売を実施した。
③８県事業を円滑に実施した。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。特に今年度は新たに
「夢と豊かな心をはぐくくむ講演会事業」、「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」を実施し
た。

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
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。
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本校には、多様な学力、進路希望
の生徒が入学している。そのため、
生徒の実態を把握し、生徒全員に基
礎学力や主体的な学びの定着を図
る「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
対する期待は大きい。組織的、計画
的な進路指導により、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。

3

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

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。

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４回実施予定であ
る。
③中学校訪問３回、塾訪問１回実施し本校のＰＲを図った。特に
今年度は入学生の通っていた塾を把握し、効果的な塾訪問を実施
した。
④広報紙「羽実だより」の発行回数は、昨年度の1.2倍である。

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、73％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ＳＨＲ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11.8％減となっている（12月21日現
在）。
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21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 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
体性の促進
目指す。
学校行事に参加している生徒 おり、主体性を育むことができた。
②学校農業クラブ活動を充実す の比較。
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
る。
②学校農業クラブ県連事務局 よりも1.1倍増となった。
③複数の部で県大会出場を目指 としての円滑な運営。
②農業クラブ県連事務局の２年目として県連会長を中心に、滞り
す。
③県大会出場部活動数。
なく円滑に、各大会の運営を進めた。
③ウエイトリフティング部がインターハイに３名、国体に２名出
場した。また、県大会に陸上競技部７名、卓球部３名が出場し
た。農業クラブでは、全国高校生フラワーアレンジメントコンテ
ストに９年連続出場した。

達成度

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

校
実 施 日

関

係

者

４名
３名
１１名

評

価

平成３１年２月１日

次年度への課題と改善策

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９
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８
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。

資格取得に力を入れ、生徒に目
標を持たせ、自己肯定感を高める
ような指導をお願いしたい。
今年度の進路実績は、生徒・保
護者の期待に十分応えている。さ
らに、就農への道筋を具体的に示
し、農業系大学や農業大学校等に
進学する生徒の増加を図って欲し
い。
今後も生徒・保護者の授業、進
路指導等への期待に応えて指導し
て欲しい。

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。

今年度も新たな地域連携事業を
行い、積極的に生徒の活躍の機会
を増やしている。「はじつ」とし
て地域の高校として根差してお
り、生徒が地域を盛り上げてくれ
ている。今後も地域連携を進めて
欲しい。
中学生徒数減少で生徒募集の厳
しい地域なので、成果を上げるこ
とは厳しいと思うが、学校のＰＲ
は進んでいる。全県的に農業系学
科は生徒が集まっているが、商業
系学科は集まっていない現実もあ
るが、商業系３学科のアピールを
より進め、今よりも広い範囲で、
粘り強く生徒募集を続けることが
大切である。
そして、１００周年に向けて、
生徒等の意見・アイディアを集め
て、特徴ある学校づくりを進める
必要がある。

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、ウエイトリフティン
グ部の活躍等が部活動の活性化につな
がり、陸上競技部、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
てていきたい。

組織的な巡回指導や立哨指導等
を行っているため、遅刻者減少等
の成果が現れ始めている。年々、
学校は落ち着いてきている。今後
も「羽実生規律アップ努力目標」
達成のために、指導を継続するこ
とが重要である。
部活動では、ウエイトリフティ
ング部、陸上競技部、卓球部、農
業クラブの活躍など成果が上がっ
ている。また、文化部の活動発表
の場を増やして欲しい。今後も部
活動やボランティア活動、特別活
動等に取り組むことによって自尊
感情や社会性を身につける指導を
進めて欲しい。
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