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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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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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学
年 度 評 価（２月１日 現在 ）

具体的方策

方策の評価指標

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。
また結果をフィードバックし、学習
意欲を高める。
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授業ｱﾝｹｰﾄの生徒・保護者
満足度が８５%以上。
②ｱﾝｹｰﾄでの生徒の学習意
欲。
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、生徒の学習意欲の向上を進
めることができた。
①②授業ｱﾝｹｰﾄの生徒・保護者満足度が８５%以上には及ば
なかったが、「本校入学後に勉強がわかるようになった」
生徒が微増しており、生徒の学習意欲の高まりが見られ
る。
③埼玉県高校生専門資格等取得表彰（知事表彰）者につい
ては、評価指標に届かなかった。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２年連続で表彰を受けた。また、全国商業
高等学校協会検定試験の６種目１級取得者を２名、３種目
１級取得者１名輩出することができた。

①進学、就職希望者への効果的
な面接指導、小論文指導の実
施。
②第一希望での就職先の決定。
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
シップの充実。

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。

進路指導部、学年等の計画的な指導により進路希望の実現
につなげることができた。
①進学希望者は、受験予定の生徒を除き、全員合格。就職
希望者は、96.8%の内定であり、未定者については卒業まで
指導を続ける。
②第一希望での就職決定率は81.3％と高い数字となった。
③進路講話、進路ガイダンス、進路説明会、インターン
シップ等の多様な希望に応える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、83％である。

創立９８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、地域に根ざし の推進
施。
た教育活動を展開してきた。今後、
②各種の地域との連携事業の実
さらに地域の期待や信頼に応えるよ
施。
う、さまざまな機会をとらえて、地域
③県事業をとおしての地域連携
連携、情報発信に努める必要があ
の実施。
る。
また、中高の連携を強化し、本校
の魅力をアピールし、専門学科の理
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。

評価項目

本校には、幅広い学力層の生徒 学力向上に向けた授業改
が入学している。一方、生徒、保護 善、資格取得の推進
者の進路実現に対する期待は大き
い。そのため、生徒の実態を把握
し、生徒全員に基礎学力を定着さ
せ、学力の伸長を図る「授業改善」、
「資格取得」を積極的に進めることが
重要である。
また、１年次からの計画的な進路
指導が高い進路実現に結びついて
いる。生徒の進路希望に応えるため
1 に、指導内容を充実させ、生徒の目
的意識を高める必要がある。
進路希望の１００％の実現

2

情報発信の工夫と生徒募集 ①体験入学、学校説明会、中学 ①実施回数、体験入学や学校
定員の確保
校への出前授業の充実。
説明会等への参加者数。
②中学校、塾訪問の実施。
②訪問回数と中学校、塾の理
③ＨＰによる情報発信、広報紙 解。
「羽実だより」の発行、開放講座 ③ＨＰへのアクセス件数、広報
の実施。
紙「羽実だより」の発行回数、
開放講座参加者の満足度。

本校は、地域産業を支える担い手 基本的生活習慣の確立
の人材育成に対する期待が大きく、
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、主体性やコミュニケーション
能力の育成のため、学校行事や部
活動等の特別活動に主体的に取り
組ませることが望まれている。
3

※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)
達 Ｂ 概ね達成(６割以上)
成
度 Ｃ 変化の兆し(４割以上)
Ｄ 不十分(４割未満)

①定期的、臨時の整容指導の実
施による規範意識の高揚。
②組織的な巡回指導等の実施。
③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。

①生徒・保護者の本校生活指
導の満足度。
②生徒指導件数の比較。
③交通事故件数の比較。

主体性を養う特別活動の充 ①生徒会、学校農業クラブ活動 ①ボランティア活動の参加者
実
の充実。
数と農業クラブ県連事務局とし
②複数の部で県大会出場を目 ての円滑な運営。
指す。
②県大会出場部活動数。

評価項目の達成状況

地域関係機関との連携を円滑に実施することができた。
①農業カルチャー講座６回、高校生インストラクター講座
２回実施し、ほぼすべての参加者が満足と回答した。
②道の駅まつり、保育園との交流（１３回）、世界キャラ
クターさみっとin羽生、農業まつり等、数々の地域連携を
積極的に行った。羽生市民プラザでの販売、園芸即売会と
もに大好評であった。
③７県事業を円滑に実施した。特に次代を担う産業人材イ
ノベーション事業において、地域特産のモロヘイヤを使っ
た商品を地元スーパーケンゾーと開発し地域の活性化を
狙った。また、インターネットショッピングモール「羽実
まなびや」の運営等をおこなった。この事業の参加生徒満
足度は100％であった。

計画的に広報活動、情報発信を推進させることができた。
①体験入学２回、学校説明会８回（校内２回、校外６
回）、出前授業４回を実施した。また、今年度、新たに部
活動体験を１回実施した。
②該当中学校に３回訪問するとともに、近隣の塾に働きか
け本校のＰＲに努めた。
③ＨＰは校長のページを含め、ほぼ毎日更新した。「羽実
だより」の発行回数は昨年度の２倍である。
基本的生活習慣の確立のための組織的で粘り強い指導を進
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、８１％となっ
ている。
②生徒指導件数は、昨年度よりも減少はしていないが、今
年度から、各学期初めに重点を置いて組織的な巡回指導を
実施し、基本的生活習慣の確立に組織的に取り組んでい
る。
③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。交通事故は、４件発生したが幸いにも大事には至って
いない。
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田んぼアート、ゴミゼロ運動、未成年者喫煙防止キャン
ペーン、世界キャラクターさみっと、道の駅はにゅう祭り
等に約250人参加。農業クラブ県連事務局として県連会長を
中心に、滞りなく円滑に、各大会の運営を進めた。
②ウエイトリフティング部がインターハイに２名、関東大
会に４名出場した。また、陸上部が県大会に出場した。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８年連続出場した。
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平成３０年２月１６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３年連続で９
割超である。そして、「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」、
「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約８割
である。資格取得でも、積極的に
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ていく
必要がある。
進学希望者、就職希望者とも
に、数名を残して全員の進路希望
が達成された。また、「本校の進
路行事は生徒の進路意識を高めて
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、進路指導の一
層の充実を図っていきたい。

学力の向上のためには授業が重要
であるが、資格取得にも力を入れ、
生徒に自信をつけさせて欲しい。ま
た、高校在学中に取得できる資格を
生徒・保護者に積極的に紹介して欲
しい。
今年度の進路実績は、生徒・保護
者の期待に応えている。特に、就職
希望者の第一希望での就職決定率
81.3％は大きな成果である。
今後も生徒・保護者の授業、進路
指導等への期待に応え、生徒の夢が
叶うように頑張って指導して欲し
い。
また、農業系大学や農業大学校等
に進学する生徒を輩出して欲しい。
そのことが地域の農業の推進につな
がるはずである。
このように進路指導では結果が出
ている。今後、評価項目の達成度Ｂ
をＡにするようにお願いしたい。

地域連携事業を積極的に進める
ことができ、多くの生徒の活躍の
場を確保することができた。今年
度、新たに、道の駅はにゅうまつ
りでの農産物販売やイオンでのイ
ベントに参加し、大変好評であっ
た。多くの生徒が、達成感や使命
感を得ることができ、満足度も高
く、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。今後もきめ細かな対応に努
め、学校の魅力を中学生等に伝え
る機会を増やすことにより、志願
者数の確保に反映させていきた
い。

新たな地域連携事業も行い、生徒
の活躍の機会を増やしている。羽実
は地域に根差した高校であり、羽実
の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。
人口減少で生徒募集の厳しい地域
なので、なかなか成果を上げるのは
難しいと思うが、広報部の取組をは
じめ羽実の学校ＰＲは進んでいると
思う。粘り強く生徒募集を続けるこ
とが大切である。中学校と部活動等
をとおして交流をすることも方法の
一つである。
このように地域連携では大きな成
果が出ている。今後、評価項目の達
成度ＢをＡにするように期待してい
る。

今年度は組織的に巡回指導を実
施することができた。また、職員
が毎朝、校門や生徒玄関に立ち、
挨拶の励行や基本的生活習慣・交
通安全意識の確立のための立哨指
導も定着してきた。規範意識の高
揚のためにさらに組織的な指導を
続ける必要がある。そして自転車
安全運転の指導を実施している
が、事故が発生している現状があ
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、部活動を行って
いる生徒は1.2倍増となり、成果が
上がっている。今後も生徒の主体
性を養う特別活動の充実を図って
いきたい。

先生方が情熱をもって組織的に巡
回指導や立哨指導等を行っているた
め、生徒の学校生活は以前より落ち
着いている。今後も継続して指導す
ることが大切である。
部活動では、ウエイトリフティン
グ部、農業クラブの活躍や部活動加
入率の増加など成果が上がってい
る。部活動や特別活動等に取り組む
ことによって自信をつけ、夢を叶な
える指導を進めて欲しい。
このように生徒の人材育成では、
結果が現れている。今後、評価項目
の達成度ＢをＡにするように期待し
ている。
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