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平成２５年度 普天間高等学校 学校評価まとめ

１ アンケート対象・人数

生 徒 保護者 教師・職員

１年生 ２年生 ３年生 総計
９３５ ７７

３８９ ３９１ ３８７ １１６７ （81.7%） （96.3%）
（97.7%）

1,194 1,144 80

２ アンケート実施時期

平成２５年１１月２７日（水）～１２月６日（金）

３ アンケート項目

今年度より項目「先生方は、いじめや心の健康等についてきちんと対応している」を追加し、重点目

標である ①文武両道の実践 ②自ら学ぶ態度の育成と学力向上 ③進路指導の充実 ④規律ある学

校生活の徹底等にもとづき、生徒２０項目、保護者２０項目、職員２１項目をそれぞれ作成。

回答は「そう思う」「ややそう思う」「あまり思わない」「思わない」の４段階で回答。

４ 統計処理の方法について

アンケートの結果より「そう思う」の割合と「ややそう思う」の割合の合計を得点とする。

また、「三者共通」については、「生徒」「保護者」「職員」の得点の平均値を得点とする。

５ 評価の分析

（１）三者（生徒・保護者・職員）の評価が高い項目 （表１）

順位 得点(％) 項 目

三
１(1) 96.3(96.4) 生徒の文武両道（※図①）

者
２(4) 95.1(93.2) 服装容儀指導の周知・声かけ指導・生徒の守る努力（※図②）

共
３(3) 94.9(93.3) 遅刻・欠課・欠席、授業中の学習態度の指導・心がけ（※図③）

通
４(2) 91.7(95.3) 職員の文武両道に向けた熱心な指導

５(5) 91.7(89.5) 挨拶・マナー・凡事徹底等の規範意識指導

１(1) 9.67(95.6) 私は、服装容儀指導で学校の指導方針を守る努力をしている

生 ２(3) 95.3(92.8) 私は、ＨＲや授業の遅刻・欠課・欠席をしないように努力している

３(2) 91.9(90.4) 生徒は文武両道で、勉強と部活動・課外活動の両立めざし頑張っている

徒 ４( ) 86.9( ) 先生方は、いじめや心の健康等についてきちんと対応している

５(4) 85.9(90.9) 先生方は、文武両道に向け学習指導や部活・課外活動の指導に熱心である

１(1) 99.2(99.1) 普天間高校は、我が子をあづける学校として信頼のおける学校である

保 ２(2) 97.1(97.6) 生徒は文武両道で、勉強と部活動・課外活動の両立めざし頑張っている

護 ３(6) 95.3(92.3) 早朝・放課後講座や土日の自主学習室の提供は、文武励行の有効な手だてである

者 ４(8) 94.7(91.2) 学校は、校内の美化・清掃が行き届き、よき学習環境が整っている

５(5) 94.1(93.2) 服装容儀指導の周知・声かけ指導・生徒の守る努力

１(3) 100(97.7) 生徒は文武両道で、勉強と部活動・課外活動の両立めざし頑張っている

職 ２(9) 95.9(95.3) 進路実現に向けた指導の努力

３(1) 98.6(100) 分かる授業、生徒のニーズに応えた授業を工夫・努力している

員 ４(11) 97.3(88.4) 挨拶・マナー・凡事徹底等の規範意識指導

５(7) 97.3(93.0) 先生方は、国公立や上級学校に対応できる十分な学力をつけさせている

＊表中の( )は昨年度(H24)の順位及び得点
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三者共通で評価が高い項目

① 本校の生徒は「文武両道」の目標に向けて

勉強と部活動及び課外活動の両立を目指し

て頑張っている。

三者とも「そう思う」「やや思う」の肯定的評価

が 90 ％を超えている。三者の中に「文武両道」の

校風が浸透し定着していることが伺える。

昨年に比べ生徒、保護者で「そう思う」の評価が

３～４ﾎﾟｲﾝﾄ増加しているおり、三者平均の肯定的

評価の割合は昨年とほぼ同じである。

② マナー・服装容儀を守る努力・指導について

生徒の 75%(昨年 67%)が｢そう思う｣と明確に答え

ており、｢やや｣を含めると 97 ％(昨年 95%)がマナ

ー・服装容儀等で学校の指導方針を守る努力をして

いる。

職員の 50 ％(昨年度 53%)はマナー・服装容疑指

導を明確に意識して努力していると答え、「やや」

を含めると 95 ％(昨年度 90%)となっている。

保護者への周知の徹底では 94 ％が肯定的評価と

なっている。

③ 遅刻･欠席･欠課をしない努力･指導について

生徒の 81%(昨年 74%)が｢そう思う｣と明確に答え

ており、｢やや｣を含めると 96 ％(昨年 91%)が、Ｈ

Ｒや授業の遅刻・欠課・欠席をしないように努力をし

ている。本校の遅刻・欠課・欠席をしない努力に関

しては、生徒の高い意識に支えられ、肯定的評価に

繋がっているといえる。

※保護者の学校に対する信頼度

（保護者のみを対照とした調査項目）

平成 24 年度と比較して「そう思う」の比率が４

ポイント増加し、「やや思う」が４ポイント減少し

ている。回答者の 99 ％が「そう思う」「やや思う」

の肯定的評価であり、保護者からの信頼が高いこ

とがわかる。しかし、わずかながら否定的評価が

あることから、その理由を把握し対策を考える必

要がある。

（※別資料：保護者からの意見・要望参照）
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（２）三者（生徒・保護者・職員）の評価が下位の項目 （表２）

順位 得点％ 項 目

三
16(15) 53.1(54.0) 平日２時間、休日４時間以上の自主学習の取組（図④）

者
15(13) 72.9(74.4) 部活動(課外活動)時間への配慮（図⑤）

共
14(14) 74.3(73.5) 「朝学」、週末課題の取組（図⑥）

通
13(9) 76.5(82.4) 校内の美化・清掃が行き届き、良き学習環境が整っている

12(12) 78.8(9.44) 課外講座や自主学習室などの積極的な活用

20(18) 40.0(51.8) 私は、授業理解のために家でも予習・復習・宿題等に取り組んでいる

生 19(19) 40.2(43.7) 平日２時間、休日４時間の自主学習確保のため、時間の有効活用に努力している

18(17) 48.1(52.3) 私は、課外講座や自主学習室などを積極的に活用している

徒 17(14) 62.4(69.9) 校内の美化・清掃が行き届き、よき学習環境が整っている

16(16) 63.1(65.5) 先生方は、国公立や上級学校に対応できる十分な学力をつけさせている

20(19) 44.7(51.0) 我が子は、平日２時間、休日４時間程度の自主学習の習慣化を努力している

保 19(18) 71.0(78.3) 生徒の学力定着や弱点補充のための取組は十分に行われている

護 18(16) 73.7(79.8) 学校は、生徒の学習時間確保のため部活・課外活動の時間に十分配慮している

者 17(17) 74.9(79.7) ｢朝学｣の10分間の取組や週末課題・宿題等は、家庭学習の習慣化に役立っている

16(13) 76.9(83.8) 先生方は、国公立や上級学校に対応できる十分な学力をつけさせている

20(19) 68.9(62.8) 生徒の学習時間確保のため、部活動の活動時間に配慮している

職 19(12) 72.6(80.6) 教室の清掃や整理・整頓等、学習環境を整備するための指導を努力している

18(18) 74.3(67.4) 自主学習(平日２時間、休日４時間以上)の習慣化の指導に努めている

員 17(16) 80.6(74.4) 日々の家庭学習習慣化のために、予習・復習課題を課している

16(17) 83.3(73.8) 「朝学」や週末課題は、効果があがるように工夫している

＊表中の( )は昨年度(H24)の順位及び得点

三者共通で評価が下位の項目

④ 保護者：我が子は、平日２時間、休日４時間程度の自主学習の習慣化を努力している。

生 徒：平日２時間、休日４時間の自主学習を確保するために、時間の有効活用に努力している。

職 員：自主学習 平日２時間､休日４時間の習慣化のために、HR･授業･部活動を通して指導強化に努めている。

上左図｢平日２時間、休日４時間の自主学習の取組｣では、生徒の 41 ％(昨年度 44%)が「時間の有効活用

に努力している」と回答している。昨年度より３ポイント減少している。さらに、生徒の 60 ％(昨年度 56%)

が｢努力をしていない｣と回答している。また、保護者の 56 ％(昨年度 48 ％)も「我が子は努力してない」と

回答しており、効果的なサポート体制と学習意識の向上を引き続き検討する必要があろう。

上右図は、生徒・学年別のデータである。３年生は受験学年ということで自主学習の確保に努力する割合

は高い。しかし、１・２学年は「努力している」と回答した生徒が 30 ％(昨年度 30 ％)程度に留まっている。

今後も自主学習の習慣化への具体的な取組を粘り強く継続していく必要がある。
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⑤ 保護者：学校は、生徒の学習時間確保のため、部活動や課外活動の活動時間に配慮している。

生 徒：学習時間確保のため、部活動及び課外活動の活動時間は守られている。

職 員：生徒の学習時間確保のため、部活動の活動時間に配慮している。

保護者の肯定的評価は 74 ％(昨年度 76 ％)、生徒

の肯定的評価は 76 ％(昨年度 80 ％)で、昨年度と比

較してわずかながら減少している。一方、職員の肯

定的評価は 69 ％（昨年度 63 ％）でわずかに増加し

ている。また、保護者 26%、生徒 24%、職員 31%が

部活動及び課外活動の活動時間の配慮に否定的評価

を示している。記述における要望・意見では、部活

動のあり方に関する要望が保護者・生徒から多数寄

せられている。

(別紙資料：保護者・生徒からの要望・意見参照)

文武両道を実現するためには、生徒達の学習時間の確保が必要不可欠であり、活動時間や下校指導や学校

内での隙間学習等の工夫・改善が更に求められる。

⑥ 保護者：「朝学」の10分間の取組や週末課題・宿題は家庭学習の習慣化に役立っている。

生 徒：私は、「朝学」や週末課題に頑張って取り組んでいる。

職 員：「朝学」や週末課題は、効果があがるように工夫している。

上左図「朝学、週末課題の取組」では、生徒の 65 ％(昨年度 67 ％)が何らかの努力をしており、保護者の 75

％(昨年度 71 ％)は「家庭学習の習慣化に役立っている」と回答している。また、職員も「効果が上がるよ

うに工夫している」とした回答が 83 ％(昨年度 74 ％)と増加している。

上右図は、生徒・学年別のデータである。今年度は３学年で 59%(昨年度 67%)、２学年が 69%(昨年度 63%)

と努力している生徒が増加し、１学年は 67%(昨年度 70%)の生徒が努力している様子がわかる。

また平成 23 年度まで朝読やＳＵＴ（ｽｷﾙ･ｱｯﾌﾟ･ﾃｽﾄ）を実施し、平成 24 年度から「朝学」に変更し今年度

で２年度となるが、『「朝学」や週末課題の取組』については生徒や保護者から一定の評価を受けているこ

とが分かる。今後は、ニーズに応えられるよう学年進行で系統的な内容への工夫、改善を進めていく必要性

があると思われる。
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（３）その他のアンケート項目（進路指導・教科指導関係）

⑦ 保護者：我が子は、進路の目標を見つける努力・目標実現に向かう努力をしている。

生 徒：(学年別進路目標)私は、進路実現にむけて進学・職業研究・進路達成の努力をしている。

職 員：(学年別進路目標)生徒の進路指導に努力している。

上左図「進路実現に努力している」に肯定的な生徒 76 ％(昨年度 78%)は昨年度に比較してわずかではあ

るが減少している。「我が子は努力している」に肯定的な保護者 82 ％(昨年度 82%)は昨年度と同じ割合と

なっている。「学年に応じた進路指導を努力している」に肯定的な職員 100 ％(昨年度 90%)は昨年度に比較

して増加し、ほぼ全職員が肯定的である。

上右図は、生徒・学年別のデータである。学年進行に伴い「進路実現に向けた努力」をする割合は高い。

しかし、１年生の約４割と２年生の約３割の進路意識の弱い生徒達を支援する取り組みが必要である。進路

指導に関する職員研修の充実や学年会を中心とした進路指導体制の構築等、進路指導に関する更なる取り組

みの強化・工夫が求められる。

⑧ 保護者：我が子は、学校の教科指導や学習内容に十分満足している。

生 徒：授業は分かりやすく生徒のニーズに応える内容である。

職 員：分かる授業、生徒のニーズに応えた授業を工夫・努力している。

右図、職員「わかる授業・生徒のニーズに応える授

業の工夫・努力をしている」に対し「そう思う」が 42

％(昨年度 42%)、｢やや思う｣が 56 ％(昨年度 58%)と

回答している。

一方、生徒の授業満足度は｢そう思う(満足)｣ 22 ％(昨

年度 22%)、「やや思う」55 ％(昨年度 54%）で、不満

足群が 24 ％（昨年度 23%)となっている。職員と生徒

との意識の差があり、不満の原因をさぐり、生徒のニ

ーズに応える授業、教材研究の更なる精進など対策が

望まれる。
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⑨ 保護者：学校は、国公立大学や上級学校の各種試験に対応できる十分な学力をつけさせている。

生 徒：授業は、国公立大学や上級学校の各種試験に対応できる十分な学力をつけさせてくれる。

職 員：センター過去問や模試等を利用するなど授業内容に工夫をしている。

生徒の 37 ％(昨年度 34 ％)、保護者の 23 ％(昨年

度 17 ％)が、授業だけでは国公立大学の入試に対

応できないと感じている。それと関連して、３学

年では学習塾へ通う生徒が増加していると考えら

れる。

一方、職員は授業内容の工夫について「そう思

う」「やや思う」を含めると 97 ％(昨年度 93 ％)に

達し、授業の研究及び工夫に努めている様子が伺

える。保護者、生徒から十分な学力が付くといっ

た評価に繋がるよう、更に授業力向上への取組が

求められている。

※ 学習塾へ通っていますか？

右図、学習塾へ通っている生徒が１年 9 ％(昨年度 8%)、２年 18 ％(昨年度 18%)となっているが、３年

になると、47 ％(昨年度 51%)が学習塾に通っている。

これは、文武両道を実践する本校の部活動生が、高校総体終了後に受験対策に専念するため、学習塾に通

う生徒が増加していると考えられる。

一方、３年生の 53 ％(昨年度 49%)は学習塾に行かず自力で頑張っている。自主学習室等のサポート体制

は有効であると考えられるが、生徒から土日の更なるサポート体制を求める声も少数だがある。
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⑩ 保護者：生徒の学力定着や弱点補充のための取組は十分に行われている。

生 徒：先生方は、生徒の学力定着や弱点補充に積極的に取り組んでいる。

職 員：教科担任として生徒の学力定着や弱点補充に積極的に取り組んでいる。

右図「弱点補充の取組」に対して、生徒の 74

％(昨年度 75%)、保護者の 71 ％(昨年度 78%)、

職員の 96 ％(昨年度 95 ％)が｢そう思う｣｢やや思

う」と肯定的回答をしている。「がんばろう講座」

や部活、クラス単位での「自主学習会」等によ

る学習支援の効果だと考えられる。

一方、26 ％(昨年度 25 ％)の生徒が「思わない」

「あまり思わない」という否定的な回答してい

る。 授業で理解できなかった生徒のための補

充授業のニーズは存在し、同時に国公立対策の

取組と両方が求められている。本項目は、職員

と生徒の意識の差が 22 ポイントで大きく、補充授業に対する生徒・保護者の要求は、職員が考えている以

上に大きいと思われる。

⑪ 生 徒：私は｢誤答ノート｣で模試や定期テストの見直しを、毎回きちんとやる努力をしている。

職 員：模試や定期テスト見直し学習のために、｢誤答ノート｣の取組を強化している。

左図「誤答ノートの取組」に対して、職員の 89

％(昨年度 93 ％)、生徒の 71 ％(昨年度 78 ％)が

肯定的に回答している。同項目の平成 21 年度の

肯定的評価は(職員 63%)(生徒 57%)であったこ

とから、徐々に取組の成果が表れているといえ

る。しかし、職員と生徒の評価ﾎﾟｲﾝﾄの差が大き

く、「誤答ノート」の意義を再確認し、生徒が意

欲的に取り組めるよう工夫、改善が必要であろ

う。

⑫ 保護者：学校が行う進路情報や進路資料の提供、進路アドバイス等は的確であり十分である。

生 徒：学級担任は模試や実力テスト等の結果を参考に、学習状況等の面談(ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ)をしてくれる。

職 員：学級担任として、模試や実力テストの結果を参考に、面談(ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ)を行う努力をしている。

模試や実力テスト後の担任による面談やアド

バイスについて、保護者の 83 ％(昨年度 84 ％)、

生徒の 80 ％(昨年度 76 ％)が学校の進路情報・資

料提供等の支援に対して肯定的回答となってい

る。

主体的学習活動への有効な手立てとして、今

後更に内容の充実を含め継続的な取組が望まれ

る。
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※ 授業力向上のため、各学期に１回以上の授業見学を行っていますか？

授業力向上のための各学期１回以上の授業見

学について、91 ％(昨年度 93%)の職員が行って

いると回答を行っている。特に、「そう思う」

と積極的に他の先生の授業見学を行っていると

回答した割合が 64 ％（昨年度 58 ％）と昨年度

と比較すると増加している。今年度も年度当初

から授業を公開し、お互いの授業を見学するこ

とを学校全体として推進、取り組んだことによ

る大きな成果だといえる。

今年度はこれまでに全職員の授業公開が延べ

70 回(昨年度 76 回)行われ、延べ 683 人(昨年度

611 人)の授業見学者があった。授業見学による双方の学び合いは、日常的な校内研修といえ、職員からの

効果性の評価も高い。今後も更に継続、充実させていくことが望まれる。

６．今後に向けて

① 学校評価項目について

ア 評価項目(職員用)は４月に提示し、自己申告書の目標に反映させる

イ 評価項目(保護者、職員用)に一部把握しずらい内容があり、その変更の検討

② 自主学習 平日２時間、休日４時間（自主学習の習慣化）に向けた取り組みの強化

ア 総学（進路学習指導）、ＨＲ活動等を通して、生徒の進路意識を高めることが必要

イ 「朝学」及び週末課題の内容等の工夫・改善が必要

ウ 早朝・放課後講座や自主学習室などの積極的活用の促進

エ 部活動・課外活動の下校時間(20 時)の徹底が必要

③ 国公立大学や上級学校に対応する学力向上の取り組みの強化

ア 進路に関する職員研修等を通して、全職員が進路指導の意識を高めることが必要

イ センター過去問や模試等を授業で取り上げる頻度を増やすなどの工夫が必要

ウ （弱点補充や誤答ノート等の取組を通して）支援を要する生徒への対応の工夫・改善

エ 授業力の向上を目指し、学期１回以上の授業見学の継続的実施

④ 凡時徹底の推進

ア 服装容儀、時間のけじめ、携帯マナー等 ＊当たり前のことが当たり前にできる生徒の育成！

イ チャイムｔｏチャイム（チャイムと同時に授業を開始、チャイムと同時に終了）の徹底！

ウ 教室内外の環境美化を徹底し、学習環境を高める



- 9 -


