
１　目指す学校像

２　本年度の教育目標

３　評　　価
昨年度の課題 目標達成のための手だて 中間期評価 今後の課題

① 家庭学習習慣づくり
【１年】　90時間/月
【２年】　100時間/月
週明けテスト
【１年】　合格率100%

・進路実現ノートの活用を徹底す
る。
・家庭学習時間調査を定期的に実
施し、ホームごとの結果を学年全
体に提示する。
・課題提出の定着を図る。
・学年通信の定期的な発行と内容
の充実を図る。

平均家庭学習時間
【１年】
　　中間考査２週後99分/日
　　期末考査１週間前190分/日
【２年】
　　５月平常時92分/日
  　６月平常時79分/日
　　100時間/月以上20.5％
　　60時間/月以上71.1％
週明けテスト
【１年】　合格率
　　英語94.9％　数学93.5％
　　国語74.5％

C

B

・少なくとも「学年プラス１時間」の
家庭学習を定着させる必要があ
る。担任を中心に教科担当、部活
動顧問との効果ある連携を図る。
・１年生の教科指導においては、
予習・授業・復習の学習サイクル
を明確に位置づけ、自律的な学
習マネジメントを確立させる。

② 読書習慣づくり
　図書貸出冊数
　　【１・２年】　1000冊/年
【２年】
　読書感想文コンクール入賞10
名以上

・ホーム、学年、担当分掌、部活動
が連携し、読書の重要性や意義を
伝え、興味関心を持たせるよう働き
かける。

図書貸出冊数（７月末）
【１年】　469冊
【２年】　251冊
読書冊数（自己手配）
【１年】 1889冊
【2年】 1165冊

B

・読書が自然となされる学校風
土、受験等の必要なときに本を用
いる学習態度の形成に向けて読
書の意義やその啓発を図る。

③ 学力の向上
【１・２年】
　国・数・英３教科総合の平均点
偏差値50以上
　各教科の平均点偏差値53以上
【３年】
　国公立大学合格者100名以上

・予習・復習用課題を精選して作成
し、確実な提出を習慣づける。
・面談、学年・進路指導集会等を効
果的に実施するなど、計画的に学
習に取り組み、最後まで努力を継
続する集団づくりを促す。
・模試等の結果を分析協議し、事
後の指導に生かす。

学力の向上
【１年】７月記述模試
　３教科総合平均点偏差値49.3
　　国語52.2　数学48.1　英語
48.7
【２年】７月記述模試
　３教科総合平均点偏差値50.2
　　国語51.4　数学50.2　英語
49.4
【３年】６月マーク模試
　５教科７科目平均点偏差値
　　文系44.6　理系43.9
７月記述模試結果
　３教科平均点偏差値
　　文系43.7　理系43.8

C

・重点教科の組織的・協働的な取
組が功を奏しつつある。引き続
き、教科主任主導の組織マネジメ
ントを継続させていく。
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・家庭学習調査
の実施時期と調
査内容を再考す
る必要がある（学
習の質を測る内
容とする）。
・各教科における
週明けテストの
意義を再確認す
る必要がある。
・読書の意義を
啓発することも含
めて、読書習慣
の継続を図る。
・読書活動に対
する評価指標の
見直しを図る（量
から質への転
換）。
・センター試験に
おける国語・数
学・英語３教科の
全国平均と校内
平均との差が拡
大している。指導
法の改善ととも
に教科での協働
的対応を講じる
必要がある。

平成２６年度　学校評価（自己評価）シート

　「HARD SPIRIT　貫徹精神」の下、幅広い知識と教養を身につけ、逞しく豊かな心身を培い、郷土や我が国さらには国際社会の発展に貢献する志を涵養し、国際人として大局的な視点に立って行動できる人間を育てる学校を目指す。

①学びの習慣の確立と学力の向上
　　生きる力につながる確かな学力の定着を目指し、学びのプロセスとしての学習習慣の確立と共に学びの結果としての学力の向上を図る。
②特別活動と部活動の充実
　　逞しく豊かな心身と他者との協働を喜びとできる「睦み」の心の育成を目指し、社会性、協調性、主体性を育てる特別活動と部活動の充実を図る。
③キャリア教育と地域貢献の推進
　　社会の中で自己の在り方生き方を見つめ、社会に貢献する志の涵養を目指し、キャリア教育や道徳教育を推進すると共に、生徒、保護者、地域社会に開かれ、地域社会に貢献する教育活動を推進する。
④英語運用力の向上と国際交流活動の推進
　　上記３点の育成を基盤としたその上に、国際人としての知性･感性を備え、大局的な視点に立ち、日本の内外の問題に対する正しい理解に基づいて行動できる人間、すなわちグローバルリーダーの育成を目指し、英語運用力の向上を図ると共に国際交流活動を推進する。

項目 本年度の目標 学校関係者評価自己評価

・家庭学習時間については、高校
でできることも限界があり、義務教
育諸学校との連携を深める必要が
ある。その点から言えば、小中連
携の在り様が家庭学習習慣の土
台になると考えられる。
・模擬試験結果は一定の成果が出
ていると思われる。評価基準が厳
しすぎるのではないか。

B B

家庭学習時間について、どの学年においても設定目標を大きく下回

る結果となっている。１年生では、90時間/月の目標を超えている生

徒は６名、60時間/月以上行っている生徒は70名である。２年生にお

いても同様の傾向がみられ、60時間/月以上の生徒は81名である。

３年生も平均値で見る限り家庭学習時間が少なく、おそらく大半の

生徒が課題のみに取り組んでいる状況が推測される。 

１・２年生においては、３教科総合で平均点偏差値50を上回る結果が

常時出始めた。各教科においても徐々にではあるが、設定目標に近

づいている。３年生でも平均点偏差値50を超える教科が出る可能性

を有している。 

週明けテストの合格率

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 平均

国語 55.4 93.5 85.4 92.8 78.5 88.2 95.7 84.2

数学 97.5 89.5 38.5 78.7 84.9 65.5 75.8

英語 95.4 94.3 82.8 84.7 88.5 84.6 71.2 85.9

図書貸出冊数と読書感想文コンクール入賞者

１年 1157 入選３ 佳作１ 小説優良１、佳作１

２年 749 入選８ 随筆優良１

３年 1113 入選11 最優秀１、優秀１、優良１、佳作１ 小説最優秀１
＊貸出冊数は２月末現在

学年 貸出冊数
高知県読書感想文

コンクール 大原富枝賞
高知県テレビ視聴

感想文コンクール

図書の貸出冊数は一定の成果が見られた。読書感想文コンクー

ルの入賞数は目標に及ばなかったものの、大原富枝賞では特筆

すべき成果が昨年に引き続き得られた。 

家庭学習時間　一ヶ月の平均（予測） （時間）

３年次

６月 ２月 ６月 ２月 ６月

１年 280 49.5 49.5

２年 278 69 35 39.5 48.5

３年 272 57.5 44.5 74.5 80.5 76

学年 生徒数
１年次 ２年次

全国模擬試験結果

７月 11月 １月 ７月 11月 １月 ７月 10月 11月

３総合 49.3 50.6 52.1

国語 52.2 53.1 53.2

数学 48.1 50.1 52.3
英語 48.7 48.9 50.3
３総合 48.0 48.8 49.6 50.2 50.1 48.8

国語 50.8 51.0 51.7 51.4 52.9 52.2

数学 46.8 48.6 49.8 50.2 50.0 47.3

英語 47.8 47.6 48.1 49.4 49.2 49.9

国語 49.6 52.6 52.0 53.3 51.5 51.2 49.5 48.1 49.4

数学 49.9 49.7 51.6 49.4 47.3 47.4 48.0 46.6 44.8
英語 48.7 48.7 50.2 50.4 49.9 50.2 48.5 47.9 48.8

２年

３年

１年

１年次 ２年次

 ３年　　　　　　　　　国公立大学合格者数　８０名　（３月９日現在）

学年 教科
３年次



昨年度の課題 目標達成のための手だて 中間期評価 今後の課題
① 心身の鍛練と生活習慣の確立

【１～３年】
　皆勤

・自己管理を促し、家庭との連携を
図る。
・学年レクリエーションを実施し、
ホーム・学年の一体感を図る。

皆勤（７月末）
【１年】　　224名（79.7％）
【２年】　　179名（64.4％）
【３年】　　168名（61.8％） A ・取組を継続

② 逞しく豊かな心身の育成
【１年】
　部活動加入率90%以上
【２年】
　部活動継続率80％以上
【３年】
　部活動成績上位入賞

・充実した魅力ある部活動づくりを
進める。
・目標に照準を合わせて計画的に
活動する。

全国大会出場
　　団体３　個人11

A ・取組を継続

③ 体力・運動能力の向上
【１・２年】
　全国平均並にする

・体育の授業を通して身体作りを意
識させ、基本的な生活習慣の確立
につなげる。

B ・取組を継続

④ 西高生としての基盤確立
【１年】
　学校適応100%

・高校生活適応支援プログラムの
実施
・「学校生活アンケート」の実施およ
び対応
・保護者、関係機関と連携を取りな
がら対応する。

C

・スクールカウンセラー（ＳＣ）の
ニーズが高まっている。不適応傾
向を示す生徒に加え、保護者、教
職員からの相談件数も増加して
いる。効率的な面談を計画すると
ともに、必要とするＳＣ招聘につい
て県の担当部局に申請を図る。

⑤ 学校行事への積極的な参加
【１・２年】
　錬歩会参加率100％
　完歩率95％

・学校行事等を通して、ホームや学
年の団結力を図る。

A ・取組を継続

① ボランティア活動への参加意欲
の向上と参加者数の増加

・年間計画の策定と積極的な参加
呼びかけを行う。

・植栽活動の参加者は昨年度
に比べ大幅に減少している
（433名→140名）。これは、植栽
活動に代替する活動を模索して
きたが、見いだせていないこと
による。

B

・社会的自己の成長を図る学習
活動であるＣＡＳ（Creativity創
造、Action活動、Service奉仕）の
概念を取り入れたアンケートに
よって意識づけを行っていく。

② 地域と連携した防災活動への参
加者数の増加

・ＬＨでの防災学習の実施や講演
会を企画し、防災意識を高める。
・地域と合同の避難訓練を計画す
る。
・生徒会を中心に、地域社会に貢
献できるリーダー研修を実施する。

地域と連携した防災避難訓練
は実施できなかった。

Ｄ
・日程を調整しながら活動を続け
る。

③ WALKプラン自己評価の向上
【１・２年】　総合4.0以上

・WALKプランのねらいを明確にし、
進路選択と連動させる。
・家庭科の授業を通して、将来を見
通したライフプランを設計させる。

ＷＡＬＫプラン自己評価
【１年】　4.2
【２年】　4.0

【１年】　企業訪問に向けて綿密に計画でき、聞き取りやそのまとめに
ついても積極的に取組めた。
【２年】　３年生での内容を３学期に先取りして行ったことで、進路意
識を高めることにつながった。（WALKプラン自己評価　4.2）

A
・教員間でゴールイメージを共有
し、逆算的に指導計画を策定す
る。

④ 高大連携授業等への参加者数の
増加

・ホーム担任会を活用して連携授
業の重要性を伝え、積極的に参加
を呼びかける。

高大連携授業等への参加者
【２年】　14名
【３年】　50名 A

・グローバル探究Ⅰでは、アクティ
ブ・ラーンニングが主な学習方法
になることから、指導者の研修が
必要になる。

⑤ 社会貢献意識の醸成
【１年】60％以上
【2年】70％以上
【3年】75％以上

・国語や公民科の授業を通して、思
考の土台となる語彙や概念を強化
するとともに、様々な内容の教材に
触れることで多種多様な価値観が
あることを認識させ、視野を広げ
る。

A

・生徒の社会に貢献したいとする
意識は高いと考えられるが、明確
な志まで固まっていない。学校の
全教育活動、とりわけ教科の学習
を通してキャリア教育を進めてい
く必要がある。

項目 本年度の目標
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・植栽活動の見
直しを図るととも
に、新たな地域
貢献活動を策定
する。
・ＷＡＬＫプランに
ついては教員間
でゴールイメージ
を共有し、逆算
的に指導計画を
策定する。
・高大連携授業
等の参加者数は
一定定着してき
たことから、参加
者の変容を見て
とる評価指標を
設定する。

2

特
別
活
動
と
部
活
動
の
充
実

・皆勤について
は、評価基準の
見直しを図る必
要がある。
・評価基準に、生
徒の適応支援の
成否を測る指標
を設定する必要
がある。

・皆勤率の高さは素晴らしいものと
評価できる。卒業式において、ぜ
ひ皆勤賞受賞生徒の表彰をしてあ
げてほしい。

・一昨年は地域住民と生徒会とで
心肺蘇生法の研修を実施したが、
生徒の姿を見ると地域住民も一層
活気づく。また、生徒が植栽活動
に参加している姿を見ると、とても
好感が持てる。
・防災・災害対策の中心は中高生
になる。頼りになる存在として地域
と連携した取り組みをお願いした
い。
・町内会では防災に対する危機感
がない。震災時の防犯パトロール
の組織編成も考えておく必要があ
る。

Ａ

B

学校関係者評価

A

自己評価

B

半数前後が皆勤者であり、西高生の

生真面目さや勤勉性の高さを物語っ

ている。良き伝統、良き雰囲気を今

後も継続したい。 

部活動の加入者は多く、精力的に

取り組んでいる部活動も多い。今

年度は、文化系の部活動で全国

大会への出場が増加した。次年度

以降もこの流れを継続させるととも

に、文武両道を拡大したいところで

ある。 

参加率100%は達成できなかったが、途

中リタイアした生徒はわずか１名であり、

貫徹精神が反映された結果である。 

男女とも運動能力が高

まってきている。特に、１

年生男子においては８

項目中７項目で全国平

均を上回る結果が得ら

れた。 

防災の日に合わせてショート避難訓練を実施してきたが、２月６日の

緊急地震速報時には迅速に身を守る行動がとれた。 

次年度は、避難所開設に向けた研修を企画し、地域住民と連携した

活動を実施したいと考えている。 

全国大会出場クラブ

文化系

体育系
新体操 柔道 登山 水泳 陸上

サッカー 水球 少林寺拳法

吹奏楽 美術 書道 放送

高校生活適応支援プログラム

肯定 否定

77.6% 22.4%

91.9% 8.1%

92.5% 7.5%

１年生対象

質問項目

①高校生活への不安が少なくなった。

②高校生活を何とかやっていけそうな気がしてきた。

③自分のクラスについて親しみが出てきた。

体力・運動能力テスト結果

握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび シャトルラ ン 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投げ

1年 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇
2年 × 〇 × 〇 〇 △ △ ×
3年 × 〇 △ 〇 〇 △ △ ×
1年 × × 〇 〇 〇 △ △ ×
2年 × × △ 〇 〇 △ 〇 ×
3年 × × 〇 〇 〇 × △ ×

男子

女子

＊〇：全国平均を超えている　△：全国平均並み　×：全国平均を下回っている

地域貢献について

１年 ２年

活性に協力したい 4.0% 2.9%

清掃に参加したい 25.5% 29.6%

ＣＡＳアンケートより

高大連携授業への参加は昨年度より増加。「クリエイ

ティブ・シンキング」は今年度で終了するが、そのノウハ

ウを次年度のグローバル探究Ⅰで活用していきたい。 

１年 ２年 ３年

72.5% 71.3% 75.1%

73.3% 71.9% 77.1%

学校評価アンケートより

教科の授業や総合的な学習の時間を
通して社会に貢献しようとする志が芽
生えていると実感している。

ホームルームや学校行事（キャリア講
演会等）を通して社会に貢献しようとす
る志が芽生えていると実感している。

学校生活アンケートより １年 ２年 ３年

95.5%
人の役に立つ仕事をした
い。

93.9% 95.3%

皆勤

学年 生徒数 皆勤者数 皆勤率

１年 280 173 61.8%

２年 278 139 50.2%

３年 272 131 48.2%
＊１・２年生は２学期末。

部活動参加者

学年 生徒数 活動者 加入率

１年 280 242 86.1

２年 278 234 84.2

３年 272 228 83.8

学校適応

学年 生徒数 長欠 適応率

１年 280 4 98.6%

２年 278 1 99.6%

３年 272 4 98.5%
＊長欠：連続してあるいは断続的に30

日以上の欠席がある

保護者・ＳＣ・関係機関と連携を

取りながら、不登校傾向にある生

徒の適応指導に努めた。 

自然科学概論自己評価より

生物 ８/８

化学 ７/８
＊肯定回答者数/参加者数

「知りたいこと」を自分
で調べようとする

錬歩会

学年 生徒数 参加率 完歩率

１年 280 97.5% 100%

２年 278 96.4% 99.6%

５月 11月

肯定 89.7% 86.4%

否定 2.2% 3.6%

肯定 7.9% 18.5%

否定 91.7% 80.8%

学校生活につてのアンケート （１年生）

①本校に入学して良かったか。

②学校を辞めたいと思ったことがあるか。

ＣＡＳアンケートより

社会的自己の成長に対する評価

１年

２年

23.7（74.1%）

23.8（74.4%）
＊満点は32点



昨年度の課題 目標達成のための手だて 中間期評価 今後の課題
① 英語運用力の向上１

・英検にチャレンジする
[取得目標]
【１年】
　　普通科準２級50％以上
　　英語科準２級100％
　　英語科２級取得20％以上
【２年】
　　普通科準２級100％、２級８％
以上
　　英語科２級50％以上
【３年】
　　普通科２級15％以上
　　英語科２級100％、準１級３名

・学年通信、ホーム通信等を通して
受検を促す。
・英検合格につながる授業展開と
扱う教材の精選を図る。
・情報の周知徹底と受検奨励の強
化を図る。
・学年団と連携の充実を図る。

・普通科での受験を啓発する必
要がある。２次試験に進んだ場
合の合格率は高い。

C

・普通科生徒の受験啓発に向け
て、ホーム担任をはじめ、学年主
任、英語科、英語部、部活動顧問
が連携を図る必要がある。

② 英語運用力の向上２
・英語ディベート全国大会出場
・各種コンテスト入賞

・ＡＬＴと連携して、英語スピーチ、
ディベートの技術力を向上させる。
・各種スピーチ、ディベートコンテス
トの情報提供を行うとともに、適切
な時期に指導を行う。

・ＰＥⅡや社会と情報の時間を
活用して、コンテストに備えてい
る。

・高知県中学・高校英語弁論大会　プリペアード部門第３位（２年生）
・高知県高等学校国際教育生徒研究発表大会　特別賞（１年生）
・第４回よさこいカップ大会第３位
・その他、即興スピーチ大会、日本文化紹介プレゼン、本校体験入
学での英語科紹介、高知県ディベート大会、ユネスコ世界会議サブ
イベントなど、延べ50名が参加。 C

・コンテストで成果が得られるよう
準備を進める必要がある。

③ 英語科における国際理解の深化 ・ＧＥⅠで、世界の様々な問題や文
化的背景について探究させる。
・ＧＥⅡで、世界の課題について考
察を加えて明らかにする。

・「国際理解フォーラム（異文化
理解推進事業）」に、１年生10
名、２年生６名が参加。
・高知大学さきがけプログラム
の授業見学に２年生２名が参
加。

・ＧＥⅡで世界の課題を探究し、自分なりの意見を表明できた生徒22
名（57.9%）

C ・探究姿勢を醸成する。

① 学習環境の整備・充実が常に図
られている

・効果的な予算の執行を行う。 ・できるだけ前倒しで執行する
ように努めている。

【学校評価アンケートより】
「学習や部活動のための環境が整備されている」
　　　保護者　78.6%　（平成25年度　81.8%）

B ・南舎耐震工事への備え。

② 安心・安全な教育環境が整って
いる

・事務室全員による定期巡回を行
う。
・迅速な予算獲得と工事発注、適
切な監理を行う。

・校内を回る時は、できるだけ
異常個所の早期発見に努め
た。

【学校評価アンケートより】施設・設備に関する生徒からの要望
「施設をきれいにしてほしい。」「部室をもう少しどうにか変えてほし
い。」「ロッカーがほしい。」「トイレをきれいにしてほしい。」「洋式トイ
レを増してほしい。」「壁をきれいに塗ってほしい。」「自動販売機で
ペットボトルを販売してほしい。」

B ・順次取り組んでいく。

③ 防災用品の充実・管理が図られ
ている

・備蓄場所の調整と備品管理の仕
組みづくりを確立する。

・備蓄物保管場所については、
現在多量に配置する場所の確
保ができていない。

A ・取り組みを継続

① 情報発信の拡充 ・PTA広報部を活性化し、「西高だ
より」を更に充実させる。
・学校ＨＰのトピック欄の定期的な
更新を図る。

・保護者からの学校評価アンケートの回収率83.5%
【学校評価アンケートより】
・「発信情報は充実している」
　　　教職員　94.0%　保護者　78.4%
・「西高だより」をどの程度読んでいるか
　　毎回　45.3%　時々　37.9%　不読　10.9%　不知　5.9%

A

・学校情報を目にしていない保護
者が２割近くいる。保護者のもと
に確実に届くよう指導の充実を
図っていく。

② PTA総会への保護者参加率の向
上

・学校ＨＰへ日常の活動を掲載す
る。

・参加率は43.9%であり、昨年よ
り１割程度減少した。 B ・呼びかけを強化する。

③ 中学校の生徒･教員及び地域住
民が西高のよさを知っている

・学校行事の案内を、地域や中学
校に向けて積極的に行う。

・高校入試Ａ日程試験志願率　100.4%　（平成25年度前期日程志願
率149%）
・昨年に引き続き、近隣量販店から卒業生にメッセージ入りチョコ
レートが贈呈される。

B ・広報活動を推進する。

6

関
係
機
関
と
の
連
携
・
協
力

・依然として、学
校情報を目にし
ていない保護者
が１割を超えて
存在する。発信
情報の充実や発
信手段について
も改善を図って
いく。

5

学
習
環
境
整
備

項目 本年度の目標

4

英
語
運
用
力
の
向
上
と
国
際
交
流
活
動
の
推
進

・一次試験の合
格率を50%以上
になるよう指導
改善を図るととも
に、啓発を行う。
・コンテストで成
果が得られるよ
う準備を進める
必要がある。

B

・来年は全国大会の出場に向け、
積極的に取り組んでほしい。

B

C

B

B

自己評価 学校関係者評価

B

結果は決して芳しくはないが、「受験をするもの」という意識は形

成できた。２年生英語科で２級取得率が50%を超えており、普通

科における合格者数も今後に期待できるものである。 

３年連続したディベート全国大会出場が途絶えた。他校でも能動

的学習が進展しており、厳しい状況が予測されるが、県内唯一の

英語科を擁する本校であるがゆえに復権を図る必要がある。 

問題の所在を明確にし、問題を解決・検証するための方法やそ

の結果を英語で記述するには高い英語力に加え、多角的に事象

を捉える視点が必要となる。他教科、特に地歴公民科との効果

的な連携を図ることも考えていきたい。 

今後も防災に関する備蓄品が支給されるので、避難所運営をイ

メージしながら、適切な配置を行いたい。 

昨年ほどではないが、卒業式には366名の保護者が出席した。 

英検合格状況（第１回）

普通科 英語科 普通科 英語科 普通科 英語科

合格者数 0 0 1
受験者数 2 1 10
合格者数 0 0 3 5 5
受験者数 2 1 8 36 12
合格者数 1 4 2 0 9
受験者数 11 4 10 3 20

準２級

準１級

２級

１年 ２年 ３年

英検合格状況

普通科 英語科 普通科 英語科 普通科 英語科

合格者数 0 0 0 0 0 2 2

受験者数 0 2 0 6 1 16 25

合格者数 0 4 7 16 9 6 42
受験者数 6 17 35 41 52 22 173
合格者数 62 27 35 3 12 0 139

受験者数 232 30 77 9 26 0 374

合格者数 62 31 42 19 21 8 183

受験者数 238 49 112 56 79 38 572

26.1% 63.3% 37.5% 33.9% 26.6% 21.1%

合格率
１年 ２年 ３年

合計

準１級 8.0%

２級 24.3%

準２級 37.2%

合計
32.0%

合格率

英検取得状況

普通科 英語科 普通科 英語科 普通科 英語科

0 0 0 0 0 2

5.3%

0 5 7 23 23 25

12.2% 3.0% 56.1% 9.8% 67.8%

62 33 97 17 83 8

25.9% 92.7% 43.9% 97.6% 45.3% 92.1%

239 41 237 41 234 38

＊上段は人数

１年 ２年 ３年

以上取得者率

生徒数

準１級

取得者率

２級

以上取得者率

準２級


