
平成２８年度開邦高等学校外部評価表（保護者用） No.1

平成２８年度本校の教育目標達成のため、下記の具体的方策について感想をお聞かせ下さい。該当する評価欄に、次の基準を参考にして○印をつけてください。

４：よく当てはまる ３：やや当てはまる ２：あまり当てはまらない １：全く当てはまらない 学 校 名 沖縄県立開邦高等学校

校 長 名 上 原 昇

評価項目
学 校 運 営 計 画 評 価 欄

目 標 具 体 的 方 策 ４ ３ ２ １

①学校は校長を中心に、職員・生徒・保護者が一体となって活力ある
52.3 43.9 3.8 0.0

教育活動を行っている。
（150） （126） （11） （0）

②学校では各学科とも特色ある教育活動が行われている。
・教育基本法等関係法規を遵 ・理数科：理数探究
守し、本県の教育施策を踏ま ・英語科：ディベートコンテスト、スキットコンテスト 71.8 24.7 2.8 0.0
え学校設立の趣旨である「邦 英語弁論大会、英国研修 （206） （71） （8） （0）
を開き世界にはばたく人材の ・芸術科：美術コース：作品展(パレット久茂地）10月
育成」に資する。 音楽コース：卒業演奏会(シューガーホール）12月

経営基本方針 ・国際化・情報化等、急激な ③学校では教科指導、進路指導の徹底に努めている。
社会の変化に主体的に対応し、 ・国公立大学への合格者が120人（国立難関大20人）
創造的に生き抜いていくため ・進路決定率は85％以上 66.2 27.5 5.6 0.3
に「確かな学力」「豊かな心」 ・読書指導、図書館便り、小論文対策研修会の実施 （190） （79） （16） （1）
「たくましく生きるための健 ・インターンシップ等の実施によるのキャリア教育の充実
康や体力」などの「生きる力」 ④学校では、生徒指導が徹底されている。
を育む ・挨拶、服装、身なり、染髪指導 61.7 33.4 4.2 0.3

・遅刻指導、清掃指導 （177） （96） （12） （1）

⑤学校では、全生徒大学進学の目標を掲げ実現せしめている。 58.2 35.9 3.5 0.3
（167） （103） （10） （1）

①学校は、自他の命を大切にする心豊かな生徒を育成している。
・保健便り発行、進路便り「弁が岳」発行 56.4 39.0 3.1 1.0
・学年集会、保健講演会、平和講演会 （162） （112） （9） （3）

②学校は、安全教育の充実・強化を図っている。
・安全教育のための講演会（年２回）(薬物乱用防止、防犯教育） 59.6 37.3 2.8 0.0

教育計画
平成２８年度努力目標達成の ・防火総合訓練（10月）、ＰＴＡ夜間下校指導 （171） （107） （8） （0）
ための取り組み ③学校は教育活動の広報に努め開かれた学校づくりを推進している。

・ホームページの更新、ＰＴＡ新聞年２回発行 52.6 42.5 4.5 0.0
・新聞切り抜き校内掲示 （151） （122） （13） （0）

④学校は、学習指導の工夫・改善に努めている。
・教育課程の改編整備 52.6 42.2 4.9 0.3
・公開授業、授業研究の奨励 （151） （121） （14） （1）



平成２８年度開邦高等学校外部評価表（保護者用） No.2

評価項目
学 校 運 営 計 画 評 価 欄

目 標 具 体 的 方 策 ４ ３ ２ １
①学校は家庭への連絡や意志疎通を積極的にきめ細かく行っている。 44.6 43.9 9.4 1.4

情報・連携 情報・連携の強化
・通知文書の配布 ・ホームページへの掲載 （128） （126） （27） （4）

②学校は、ホームページ等を活用して広報を充分に行なっている。 43.6 45.3 8.4 1.4
（月１回更新） （125） （130） （24） （4）

①学校の施設・設備は、ほぼ満足できる。(会議室の床改修、危険箇所の 26.5 49.1 19.5 4.2

施設・設備 施設・設備の充実
修繕等） （76） （141） （56） （12）

②学校は事故防止に配慮し、施設・設備の点検を行っている。 40.4 48.4 6.6 0.7
・毎月１回チェックリストによる点検及び日々の点検の実施 （116） （139） （19） （2）

生涯学習 生涯学習
①学校は自分の将来の生き方をよく考え、豊かな心をもった生徒を育 55.4 40.1 2.4 0.3
てようとしている。(人権･エイズ講演会、平和教育講演会、読書指導） （159） （115） （7） （1）

①学校は「総合的な学習の時間」を通して、人間としての在り方生き

総合的な学習の時間
総合的な学習の時間の活 方について学ばせている。 57.8 36.6 4.2 0.0
用 ・インターンシップ：全２年生(今年度から全１年生) （166） （105） （12） （0）

・職業人講話、マナー講習会
①生徒会活動は活発である。

特別活動 特別活動の活性化 ・新入生歓迎球技大会、開邦祭、宿泊研修、長距離ｳｵｰｷﾝｸﾞ等の学校 59.6 35.2 4.5 0.0
行事に、生徒は積極的に参加している。 （171） （101） （13） （0）

①学校の生徒指導方針に共感できる。
51.9 40.4 5.6 1.4

生徒指導 生徒指導の充実
（149） （116） （16） （4）

②生徒指導面で、学校は家庭への連絡や意志疎通を積極的に行っている。 49.5 40.5 7.0 0.0
・挨拶運動週間 ・遅刻、服装容儀等の情報発信 （142） （122） （20） （0）

①進路指導面で、学校は家庭への連絡や意志疎通を積極的にきめ細か
く行っている。 59.6 33.1 6.3 0.3
・進路講演会 ・三者面談 ・二者面談 ・進路便り発行 （171） （95） （18） （1）

進路指導 進路指導の充実 ②学校は生徒の将来の進路や職業などについて適切な指導を行っている
・進路検討会(年３回） ・早朝講座、課外講座の実施 66.9 28.2 3.8 0.3
・土曜講座･模試等の実施 ・合格体験記の発行 （192） （81） （11） （1）
・ファインシステムの活用 ・小論対策研修実施

①保健室等では生徒の心身の健康について気軽に先生に相談できる。
47.0 43.2 6.6 1.0

健康・安全指導 健康・安全指導の充実
（135） （124） （19） （3）

②地震や台風などの場合の対応について、生徒や保護者に行動マニュ 47.7 41.1 8.7 0.7
アルが知らされている（各クラスに掲示）。 （137） （118） （25） （2）

①学校のＰＴＡ活動は活発である。
・ＰＴＡ総会 ・評議員会（年５回） ・進路学習会 52.3 43.2 3.8 0.0
・各委員会 ・広報誌（年２回発行） ・離島北部支部総会各１回 （150） （124） （11） （0）

家庭・地域社会との 家庭・地域社会との連携 ②保護者・地域住民は学校に協力的である。
39.7 47.0 11.1 0.0

連携 の強化
（114） （135） （32） （0）

③学校は地域社会の行事等に積極的に参加している。
27.2 44.9 23.3 2.4

（78） （129） （67） （7）

④学校は学校評議員に積極的に意見を求めている。（年３回）
40.8 49.1 6.6 0.0

（117） （141） （19） （0）


