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鴨沂高校の教育方針・目標は好ましいものであり、保護者の要望と合致する

クラス・コースの特色や教育目標について、十分な説明と特色ある教育活動がな…

進路希望や興味関心に応じた科目選択が可能となっている

進路希望の実現に向けたホームルーム指導やガイダンスが行われている

基礎学力の充実に向けた授業や補習の取組がなされている

進路希望の実現に向けた授業や補習の取組がなされている

各教科の年間・学期の目標・計画が明示され、それに沿った指導が行われている

学力の充実に向けて、現在の週当たりの授業数は適切だと思う

ホームルームを含め、落ち着いた学習環境が保たれている

学習の評価は適切に行われている

分かりやすく、力をつけるための工夫が授業でなされている

学力を伸長する上で、鴨沂高校教員の教科指導力は信頼できる

悩み事の相談や部活動の指導等において、鴨沂高校の教員は熱心で信頼できる

校則や集団生活におけるきまりごとに対し、適切に公平な指導がなされている

生徒の学校生活に対し、学校と家庭との間で連携がとれている

部活動・生徒会活動は自主的で活発に行われている

文化祭・体育祭など、学校行事は充実したものになっている

施設設備を含め、校内で安心・安全が保たれるよう配慮がなされている

教育活動において、知識だけでなく考え・生きる力を養うための工夫がなされている

健康や環境、人権に配慮した教育活動がなされている

教育活動がＰＴＡや地域に対して開かれ、保護者が参加しやすいものになっている

インターネットのホームページや種々の通信を通しての情報発信がされている

鴨沂高校のＰＴＡ活動の情報が伝えられ、活発なものとなっている

総合的に判断して、鴨沂高校の教育活動は保護者の期待に応えている

土曜日に実施している授業は、適切に行われており、魅力的なものである

平成 30年度  京都府立鴨沂高等学校 学校評価アンケート集計結果（保護者）      平成 31年１月31 日 

全保護者

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鴨沂高校の教育方針・目標は好ましいものであり、保護者の要望と合致する

クラス・コースの特色や教育目標について、十分な説明と特色ある教育活動がな…

進路希望や興味関心に応じた科目選択が可能となっている

進路希望の実現に向けたホームルーム指導やガイダンスが行われている

基礎学力の充実に向けた授業や補習の取組がなされている

進路希望の実現に向けた授業や補習の取組がなされている

各教科の年間・学期の目標・計画が明示され、それに沿った指導が行われている

学力の充実に向けて、現在の週当たりの授業数は適切だと思う

ホームルームを含め、落ち着いた学習環境が保たれている

学習の評価は適切に行われている

分かりやすく、力をつけるための工夫が授業でなされている

学力を伸長する上で、鴨沂高校教員の教科指導力は信頼できる

悩み事の相談や部活動の指導等において、鴨沂高校の教員は熱心で信頼できる

校則や集団生活におけるきまりごとに対し、適切に公平な指導がなされている

生徒の学校生活に対し、学校と家庭との間で連携がとれている

部活動・生徒会活動は自主的で活発に行われている

文化祭・体育祭など、学校行事は充実したものになっている

施設設備を含め、校内で安心・安全が保たれるよう配慮がなされている

教育活動において、知識だけでなく考え・生きる力を養うための工夫がなされている

健康や環境、人権に配慮した教育活動がなされている

教育活動がＰＴＡや地域に対して開かれ、保護者が参加しやすいものになっている

インターネットのホームページや種々の通信を通しての情報発信がされている

鴨沂高校のＰＴＡ活動の情報が伝えられ、活発なものとなっている

総合的に判断して、鴨沂高校の教育活動は保護者の期待に応えている

土曜日に実施している授業は、適切に行われており、魅力的なものである

１年保護者

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない



 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鴨沂高校の教育方針・目標は好ましいものであり、保護者の要望と合致する

クラス・コースの特色や教育目標について、十分な説明と特色ある教育活動がな…

進路希望や興味関心に応じた科目選択が可能となっている

進路希望の実現に向けたホームルーム指導やガイダンスが行われている

基礎学力の充実に向けた授業や補習の取組がなされている

進路希望の実現に向けた授業や補習の取組がなされている

各教科の年間・学期の目標・計画が明示され、それに沿った指導が行われている

学力の充実に向けて、現在の週当たりの授業数は適切だと思う

ホームルームを含め、落ち着いた学習環境が保たれている

学習の評価は適切に行われている

分かりやすく、力をつけるための工夫が授業でなされている

学力を伸長する上で、鴨沂高校教員の教科指導力は信頼できる

悩み事の相談や部活動の指導等において、鴨沂高校の教員は熱心で信頼できる

校則や集団生活におけるきまりごとに対し、適切に公平な指導がなされている

生徒の学校生活に対し、学校と家庭との間で連携がとれている

部活動・生徒会活動は自主的で活発に行われている

文化祭・体育祭など、学校行事は充実したものになっている

施設設備を含め、校内で安心・安全が保たれるよう配慮がなされている

教育活動において、知識だけでなく考え・生きる力を養うための工夫がなされている

健康や環境、人権に配慮した教育活動がなされている

教育活動がＰＴＡや地域に対して開かれ、保護者が参加しやすいものになっている

インターネットのホームページや種々の通信を通しての情報発信がされている

鴨沂高校のＰＴＡ活動の情報が伝えられ、活発なものとなっている

総合的に判断して、鴨沂高校の教育活動は保護者の期待に応えている

土曜日に実施している授業は、適切に行われており、魅力的なものである

２年保護者

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鴨沂高校の教育方針・目標は好ましいものであり、保護者の要望と合致する

クラス・コースの特色や教育目標について、十分な説明と特色ある教育活動がな…

進路希望や興味関心に応じた科目選択が可能となっている

進路希望の実現に向けたホームルーム指導やガイダンスが行われている

基礎学力の充実に向けた授業や補習の取組がなされている

進路希望の実現に向けた授業や補習の取組がなされている

各教科の年間・学期の目標・計画が明示され、それに沿った指導が行われている

学力の充実に向けて、現在の週当たりの授業数は適切だと思う

ホームルームを含め、落ち着いた学習環境が保たれている

学習の評価は適切に行われている

分かりやすく、力をつけるための工夫が授業でなされている

学力を伸長する上で、鴨沂高校教員の教科指導力は信頼できる

悩み事の相談や部活動の指導等において、鴨沂高校の教員は熱心で信頼できる

校則や集団生活におけるきまりごとに対し、適切に公平な指導がなされている

生徒の学校生活に対し、学校と家庭との間で連携がとれている

部活動・生徒会活動は自主的で活発に行われている

文化祭・体育祭など、学校行事は充実したものになっている

施設設備を含め、校内で安心・安全が保たれるよう配慮がなされている

教育活動において、知識だけでなく考え・生きる力を養うための工夫がなされている

健康や環境、人権に配慮した教育活動がなされている

教育活動がＰＴＡや地域に対して開かれ、保護者が参加しやすいものになっている

インターネットのホームページや種々の通信を通しての情報発信がされている

鴨沂高校のＰＴＡ活動の情報が伝えられ、活発なものとなっている

総合的に判断して、鴨沂高校の教育活動は保護者の期待に応えている

土曜日に実施している授業は、適切に行われており、魅力的なものである

３年保護者

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない



平成 30年度 京都府立鴨沂高等学校 学校評価アンケート集計結果（生徒）   平成 31年１月 31 日 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鴨沂高校の教育方針・目標は好ましいものであり、分かりやすく伝えられている

クラス・コースの特色や教育目標について、十分な説明と特色ある教育活動がな…

進路希望や興味関心に応じた科目選択が可能となっている

進路希望の実現に向けたホームルーム指導やガイダンスが行われている

基礎学力の充実に向けた授業や補習の取組がなされている

進路希望の実現に向けた授業や補習の取組がなされている

各教科の年間・学期の目標・計画が明示され、それに沿った指導が行われている

学力の充実に向けて、現在の週当たりの授業数は適切だと思う

ホームルームを含め、落ち着いた学習環境が保たれている

学習の評価は、適切に行われている

分かりやすく、力をつけるための工夫が授業でなされている

学力を伸長する上で、鴨沂高校教員の教科指導力は信頼できる

悩み事の相談や部活動の指導等において、鴨沂高校の教員は熱心で信頼できる

安全で安心な学校生活を送る上で、校則や集団生活におけるきまりごとは妥当だ…

学校生活の生徒指導は適切・公平に行われている

部活動・生徒会活動は活発に行われている

文化祭・体育祭など、学校行事は充実したものになっている

施設設備を含め、校内で安心・安全が保たれるよう配慮がなされている

教育活動において、知識だけでなく考え・生きる力を養うための工夫がなされている

総合的に考え、鴨沂高校での学校生活は充実したものである

土曜日に実施している授業は、適切に行われており、魅力的なものである

全校生徒

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鴨沂高校の教育方針・目標は好ましいものであり、分かりやすく伝えられている

クラス・コースの特色や教育目標について、十分な説明と特色ある教育活動がな…

進路希望や興味関心に応じた科目選択が可能となっている

進路希望の実現に向けたホームルーム指導やガイダンスが行われている

基礎学力の充実に向けた授業や補習の取組がなされている

進路希望の実現に向けた授業や補習の取組がなされている

各教科の年間・学期の目標・計画が明示され、それに沿った指導が行われている

学力の充実に向けて、現在の週当たりの授業数は適切だと思う

ホームルームを含め、落ち着いた学習環境が保たれている

学習の評価は、適切に行われている

分かりやすく、力をつけるための工夫が授業でなされている

学力を伸長する上で、鴨沂高校教員の教科指導力は信頼できる

悩み事の相談や部活動の指導等において、鴨沂高校の教員は熱心で信頼できる

安全で安心な学校生活を送る上で、校則や集団生活におけるきまりごとは妥当だ…

学校生活の生徒指導は適切・公平に行われている

部活動・生徒会活動は活発に行われている

文化祭・体育祭など、学校行事は充実したものになっている

施設設備を含め、校内で安心・安全が保たれるよう配慮がなされている

教育活動において、知識だけでなく考え・生きる力を養うための工夫がなされている

総合的に考え、鴨沂高校での学校生活は充実したものである

土曜日に実施している授業は、適切に行われており、魅力的なものである

１年生

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない



 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鴨沂高校の教育方針・目標は好ましいものであり、分かりやすく伝えられている

クラス・コースの特色や教育目標について、十分な説明と特色ある教育活動がな…

進路希望や興味関心に応じた科目選択が可能となっている

進路希望の実現に向けたホームルーム指導やガイダンスが行われている

基礎学力の充実に向けた授業や補習の取組がなされている

進路希望の実現に向けた授業や補習の取組がなされている

各教科の年間・学期の目標・計画が明示され、それに沿った指導が行われている

学力の充実に向けて、現在の週当たりの授業数は適切だと思う

ホームルームを含め、落ち着いた学習環境が保たれている

学習の評価は、適切に行われている

分かりやすく、力をつけるための工夫が授業でなされている

学力を伸長する上で、鴨沂高校教員の教科指導力は信頼できる

悩み事の相談や部活動の指導等において、鴨沂高校の教員は熱心で信頼できる

安全で安心な学校生活を送る上で、校則や集団生活におけるきまりごとは妥当だ…

学校生活の生徒指導は適切・公平に行われている

部活動・生徒会活動は活発に行われている

文化祭・体育祭など、学校行事は充実したものになっている

施設設備を含め、校内で安心・安全が保たれるよう配慮がなされている

教育活動において、知識だけでなく考え・生きる力を養うための工夫がなされている

総合的に考え、鴨沂高校での学校生活は充実したものである

土曜日に実施している授業は、適切に行われており、魅力的なものである

２年生

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鴨沂高校の教育方針・目標は好ましいものであり、分かりやすく伝えられている

クラス・コースの特色や教育目標について、十分な説明と特色ある教育活動がな…

進路希望や興味関心に応じた科目選択が可能となっている

進路希望の実現に向けたホームルーム指導やガイダンスが行われている

基礎学力の充実に向けた授業や補習の取組がなされている

進路希望の実現に向けた授業や補習の取組がなされている

各教科の年間・学期の目標・計画が明示され、それに沿った指導が行われている

学力の充実に向けて、現在の週当たりの授業数は適切だと思う

ホームルームを含め、落ち着いた学習環境が保たれている

学習の評価は、適切に行われている

分かりやすく、力をつけるための工夫が授業でなされている

学力を伸長する上で、鴨沂高校教員の教科指導力は信頼できる

悩み事の相談や部活動の指導等において、鴨沂高校の教員は熱心で信頼できる

安全で安心な学校生活を送る上で、校則や集団生活におけるきまりごとは妥当だ…

学校生活の生徒指導は適切・公平に行われている

部活動・生徒会活動は活発に行われている

文化祭・体育祭など、学校行事は充実したものになっている

施設設備を含め、校内で安心・安全が保たれるよう配慮がなされている

教育活動において、知識だけでなく考え・生きる力を養うための工夫がなされている

総合的に考え、鴨沂高校での学校生活は充実したものである

土曜日に実施している授業は、適切に行われており、魅力的なものである

３年生

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない


	H30保護者アンケート
	H30生徒アンケート

