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次のとおり学校評価を実施しましたので報告します。
取組の内容

校内評価

学校関係者評価

学校評価

(1)個別指導プログラム作成において、
生徒個々の目標を短期的及び長期的な
観点から明確化する必要がある。また
目標達成に向けての手だてを講じるた
めに、教科間のさらなる連携が求めら
れる。
(2)本年度の就業体験活動は、昨年度に
比べ希望者が少なかった。自らの進路
を検討するための重要な機会という生
徒への意識づけのために、一層の啓発
の工夫が課題である。

(保護者)
子どもが三修制で卒業
したいという希望を持
ち努力している。
(学校評議員)
生徒一人ひとりのニー
ズに合わせた指導をす
るために努力してい
る。

(1)個別指導を実施す
るなど生徒のニーズ
に合わせた柔軟な教
育活動を展開した。
教科間の連携を深め
さらに指導を充実さ
せる必要がある。
(2)生徒や保護者の三
修制についての理解
は深まっている。多
様な学習機会の提供
に向けさらに検討を
重ねる。

(1)①SC(スクールカウンセラー)の利
用が多かったが、来校日数が少ないた
め希望に十分対応することができなか
った。事例によっては SSW(スクールソ
ーシャルワーカー)の支援が必要であ
るが、拠点校が他校であり気軽に相談
することができなかった。SC 来校日の
増設、SSW の増員等を望みたい。
②保護者の都合上面接時間の設定がで
きない場合があり、調整が難しい。
(2)①②校内での問題行動は減少し、生
徒は以前より落ち着いた雰囲気の中で
学校生活を送っている。校外からの苦
情や問題行動も減少した。校内行事へ
の参加にも、積極的に取り組もうとい
う姿勢が見られ、「ルールを守る」意識
が向上した。この傾向が持続するよう、
指導を継続したい。また、職員全体で
協力し、生徒指導面で改善点なども話
し合い、今後の指導の向上につなげて
行きたい。

(保護者)
個別面談では学校での
様子や進路についての
情報を得ることができ
た。
(学校評議員)
生徒理解に根ざした日
常の生活指導を丁寧に
行っている。
SC や SSW の活用をさら
に進める。

(1)個々の生徒に応じ
た組織的な支援が実
践できた。また、特
別支援学校や児童相
談所、市役所等の外
部機関と連携して指
導の充実を図った。
今後もさらに支援体
制を充実させる必要
がある。
(2)職員の日常の指導
により、全体的に問
題行動が減少し学校
が落ち着いている。
今後はさらに社会性
を身につけさせモラ
ルを高めるための効
果的な指導を検討し
ていく。

学校目標
具体的な手立て
＜教育課程＞
(1)生徒の多様
なニーズに応
じた柔軟なカ
リキュラムを
展開する。
(2)三修制の学
習機会を充実
させる。

(1)１年生に関して早い時
期に個別指導が必要かどう
かを判断し、取出し授業や
個別指導を行うなど個に対
応した柔軟なカリキュラム
を展開する。
(2)３年間での卒業を目指
す生徒のために、通信制高
校との連携や学校外の学修
による単位認定制度を活用
するほか、就業体験活動の
単位認定により進路への意
識 づ け を図 る こと に よっ
て、生徒の学習意欲の向上
を図る。
＜生徒指導・生 (1)①教育相談コーディネ
徒支援＞
ーターと養護教諭が中心と
(1)生徒個々に なり、定期的にケース会議
応 じ た 教 育 相 を行う。
談 体 制 を 充 実 ②生徒の日常の様子、出席
させる。
状況をきめ細かく把握し、
(2)生徒指導の 保 護 者 への 連 絡を 密 にと
徹底により、ル る。また、面談週間を各学
ール・マナーや 期に設定し、本人・保護者
交 通 安 全 を 尊 の相談に対応する。
重 す る 態 度 と (2)①日常的な巡回指導に
規 律 あ る 学 習 より、生徒との信頼関係を
環境を構築し、 構築するとともに、安全・
生 徒 が 安 心 で 安心な校内環境を築く。
き る 学 校 環 境 ② 授 業 や学 校 行事 な ど、
を整える。
様々な場面で規範意識や安
全に対する意識を高める工
夫を織り込む。

評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

(1)個別学習指導が必要な生
徒の把握を十分行ない、取出
し授業の実施や個別指導プ
ログラムを作成できたか。
(2) 三 修 制 の ガ イ ダ ン ス か
ら、卒業後の進路についての
意識づけを行い、三修制希望
者の学習意欲向上につなが
ったか。

(1)ケース会議で対象とした生徒につ
いて、個別指導プログラムを作成する
ことができた。柔軟なカリキュラムを
展開した結果、個々の生徒に対しきめ
細かに対応し成果を上げることができ
た。
(2)三修制を利用した今年度の卒業生
は 11 人であったが、卒業後の進路への
意識は高く、そのうちの 8 人が大学進
学や就職等の進路決定を果たした。ま
た、インターンシップや検定試験受験
等による単位認定制度も軌道に乗り、
一定数の生徒が意欲的に取り組んだ。

(1)①ケース会議、拡大ケー
ス会議を定期的に行ない、教
職員全員で生徒情報を共有
し、個別の支援体制を充実さ
せることができたか。
②日常生活や出席状況・欠課
時数等を保護者に定期的に
連絡することにより、保護者
との協力関係が築けたか。
(2)①巡回指導により落ち着
いた校内環境を築き、問題行
動の減少につなげることが
できたか。
②様々な場面での取り組み
が生徒の規範意識・安全意識
の向上につながり、学習環境
を整えることができたか。
（生徒アンケート）

(1)①年間計画を作成し、定期的にケー
ス会議を実施することができた。計画
に応じて巡回相談を利用できた。
②学期末テスト後に面接週間を設定し
ての三者面談が定着している。保護者
との意思の疎通が確立されている。
(2)①②職員の惜しみない協力により、
校内外の日常的な巡回指導が効果的に
実施できた。そのため全学年、授業に
集中して取り組む姿勢が育成され、落
ち着いた雰囲気の中で授業ができるよ
うになった。また、日常的な生徒指導
に加え、年２回のいじめ防止アンケー
ト、交通安全教室、薬物乱用防止講座
の実施により、生徒の規範意識・安全
意識の向上を図り、学習環境を整える
ことができた。特に交通安全に関して
は、車両通学者に対しての指導をきめ
細かく行い、交通安全に対する意識の
向上に努めた。

＜学習指導・授
業改善＞
(1)基礎学力の
定着を図るた
め、新たな授業
展開を開発す
る。
(2)社会生活に
必要なコミュ
ニケーション
能力をはぐく
む取組みを充
実させる。

(1)①全体で研究授業に取
り組み、校内研修会をとお
して本校の課題を共有し、
授業改善に繋げる。
②基礎学力と学習習慣を定
着させるための年度初めの
1 年生の学習形態をさらに
発展させ、また 1 年生の数
学の授業を習熟度別に行う
ことで個々の生徒の実態に
合った授業を行う。
③長期休業中の学習会の内
容を充実させ、各学年の生
徒に適した指導を行う。
(2)「総合的な学習の時間」
等を活用し、生徒相互のコ
ミュニケーション能力を高
める。

(1)①校内研修会で課題を共
有することによって授業改
善に繋げることができたか。
②１年生を対象とした新た
な学習形態及び習熟度別授
業を継続・発展させることが
できたか。
③長期休業中の学習会の内
容が充実し生徒に適した指
導ができたか。
(2)「総合的な学習の時間」
の中で、生徒が自ら考え判断
して自分の考えを伝えるこ
とができたか。

＜キャリア教
育＞
(1)キャリア教
育をさらに充
実させ、生徒
個々の進路意
識を高める。
(2)集団の中で
の社会性を培
うため、生徒主
体の行事や活
動を支援し、自
己肯定感を高
める。

(1)①１～３年生に対する
多様なガイダンスを企画・
運営し、キャリア教育実践
プログラムを体系的に実施
することで生徒の進路に対
する意識を向上させる。
②卒業予定者の進路指導の
日程を早めに設定する。
(2)生徒の主体的活動の場
や発表機会を設け、多くの
生徒の学校行事への参加を
促す。

(1)①１～３年生の生徒の進
路に対する意識を向上させ
ることができたか。
②就職および進学希望者が
確実に進路を決められたか。
(2) ① 生 徒 主 体 の 活 動 の 場
（生徒会・部活動発表等）を
設定し、内容の充実が図れた
か。
②学校行事に 8 割以上の生徒
が参加したか。

(1)①「生徒による授業評価」の１回目
の結果を総括し、各教科で総括し情報
共有することによって２回目の結果は
ほとんどの教科で改善された。
②１年生の数学Ⅰにおいて、３クラス
の習熟度別に授業を実施することで生
徒の理解度が上がった。また、教員側
も生徒の理解度を把握しやすくなっ
た。到達度の高いクラスでは生徒同士
が教えあったり切磋琢磨したりする場
面が見られるようになり、学習意欲向
上に繋がった。到達度が低いクラスに
おいても個々の生徒の理解度が上がっ
た結果、前向きに授業に取り組むよう
になった。
③夏季休業中に１年生には基礎学力の
定着、２～４年生には学力アップを目
的とした夏期講座を行い、自らの達成
度に合わせて各教科が用意した教材に
取り組ませることで学力向上に繋げ
た。
(2) 「総合的な学習の時間」では体験
的内容やグループ学習を取り入れ、生
徒が考え自ら判断し、自分の考えを伝
えることができた。
(1)①総合的な学習の時間や LHR を使っ
た進路アンケート、卒業生の進路状況
等の解説など通して生徒の進路に対す
る意識を向上させることができた。
②早くから進路に対する意識の高い生
徒を中心に進路が決定していったが、
進路が決まらないまま卒業する生徒も
少なからずいる。
(2)①生徒数が減少する中で、それぞれ
が活動の場面を設定し、充実した内容
となった。
②どの行事にも８割以上の生徒が参加
したと思われる。

(1)①授業改善に関して職員間の意識
向上が見られたが、常勤職員と非常勤
職員では教科指導や生徒指導に対する
意識にどうしてもギャップが生じてい
しまう。
②到達度が低いクラスに行き楽をした
い生徒もいて、クラス分けが難しい。
また、生徒同士の人間関係も加味しな
がらクラスを決めなければならないた
め、密に学年と情報交換したい。
今後は他の教科でも同様の取組を推進
したいとの意見が出ているが、非常勤
講師時間の配当等条件整備の面で課題
がある。
③夏期休業中の講習に関しても希望者
の参加が主だが、指名した生徒を参加
させることも視野に入れたい。また、
全日制の教育活動との調整を図る必要
があり、制約が多い。

(保護者)
基礎的な学習の内容が
わかることで自信がつ
く。
(学校評議員)
基礎的・基本的な知識
や技能を身につけるこ
とは実社会に出る上で
大切である。習熟度別
授業の展開や夏季講習
の実施などさまざまに
努力している。

(1)①４年間の段階的な進路指導は計
画的に進められており、キャリア教育
実践プログラムとして定着している
が、学習障害等さまざまな困難を抱え
ている生徒の進路保障についても、学
校外の機関と連携しつつ実績を上げて
いく必要がある。
②自らの進路について向き合えない生
徒に対して、どのように働きかけてい
くかが課題である。
(2)①さまざまな生徒会行事や部活動
を生徒主体で行わせることで、生徒の
成功体験を増やし自己肯定感を高めて
いく。
②参加率が安定してきたので、生徒一
人ひとりがより主体的に取り組めるよ
う工夫する。

(保護者)
子どもが早い段階から
卒業後の進路を意識す
るようになった。

(1)基礎学力定着に向
けて、モジュール授
業や長期休業中補習
等を行い成果が上が
っているが、生徒の
積極的な学習への取
組を引き出すため、
組織的な授業改善の
取組をさらに進める
必要がある。
(2)総合的な学習の時
間において、生徒の
コミュニケーション
能力及び自ら判断し
行動する力を高める
ような指導ができ
た。

(1)折に触れてガイダ
ンスを実施し、体系
的にキャリア教育を
進めた。1 年次からの
個々の生徒の進路意
(学校評議員)
識を向上させる指導
生徒一人ひとりに丁寧 を検討する。
な指導をしており十分 (2)生徒の学校行事へ
な成果が上がっている の取組は向上してい
ので、継続してほしい。 るが、多くの生徒が
主体的・積極的に取
り組めるよう工夫を
重ねていく。

＜地域等連携
＞
(1)保護者や地
域との連携を
深めると同時
に、外部人材の
活用を推進し、
教育活動を効
果的に展開す
る。
(2)ホームペー
ジ、学校案内等
の広報活動を
充実させ定時
制への理解を
深める。

(1)①メール配信の積極的
な利用により保護者への連
絡を密に行い、授業等の見
学や学校行事への参加を促
す。
②卒業生や保護者、地域の
人材を活用した学校支援ボ
ランティアの制度の立ち上
げに向け検討する。
(2)①学校案内やホームペ
ージ等を活用して生徒の活
動や活躍を紹介し、本校定
時制の教育活動を広く発信
する。
②広報用の学校案内をさら
に充実させ、本校への理解
を深める。また、中学校教
員に向けた情報発信を行い
定時制への理解を深めるこ
とで、適切な進路指導に繋
げる。

(1)①学校への保護者の来校
数が増加したか。（保護者ア
ンケート）
(2)①学校案内等を通して生
徒の活動を積極的に広報す
ることができたか。
②学校案内をさらに充実さ
せ、本校への理解を深めるこ
とができたか。

＜学校運営・学
校管理＞
(1)新たな教育
活動を展開す
るとともに、そ
の検証により
学校運営の改
善に取り組む。
(2)事故・不祥
事の防止を徹
底することで
信頼される学
校づくりを進
める。

(1)従来の課題や新たな取
組について検討を重ね学校
改善につなげる。
(2)生徒指導や教育相談、事
故・不祥事の防止に係る教
員 対 象 の各 種 研修 会 を企
画・実施する。

(1)学校の課題と改善方策を
明らかにする中から新たな
取組を企画し、学校改善につ
なげることができたか。
(2)各種の研修会を通して教
員がさらにスキルを高める
ことができたか。また、事
故・不祥事ゼロプログラムを
効果的に実施し、事故防止が
図れたか。

(1)①メール配信を利用した家庭への
連絡を増やし、学校行事への参加等を
呼びかけた。
②以前からの学校支援ボランティアの
方には効果的に支援していただけた
が、制度を立ち上げるための検討には
至らなかった。
(2)①学校案内を見やすくし、広く本校
について情報を発信し広報することが
できた。
②学校案内のパンフレットを今年度用
に作成した。写真も新たにし、見やす
くなるよう変更した。
また新たな取組として中学校訪問を実
施し、中学校の教員に直接本校につい
ての情報を発信したことで、本校への
理解が深まり適切な進路指導に繋げる
ことができた。

(1)①メールの登録率が低く連絡の徹
底には至っていないため、メール登録
率向上のための更なる工夫が必要であ
る。
②制度の立ち上げに向け、学校理解を
深められるよう積極的な広報活動が必
要である。
(2)①ホームページを誰にでも改訂で
きるようなソフトで作成できないか。
また、全定同一の限られたホームペー
ジの容量の中で更なる厳選をし、生徒
の活動を積極的に広報していく。
②新たな学校案内パンフレットを積極
的に活用し、本校への理解に繋げてい
く。特に中学校への広報を工夫し、定
時制課程や本校についての理解を深め
てもらえるようにする。
中学校訪問については今年は管理職が
行ったが、本校への理解が深まったと
いう手応えが感じられたため、次年度
以降学校としての取組に発展させてい
くことで、中学校と連携した進路指導
に繋げていく。
(1)グループやセクションごとに業務 (1)グループ･セクション内での意見交
についての検証をすることにより、課 換は十分に行えたが、職員全体での意
題が明らかになり、内規の見直しや業 見交換の場面を増やすことで、学校全
務改善を行うことができた。
体として課題に取り組めるような体制
(2)｢事故･不祥事ゼロプログラム｣に基 作りを行う。
づき、教員対象の研修会を毎月行った。 (2)職員が当事者意識を持って事故･不
また、外部講師を招いた研修会等も開 祥事防止に取り組めるよう、より一層
催し、事故･不祥事防止に繋げることが 工夫を重ねる必要がある。
できた。

(保護者)
子どもたちが地域の力
になっていることを実
感できるようになると
よい。
(学校評議員)
入学志願者が減少して
いることもあるので、
中学生に本校定時制の
教育活動を理解しても
らえるような工夫が必
要である。

(1)日常の生徒指導を
徹底して地域からの
信頼を高める努力を
した。生徒の地域貢
献活動等をとおして
地域との連携を強め
る必要がある。
(2)定時制の教育活動
についての理解を深
めてもらうために、
ホームページを含め
て情報発信力を高め
る方法を今後も検討
していく。

(学校評議員)
教育活動充実のために
職員が協力して取り組
んでいる。

(1)生徒指導規定の検
討等を含め、職員の
組織的な業務改善の
取組を進めた。
(2)不祥事防止研修等
に職員全員で取り組
んだ。マニュアルに
沿った業務遂行を徹
底し事故不祥事の未
然防止に努める。

