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校内評価

学校関係者評価

学校評価

(1)日本語の習熟度の差や母語
の違いから、多様な生徒へ
の指導方法に課題がある。
できるだけ、きめ細かな対
応で改善したい。

(保護者)
・個別の丁寧な対応に感
謝している。今後とも
き め細 かい 指導 を お
願いします。

(2)技能審査を活用し、漢字検定
と情報処理技術者試験で単位
を取得することができた。ま
た、校外講座、ボランティア
活動においても単位を取得す
ることができた。

(2)学校外における学修の単位
認定に関する規程を整理及
び周知し、学校外の教育力
を活用しながら、単位認定
を促進する。

(学校評議員)
・ボランティア活動での
単位認定は、生徒の成
長 に繋 がる と思 う の
で、推進していただき
たい。

（学校評価）
・チームティーチング
や少人数学習の取り組
みの中で、個別の柔軟
な指導が浸透してき
た。
・学校外における学習
の促進ができ、生徒の
視野を広げる活動につ
ながった。

(3)「いのちの授業」の一環とし
て、「防災教育」(2 月)と「い
じめ防止教育」(3 月)を実施
し、他者への思いやりや自分
を大切にする心を育むことが
できた。
また、「携帯電話教室」（2
月）を実施し、情報モラル等
を育成する指導ができた。
さらに、入学年次に映画「め
ぐみ」
（アニメ）の DVD を活用
した人権教育を行った。

（3）他の学校行事に比べると、
生徒の参加率が低いとい
う課題がある。少しでも参
加率が高まる企画の工夫
と日常的な指導が必要で
ある。

学校目標
<教育課程>
(1)個に応じた
学習指導の推
進
(2)技能審査等
を活用した三
修制の推進
(3)人権教育の
推進

具体的な手立て

評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

(1)①生徒の特性、能力、取組みに
応じて個別指導を行い、基礎学
力の定着を図る。
②日本語を母語としない生徒に
対する個別授業を実施し、日本
語の理解を深めさせる。
(2)技能審査等による単位認定制度
を生徒に周知するとともに、技能
審査等の情報を提供する。

(1)①生徒の特性に応じた個
別指導ができたか。
②日本語を母語としない
生徒に対して、きめ細
かな学習指導をするこ
とができたか。
(2)技能審査等を活用し、単
位修得した生徒の数が増
加したか。

(1)日本語を母語としない生徒に
対して、習熟度を考慮した柔
軟な対応を行い、一定の成果
をあげることができた。

(3)「いのちの授業」の一環として、 (3)生徒の防災意識、人権意
「防災教育」(2 月)と「いじめ
識が高まったか。
防止教育」(3 月)を実施し、他
者への思いやりや自分を大切
にする心を育む。また、入学年
次に映画「めぐみ」の DVD を活
用した人権教育を行う。

生徒指導・支
援>
(1)①個々の生徒の家庭環境や心身
(1) 個 々 の 生 徒
の状況等を把握し、教職員同士の
の状況の掌握と
情報共有と共通理解を図る生徒
情報共有による
支援の体制をつくる。
きめ細かな指導
の推進

(2)問題行動の
未然防止に向
けた指導体制
の整備

生徒による授業評価や、観点
別評価の「興味・関心」の項
目の評価を分析し、生徒の興
味・関心の高い授業をモデル
として、他の授業に活かして
いく。
(2) 学習面での到達度の違いを把
握した上で教材等を工夫した授
業実践と、夏季補習による個別
の学習支援を実施する。

(1)①生徒情報の共有と共通 (1)①多様な生徒を多く抱える定 (1)①個々の生徒の家庭環境や
理解を図る体制づくり
時制では、個々の生徒の家
心身の状況等を学校とし
庭環境や心身の状況等を把
て詳細に把握できない現
ができたか。
握し、様々な機会を通して、
状がある。そのためにも、
②スクールカウンセラー
教職員同士の情報共有と共
家庭との連絡や保護者等
からの情報提供及び定
通理解を図ることができ
の面談を通して、現状把握
期的なケース会議の実
た。
に努める必要がある。
施と必要に応じて外部
②養護教諭と教育相談コー
②年々、スクールカウンラー
機関や専門機関との連
ディネーターを中心に、ス
に相談する生徒が増えて
携が図ることができた
クールカウンセラーと連
いる現状がある。スクール
か。
絡等を密に図り、
必要な生
カウンセラーの時間的な
③発達障害やいじめに対
徒にはケース会議を実施
確保が必要である。
する職員の理解が深ま
した。
③職員会議終了後、全教職員
ったか。
③発達障害に関する職員研
が一同に集まる機会を通
(2)①問題行動等の未然防止
修会や生徒指導担当者会
して、研修の成果や報告を
に向けた、計画的・組織
議での研修の成果をグル
共有する必要がある。
的な校内外の巡回指導
ープ員で情報共有する機
(2)①部外者対策や生徒の安全
をすることができたか。
会を設けた。
確保の観点からも今後も
②自己肯定感や自律の育 (2)①計画的・組織的に校内外の
計画的・組織的な校内外の
成をめざした生徒指
巡回指導を実施した。
巡回を継続していく必要
導・生徒支援をするこ
②ルールやマナーを守り、自
がある。
とができたか。
己肯定感や自律の育成に
(3)今後もルールやマナーを守
向けた生徒指導・生徒支援
らせ、自己肯定感の育成に
をすることができた
向けた未然防止と毅然とし
た生徒指導・生徒支援を継
続して取り組む必要があ
る。
(1)2 回目の生徒による授業評 (1)授業評価の結果を踏まえ、組 (1)研究授業における成果を次
織的な授業改善のテーマを
年度のさらなる展開につな
価で、学習への取り組みや
設定し、「生徒が主体的に取
げるよう計画立案する。
授業への充実度を向上さ
り組む授業」の展開を進め
せることができたか。
た。その一環として公開研究
授業を実施した。
(2)個に応じた教材を作成す (2)夏季講習を実施し、1 年生を (2)夏季講習参加生徒の出席率
中心に参加した生徒に対し、
を高める工夫が課題である。
るとともに、夏季補習を実
個に応じた指導を行うことが
施することができたか。
できた。

(1) 外部講師による「産業社会と
人間」の授業等により、キャ
リアについての意識を高め
る。

(1)就職や進学に対する意識
が向上し、積極的に選択し
た進路に向かうことがで
きたか。

(1)外部機関との連携によるキャ
リア教育を「産業社会と人
間」の授業を中心に実施でき
た。

(2) マナーアップ運動や生徒のボ
ランティアによる地域貢献活
動を通じて、道徳心の育成を図
る。

(2)マナーアップ運動や地域
貢献活動への参加者が増
え、成果をあげることがで
きたか。

(2)生徒会が行うマナーアップ運
動について、生徒がより主体
的にかかわるようになり、定
着させることができた。

②定期的にケース会議等を開
催するなどの教育相談体制
を整備し、スクールカウンセ
ラーや外部関係機関、専門機
関との連携を図る。
③発達障害の理解と支援のあ
り方と「いじめ」に係る職員
研修会等を実施する。
(2)①計画的・組織的な学校内外の
巡回指導計画の策定と問題行
動等の未然防止に努める。
②ルールを守り互いを認め合
うことで、集団への帰属意識
を高める生徒指導・生徒支援
を行い、自己肯定感や自律心
を醸成する。

<学習指導・授
業改善>
(1) 生 徒 の 興
味・関心を高
める組織的な
授業改善の推
進
(2)個に応じた
学習支援の推
進

<キャリア教
育>
(1) 外 部 機 関
との連携によ
るキャリア教
育の推進
(2) 社 会 人 と
して必要な道
徳心の育成

<地域等連携>
(1) キ ャ リ ア
教育と関連づ
けた地域貢献
活動の推進
(2) 特 別 活 動
の活性化によ
る地域等との
連携の推進

<学校運営・学
校管理>
(1) 防 災 教 育
の推進
(2) 職 員 の 学
びあいによる
人材育成の推
進

(1)

(1) 社会人としての存在意識を高め
るために、就労体験やボランテ
ィア活動、地域清掃等の地域貢
献活動を活性化させる。

(1)就労体験やボランティア
活動、地域清掃等の地域貢
献活動を活性化すること
ができたか。
(2)①生徒会行事の活発化と
(2) ①体育祭や文化祭などの生徒
マナーアップ運動の継
会行事の活発化とマナーア
続実施により、地域との
ップ運動を継続実施に
連携を図ることができ
より、地域との連携を図る。
たか
②部活動の公式戦への参
②北相地区定通球技大会や部
加や定通術作品展への
活動による県高等学校定通
積極的に参加体制づく
大会等の公式戦への参加及
りができたか。
び定通芸術作品展への積極
的な参加体制づくりにつと
める

(1)定時制の状況や地理的状況を考
慮した学習会など、実際に即し
た防災教育を進め災害に対する
意識を高めていく。
(2)教科をこえて他の職員の授業を
見学するなど他の授業の良いと
ころを取り込める研究授業や研
修会を実施する。

(1) 外 部 機 関 と の 連 携 に つ い
て、より多くの機会を提供
し、職員のスキル向上につ
なげていきたい。
今年度、構築した西部総合
職業技術校との連携をさら
に発展させ。
(2)生徒会のリーダーシップに
より、全校生徒のマナー意
識を向上させていきたい

（1）生徒会を中心としたボラン （1）今年度の地域清掃等の地
ティア活動（通学路清掃）
域貢献活動は、雨天のため
を 9 月に実施した。また、
実施できなかったが、継続
12 月には校内の「赤レンガ
的に実施していきたい。
広場」の清掃活動を実施し、 （2）①地域住民や他校（近隣
有志生徒を含めて約 30 名が
の小・中学校）との連携も
参加し、活動ができた。
考えているが、夜間定時制
(2)①生徒会行事（体育祭・文化
という時間的な制約の中
祭）は、生徒の参加率も良く、
で難しい。今後の課題でも
年々盛り上がっている。事前
ある。
の準備や当日の企画も生徒
②部活動の活性化と定通
が主体となって取り組むこ
球技大会への参加促進
とができた。
を高める工夫と公式戦
②定通芸術作品展には、数多
への参加意識を各部の
くの作品が出展され、6 名の生
中で、高める工夫をして
徒が入賞した（金賞２名、銀
いきたい。
賞２名、銅賞２名）
。

(1)生徒の災害に対する意識 （1）年２回の避難訓練（６月と
を高めることができたか。
９月）を実施した。また、
「い
(2)ベテラン職員の授業のﾉｳ
のちの授業」の一環として防
ﾊｳを若い職員に伝えるこ
災教育を実施し、生徒の防災
とができたか。
意識を高めることができた。
（2）公開研究授業を通して、共
通のテーマを持った授業見学
の機会を確保した。

(1)避難訓練だけではなく、今
後も様々教育活動を通し
て、防災教育や災害に対す
る意識を高める必要があ
る。
（2）引き続き、公開研究授業
を核とした組織的な授業改
善の取り組みを行う。

(保護者)
・子供がカウンセリング
の お世 話に なっ て い
る。その成果なのか、
学 校に 通え るよ う に
なっているので、でき
れ ば同 じカ ウン セ ラ
ーをお願いしたい。
(学校評議員)
・凶悪事件の報道がされ
ているが、生徒の動向
の 把握 につ いて 粘 り
強 い対 応を お願 い し
たい。
・入学式や卒業式の生徒
の態度がとても良い。
特 に卒 業生 が立 派 だ
った。

（改善方策等）
・個に応じた学習指導
を組織的な授業改善の
中に位置づけ、学校全
体として継続的に取り
組む。
・いのちの授業に関し
ては、日常的な指導の
中でその重要性を生徒
に浸透させるよう努め
る。

（学校評価）
・ケース会議を有効に
活用することができ、
課題解決につながっ
た。
・巡回指導などの日常
的な取り組みにより、
生徒指導案件が減少
し、生徒のモラルアッ
プにも効果があった。
（改善方策等）
・生徒支援に関する会
議をきめ細かく行う。
具体的には教育相談コ
ーディネーターが窓口
となり、気にかかる生
徒の情報を整理し、情
報共有をしていく。

(その他)

(保護者)
・先生によって授業内容
や 生徒 対応 にば ら つ
き があ るよ うに 聞 い
ている。学校として統
一 的な 指導 をお 願 い
したい。
(学校評議員)
・研究授業の公開は良い
取 り組 みだ と思 う の
で、ぜひ継続していた
だきたい。

（学校評価）
・学校全体として授業
改善の目標を立て、各
教科で具体的な取り組
みを行った。
（改善方策等）
・授業公開に加え、中
学校の教員向け説明相
談会も行うことで、課
題解決に向けての情報
共有を図る。

(保護者)
(学校評議員)
・外部講師を積極的に取
り 入れ てい る姿 勢 は
評価できる。
・これまでもご苦労され
ているとは思うが、進
路 未定 者を 減ら す 努
力をお願いしたい。
(その他)

（学校評価）
・外部講師の活用を拡
大したことで、生徒の
積極的な参加につなが
った。
（改善方策等）
・卒業時の進路未定者
については入学時から
の継続的なキャリア教
育の中で就業に関する
意識を醸成していく。

(保護者)
・ボランティアは友達と
楽 しく 参加 した よ う
だ。
・子供が作品展で賞状を
貰 いと ても 喜ん で い
た。

（学校評価）
・ボランティア活動の
単位認定について制度
の周知が不足してい
た。
・作品展の参加などに
ついて、各教科の協力
により多くの作品を出
品することができた。
（改善方策等）
・ボランティア活動の
単位認定について、全
生徒に周知し、ボラン
ティア活動活性化の一
助とする。

(学校評議員)
・この１、２年は自治会
で 定時 制生 徒の 悪 い
話を聞かなくなった。
生 徒の 表情 も明 る い
ように感じる。
(その他)

(保護者)
（学校評価）
・夜間に学校に行ってい ・授業改善については、
るので、不安も多い。 問題点を共有し実際的
連 絡態 勢な どに つ い な改善につながった。
て、日ごろからの指導
をお願いしたい。
（改善方策等）
(学校評議員)
・私費の執行状況を精
・生徒の非常食の備蓄が 査し、防災備蓄食料の
少ないようなので、至 確保に努める。
急改善を望む。
(その他)

