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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

学校目標
具体的な手立て
<教育課程>
(1) 個 に 応 じ
た学習指導
の推進

(2) 外 部 の 教
育資源を活
用した幅広
い教育課程
の編成

(3) 人 権 教 育
の推進

評価の観点

(1)①生徒の特性、能力、取組みに (1)①生徒の特性に応じた個
応じてきめ細かく個別指導を
別指導ができたか。
行い、基礎学力の定着を図る。
②日本語を母語としない
②日本語を母語としない生徒に
生徒に対して、きめ細か
対する個別授業を実施し、日
な学習指導をすること
本語や日本の風土について理
ができたか。
解を深めさせる。
(2)校外講座や技能審査等による単 (2)校外講座等を活用し、単
位認定制度を生徒が積極的に活
位修得した生徒の数が増
用するよう指導するとともに、さ
加したか。
らに幅広く外部の教育資源の活
用を検討する。
(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」や「いじめ防止教育」
識が高まったか。
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。

達成状況

課題・改善方策等

(1)「学習支援を必要とする生徒
への合理的配慮」を組織的な
授業改善の目標に設定し直
し、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。

(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。

(2)「就業体験活動」における単 (2)学校外における学修の単位
位修得の規定を整備し、単位
認定に関する規程を整理及
認定を促進した。また、校外
び周知し、学校外の教育力
講座やボランティア活動にお
を活用しながら、単位認定
いても単位を取得することが
を促進する。
できた。
(3)「いのちの授業」の一環とし (3)他の学校行事に比べると生
て 、「 性 感 染 症 予 防 講 演 会 」
徒の参加率が低いという課
（12月）と「防災教育」（２月）
題がある。参加率を高める工
及び「いじめ防止教育」（３月）
夫も必要であり、授業の中に
を実施し、他者への思いやり
位置づけるという方法も必
や、自分を大切にする心を育む
要である。
ことができ、生徒たちの自己有
また、人権教育は全校集会
用感の高揚にもつながった。
やＬＨＲ、各教科の中でも取
また、「携帯電話教室」（２
り組む必要があり、今後の課
月）に実施し、ＳＮＳ上のト
題でもある。
ラブルや情報モラル等を育成
する指導ができた。
さらに、入学年次対象に映
画「めぐみ」（アニメ）を活用
した人権教育を行った。

学校評価

(保護者)
（学校評価）
・個別の丁寧な対応に感 ・ 個に応じた学習指導
謝している。きめ細か
を行い、少人数学習や
な指導は大変だと思う
チームティーチング
が是非継続して欲し
を取入れ、生徒の学習
い。
状況に応じた指導を
行い、成果を上げるこ
(学校評議員)
とができた。
・個に応じた指導は手間
も時間もかかるが、熱 （改善方策等）
心に取組んでいる。
・ 「西部総合職業技術
・「西部総合職業技術校」
校」との連携をさらに
との連携を充実させ、
推進し、生徒が積極的
このような体験ができ
に履修できるような
る機会を増やして欲し
環境を整備する。
い。
・ いのちの授業に関し
ては、日常の指導の中
でもその重要性を理
解させることに努め
る。

<生徒指導・支
援>
(1) 個 々 の 生
徒の状況の
掌握と情報
共有による
きめ細かな
指導の推進

(2) 自 己 肯 定
感の醸成に
よる問題行
動の未然防
止

(1)①複雑な家庭環境の生徒が多い
ことから、個々の生徒の家庭環
境や心身の状況等を把握し、教
職員同士の情報共有と共通理
解を図り、学校全体として支援
できる体制をつくる。
②教育相談コーディネーターを
中心としてケース会議等を定
期的に開催するなど教育相談
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。

(1)①生徒情報の共有と共通
理解を図る体制づくり
ができたか。
②スクールカウンセラー
からの情報提供及び定
期的なケース会議の実
施と必要に応じて外部
機関や専門機関との連
携が図ることができた
か。
③発達障害やいじめに対
する職員の理解が深ま
ったか。

(2)①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。
②計画的・組織的な学校内外の
巡回指導や生徒会活動の活性
化を図ることにより問題行動
等の未然防止に努める。

(2)①自己肯定感や自律の育
成をめざした生徒指
導・生徒支援をすること
ができたか。
②問題行動等の未然防止
に向けた組織的な校内
外の巡回指導をするこ
とができたか。また、生
徒会活動を活性化でき
たか。

(1)①多様な生徒を多く抱える定
時制において、担任を中心に
個々の生徒の家庭環境や心
身の状況を把握することが
できた。さらにあらゆる機会
を通して、教職員同士の情報
共有と情報交換をし、共通理
解を図ることができた。
②養護教諭と教育相談コーデ
ィネーターを中心に、スク
ールカウンセラーとの連携
を密に図り、必要に応じて
ケース会議等を開催し、情
報を共有することができ
た。
また、特別支援学校との
連携を図り、事例研究等の
研修会に参加することがで
きた。
③発達障害や障がい者に関す
る校内研修を開催し、職員
の意識を深めることができ
た。
(2)①生徒たちが「安心・安全」
に学校生活を送ることがで
きるように、全校集会での講
話や注意喚起の掲示物を作
成し、ルールやマナーを守
り、生徒の自立育成に向けた
生徒指導や支援を行うこと
ができた。
②問題行動の未然防止に取り
組み、計画的・組織的に校
舎内外の巡回を実施した。
また、学校行事や生徒会
活動を活性化するための企
画立案することができた。

(1)①生徒の家庭環境や心身の
状況等を学校として詳細
に把握できない場合もあ
る。そのため、家庭との連
絡や保護者等の面談を通
して、現状把握に努める必
要がある。
②年々、スクールカウンラー
に相談する生徒が増えて
いる。スクールカウンセラ
ーの来校回数の増加と時
間の確保が必要である。
③職員会議後など、全教職員
が一同に集まる機会を通
して、研修の成果や報告を
共有する機会が必要であ
る。

(2)①今後もルールやマナーを
守らせ、自己肯定感の育成
に向けた未然防止と毅然
とした生徒指導や支援を
継続して取り組む必要が
ある。
②部外者対策や生徒の安全
確保の観点からも、今後も
計画的・組織的な校舎内外
の巡回を継続していく必
要がある。
また、学校行事におい
ては、教員主導型の企画立
案ではなく、生徒が主体的
となって計画できる支援
が必要である。

(保護者)
・生徒による迷惑行為が
ほとんどなく、安心し
て登校させることがで
きている。

（学校評価）
・問題を抱えた生徒に
適切な指導を行う体
制づくりと職員の意
識を向上させる取組
みができた。
・巡回指導などの日常
の活動により、生徒
の問題行動を未然に
防止することができ
た。

(学校評議員)
・生徒理解は指導の要、
そこに力を入れている
ところが素晴らしい。
職員間の情報共有と連
携を更に進め、より効
果的な指導をお願いし （改善方策等）
たい。
・ 支援を必要とする生
・生徒指導件数も減り、
徒は増加傾向にあり、
生徒が落ち着いて学校
スクールカウンセラ
生活を送っていること
ーや外部機関との連
は評価できる。大変だ
携をより一層広げる
と思うが、ぜひ継続し
必要がある。
て欲しい。
・高校生世代に対する心
身には、両方のケア、
特にメンタルヘルスサ
ポートの大切さを感じ
た。

<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

(1)グループ学習や生徒による発表
など、生徒が主体となる授業を行
うことにより、生徒の「興味・関
心」を高め、基礎学力の定着を図
る。

(1)学習への取り組みや授業
への充実度を向上させる
ことができたか。

(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。

(2)個に応じた教材を作成す
るとともに、夏季補習を実
施することができたか。

(1)外部講師による「産業社会と人 (1)就職や進学に対する意識
間」の授業等により、キャリアに
が向上し、積極的に選択し
ついての意識を高めるとともに、
た進路に向かうことがで
アルバイト等の実務を振り返ら
きたか。
せ将来を考えさせる。

(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。

(1)授業評価の結果を踏まえ、組
織的な授業改善のテーマを設
定し、「生徒が主体的に取組む
授業」の展開を進めた。その一
環として公開研究授業を実施
した。
(2)夏季講習を実施し、参加した
１年生を中心に、個に応じた指
導を行うことができた。

(1)研究授業における成果を、
次年度のさらなる展開につ
なげる計画立案行う。

(2)夏季講習へ参加する生徒の
出席率を高める工夫が必要
である。

(1)外部機関との連携によるキャ (1) 外 部 機 関 と の 連 携 に つ い
リア教育を「産業社会と人間」
て、より多くの機会を提供
の授業を中心に実施できた。
し、職員のスキル向上につ
なげていきたい。
西部総合職業技術校との
技能教育連携をさらに発展
させたい。
(2)生徒会が中心になって行うマ (2)生徒会がリーダーシップを
ナーアップ運動や地域貢献活
取り、学校生活全体を通し
動（学校周辺の清掃活動）を実
て、全校生徒のマナー意識を
施し、生徒が主体的に取組むこ
向上させたい。
とができた。

(保護者)
・生徒の関心や意欲が高
まる授業を行って欲し
い。
(学校評議員)
・公開研究授業は教員の
力量を高めることに直
接つながる。引き続き
取組んで欲しい。
・中学校ではアクティブ
ラーニングに関する外
部講師を招いている。
ぜひ活用してもらいた
い。

(保護者)
・多種多様な経験を積め
るところが総合学科の
よいところだと思うの
で、これからもいろい
ろなプログラムを充実
させてもらいたい。

（学校評価）
・小集団学習や教材を
工夫することで、生
徒の興味関心を高め
る指導ができた。生
徒が主体的に授業に
参加する取組みにつ
いては、今度とも継
続する必要がある。
（改善方策等）
・授業方法の工夫や生
徒が積極的に授業に
参加する機会を増や
すため、より一層の
授業改善研修が必要
である。
（学校評価）
・外部機関との連携を
行ったことで、生徒
の積極的な参加につ
ながった。

（改善方策等）
・各機関との連携をま
(学校評議員)
すます強化し、内容
・キャリア教育に関して、
の充実を図り、生徒
充実した取組みをされ
の進路意識を早い段
ている。更なる継続と
階から育てるように
発展を期待する。
する。
・職業技術校との連携は
本校の大きな強みであ
る。ますます充実して
欲しい。

<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)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。
(2)①体育祭や文化祭などの生徒会
行事の活発化とマナーアップ
運動を継続実施により、地域と
の連携を図る。
②北相地区定通球技大会や部活
動による県高等学校定通大会
等の公式戦への参加及び定通
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
くとともに、地域とも連携し地域
の中での防災を考えさせる。

(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。

(学校評議員)
(1)生徒会活動の一環として、通 (1)有志生徒が多く参加できる ・定時制の現状を考える
学路ボランティア清掃と「赤レ
体制を構築し、様々な場面で
と地域連携は難しいと
ンガ広場清掃」を実施し、有志
ボランティア精神を養う機
思われるが、できるこ
生徒を含め約20名の生徒が参
会を設けさせたい。
とをコツコツと継続し
加した。
ていくことが大切であ
(2)①生徒会行事の活発化と (2)①学校行事（体育祭・文化祭） (2)①地域住民やとの連携も必
る。
マナーアップ運動の継
は、生徒の参加率も非常に高
要であると考えているが、 ・ボランティア参加の教
続実施により、地域との
く、年々盛り上がっている。
夜間定時制という時間的
育効果は高いので、充
連携を図ることができ
事前の企画や当日の準備も
な制約の中で難しい。今後
実した取組みなるよう
たか。
生徒たちが主体的に取組み、
の大きな課題でもある。
に期待する。
②部活動の公式戦への参
生徒の自己有用感の高揚が
②部活動の活性化と定通球 ・中学生も高校生活動の
加や定通術作品展への
図られている。
技大会への参加促進を高
姿を見て刺激を受けて
積極的に参加体制づく
②バスケットボール部の公式
める工夫が必要であるが、
いる。今後可能であれ
りができたか。
戦参加や定通球技大会（バ
活動時間の確保が課題で
ば高校生の活動に中学
スケ部・卓球部）に参加を
ある。
生も一緒に参加させた
することができた。
また、今後は新しい文
い。
また、県央県北地区定通
化部を立ち上げ、一層の
芸術作品には、数多くの作
活性化に努めたい。
品が出展され、８名の生徒
が入賞した（銀賞３名、銅
賞５名）。
さらに、県の定通芸術作
品展にも出展できた。
(学校評議員)
(1)生徒の災害に対する意識 (1)避難訓練（６月と９月に実施） (1)避難訓練だけではなく、今 ・ＯＪＴは人材育成の要
を高めることができたか。
を実施し、その後の講話やＤ
後も様々な教育活動を通し
と思われる。より一層
ＶＤ視聴を通して、生徒の災
て、防災教育や災害に対する
の充実をお願したい。
害に対する意識を高めること
意識を高める必要がある。
ができた。
また、今後は「東日本大震
災」を風化させないための学
校全体の取組みも必要であ
る。
(2)ベテラン職員の授業のノ (2)研究授業を通して、共通のテ (2)授業に生徒が主体的に参加
ウハウを若い職員に伝え
ーマを持った授業見学の機会
できるような授業改善を推
ることができたか。
を確保した。
進する。
(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。

（学校評価）
・ボランティア活動に
関心を持ち参加する
生徒が増加した。日
常の学校生活では体
験できない教育的効
果を色々な場面で得
ることができてい
る。
・定通芸術作品展の参
加について、より多
くの作品を出品する
ことができた。
（改善方策等）
・部活動に対する意欲
を高め、活動を活性
化させる方策を検討
する。

（学校評価）
・防災教育においては、
一定の成果をおさめ
ることができた。人
材育成については、
グループ業務の規程
集を活用すること
で、経験の浅い職員
を指導することがで
きた。
（改善方策等）
・校内研修会をさらに
充実させ、人材育成
に努める。

