
 

 

  

平成 31年度 学校評価報告書（目標設定・実施結果） 

 

視点 

４年間の目標 

１年間の目標 

取 組 の 内 容 校 内 評 価 学校関係者評価 総合評価（３月19日実施） 

(平成 28 年度策

定） 
具体的な方策 評価の観点 達成状況 課題・改善方策等 

（２月18日実施） 
成果と課題 改善方策等 

１ 
教育課程 

学習指導 

・自信を持って
社会参加し、自
立に対する意
欲をもって臨
む生徒を育成
する教育課程
を検討し、再構
築する。 

①「わかる・もっとやって
みたい授業」「学びあえる
授業」を行い、主体的、対
話的で深い学びを推進す
る。 
②「授業研究・支援会議」
を充実させ、授業改善アイ
ディアの共有と活用を進
め、チームによる授業改
善を図る。 

①教科会を活用し、学期ごとに指導
計画の実施状況を振り返り、その後
の授業改善に活かす。３年間で身に
付けさせたい教科指導内容について
新学習指導要領を踏まえ表にする。 
②授業改善アイディアを資料や写真
等の掲示やサーバー内でキーワード
を用いたファイルで共有し、ミニ研修
会ではチームによる授業改善例など
の紹介を行う。 

①学期ごとに指導計画の実
施内容を振り返り、その後の
授業改善に活かせたか。３
年間で身につけさせたい学
習内容を表にできたか。 
②授業改善アイディアを共
有し活用できるよう取り組ん
だか。授業改善アイディア
を活かして、チームによる授
業改善が図れたか。 

①全学年、全教科の年
間指導計画と、キャリア
教育を軸とした各教科の
３年間の学習内容表を
「年間指導計画の参考
書」としてまとめた。 
②社会生活や職業に関
する授業のアイディアを
まとめ、掲示物を作成し
て共有を進められた。 

①今年度の成果物の今
後の活用について、推
進していくことが必要で
ある。内容についても実
践を通して、さらなる充
実を図り、活用し易いも
のにしていく。 
②教科会を活用し、授
業改善の全校的な取組
が必要である。 

自分の思っていること
や感じていることを表
現することから始め
て、共同的対話にもっ
ていけるよう工夫を期
待したい。 
【アンケート】保護者
84.0％、生徒 77.4％
（とても良い、だいたい
良いの合計） 

①進路担当が作成した「進路学
習の内容一覧」を各教科に反映さ
せ、「年間指導計画の参考書」と
して１冊にファイルした。指導計
画作成時に全教科で有効活用で
きるとよい。 
②掲示物を作成して共有を進め
ることができた。普段の授業改善
の手立ての共有や検証にまでは
至っていない。 

①次年度の年間指導計画を作成
する際に各教科の３年間の学習
内容表を有効活用し、「進路学習
の内容一覧」を各教科に反映させ
る。 
②「進路学習の内容一覧」に基づ
いた授業づくりや、主体的、対話
的な授業など、テーマや視点を
定めて、より効果的に授業改善に
取り組む。 

２ 

 

生徒指導 

支援 

・生きる力の基
盤となるものを
育む授業に活
かせるアセスメ
ントを検証し､
指導に反映さ
せる。 
・社会生活に必
要な、他者との
協調・思いや
り、規範・モラ
ルの意識を育
む指導を充実
させる。 

①アセスメントの１年目の
成果を活用し、積み重ね
る。生徒の実態に応じた
個別教育計画への反映、
個に配慮した授業計画へ
の活用の意識を浸透させ
ていく。 
②卒業後の社会参加を見
据えて３年間を見通し、全
校で SSEの取組を行う。 
職員の人権意識の向上を
図る。生徒における SNS
はじめ社会のルールとマ
ナー意識の向上を図る。
いじめ防止に取り組む。 

①1年はアセスメント期間に、アセスメ
ントシートを用いて生徒の実態把握
を行う。２、３年はアセスメントを通じて
生徒の変容をつかむ。アセスメント結
果を個別教育計画に反映する。教
員・生徒が共有でき、生徒が自己評
価できる内容を精査する。 
②研修会を複数回行い、SSE の観点
を示す。学習授業案に SSE に関わる
ねらいや観点を盛り込む。３年間を見
通した SSEのプログラムを作成する。 
研修会を実施し、職員の人権保護の
意識を高める。SNS に係る授業で外
部講師を活用する。いじめ防止の取
組を行う。 

①アセスメントシートを用い
て実態把握を行えたか。ア
セスメント結果を個別教育計
画に反映できたか。生徒が
自己評価できる内容を設け
られたか。 
②研修会を複数回行えた
か。各教科で指導案に SSE
のねらいを盛り込めたか。３
年間を見通した SSE のプロ
グラムを作成できたか。 
研修会を実施し、職員の人
権意識の向上が図れたか。
授業で外部講師を活用でき
たか。いじめ防止に取り組
めたか。 

①「なりたい自分・ありた
い自分確認シート」を活
用し、生徒の想いを個別
教育計画に反映させる
ことができた。 
②SSE に関する職員研
修を２回実施し、SSE の
観点を示した。授業案に
SSEの観点が盛り込まれ
ているかを検証した。 
人権意識を高める研修
行い、実態に応じた各
学年の指導に活かせ
た。生徒会によるいじめ
防止の取組を実施した。 

自分の想いを表現でき
ない生徒について、個
別教育計画にどう反映さ
せるか。他のチェックシ
ートについても有効な活
用の仕方を検討してい
く。 
②学年での人権に係る
指導に関して、職員間
で意識の共有ができた
が、生徒の実態は変化
していくため、引き続き、
各学年での生徒の丁寧
な実態把握と指導の充
実を図る必要がある。 

社会のルールやマナ
ーを学校でしっかり身
に付けて欲しい。自分
を知ることを大切にし
て、バランスの取れた
人間関係形成力を育
てて欲しい。 
【アンケート】保護者
73.7％（とても良い、だ
いたい良いの合計） 

①各アセスメントを活用し、個別
教育計画を作成できた。１年生の
アセスメント期間のまとめを個別
教育計画に反映させた。 
②普段行われている授業に、SSE
のねらいが盛り込まれていること
を確認できた。３年間を見通した
SSE 全体のプログラムは、完成で
きなかった。 
人権意識を高める研修や取組を
実施した。人権保護の意識を育
てるにあたり、各学年での生徒の
変化に応じて、丁寧な実態把握
を行い、指導への反映を図る必
要がある。 

①アセスメント期間の設定、各種
アセスメントシートの内容は、教務
企画Ｇの中で継続して検討して
いく。必要に応じて教科会や校内
研究と絡めて進めていく。 
②人間関係形成力を育成するた
めに、SSE の観点を系統的に授
業や指導に取り入れる３年間のプ
ログラムを作成し、アセスメントや
「進路学習の内容一覧」などとも
関連を持たせていく必要がある。 
生徒の実態や状況に応じた指導
内容や系統的な取組が必要であ
る。いじめ防止活動をより推進し
ていく。 

３ 
進路指導 

支援 

・生徒が納得で
きる進路選択
できるように、
生徒の思い、
状態像を反映
した指導、支援
を行う。 

①一覧表にした３年間の
進路学習の内容を、各教
科で共有して活用する。 
 
②アフターフォロー実施
計画の定着を図る。アフタ
ーフォローで見えた卒業
生が抱える課題を分析・
共有し、在学生の指導に
反映する。保護者に対し
てもアフターフォローで得
たものを広報する。 

①各教科会を活用し、一覧表にした
３年間の進路学習の内容を周知す
る。各教科の授業において、社会的
自立や生活の充実を具体的にイメー
ジした学習内容として参考にする。 
②アフターフォロー業務では、必要
に応じてUDも巡回するなど、校内の
連携を高める。引き続き、個別のケー
スには迅速に対応する。アフターフォ
ローの状況や見えた課題を報告会で
示し、在校生の指導に取り入れる。実
績を通信等で広報する。 

①各教科会で、一覧表にし
た３年間の進路学習の内容
を周知できたか。授業で社
会的自立や生活の充実を
具体的にイメージした学習
内容として参考にできたか。 
②アフターフォローが順調
に実施できたか。見えた課
題を校内に示せたか。見え
た課題を在校生の指導に取
り入れられたか。実績や成
果を広報できたか。 

①「進路学習の内容一
覧」を校内研修で共有
し、教科会で一覧表の
内容を踏まえた３年間の
指導計画を作成した。各
教科で「社会的自立」等
につながる学習内容とし
て活用できた。 
②アフターフォローは定
着してきた。見えた課題
を「進路学習の内容一
覧」に落とし込んだ。 

①「進路学習の内容一
覧」を今後は計画的に
授業の中に取り入れて
いけると良い。個々の生
徒、各学年（集団）の実
態に応じて、新たな学習
内容を随時追記し、一
覧を更新していく。 
②校内協力体制のもと、
アフターフォローを継続
し、卒業生の抱える課題
に対応する。 

教育センターの成果
物を有効活用してお
り、進路学習内容の一
覧は参考になった。在
学中に身に付けるべ
きことに傾注している
ことは期待できる。 
【アンケート】保護者
78.5％、生徒 76.2％
（とても良い、だいたい
良いの合計） 

①「進路学習の内容一覧」をまと
め、各教科において、指導計画
に取り入れることができたことは、
大きな成果であった。今後は、授
業において、単元や題材のねら
いや手立てに、どのように組み込
みんでいけるかが課題である。 
②アフターフォローの紹介や見
えてきた課題の報告などを、会議
や学校通信などで回数多く行っ
たことで、職員や保護者の関心が
高くなり、身近に捉えてもらえた。 

①教科会や研究を通して、「進路
学習の内容一覧」の活用を推進
する。「年間指導計画の参考書」
すべての教科の指導計画や授業
に取り入れられるようにしていく。 
②在校生の指導に生かしていけ
るよう、引き続き、実施状況や卒
業生が職場で評価されている点
や課題と指摘されている点につ
いて、「進路学習の内容一覧」に
追加して、在校生の指導に活か
す。 

４ 
地域等と

の協働 

・地域の特性を
活かしたセンタ
ー的機能を検
討し、インクル
ーシブ教育の
推進に寄与す
る。 

①近隣の高校の教育相談
コーディネーターとの連
携を充実させ、ニーズを
探り、必要な支援を組み
立てる。 
パン販売による交流の定
着と拡大を図る。他の活動
における交流・共同学習
の可能性を探る。取組状
況を積極的に広報する。 
②地域の人的・物的資源
の活用を積極的に推進す
る。資源に関する情報や、
活動の記録を校内で活用
できるようにする。 

①機会を捉えてセンター的機能に関
して情報提供や広報する。必要に応
じて、コーディネーターや進路担当、
他の教員などと連携して、支援に関
わる。 
パン販売による交流では、活動の回
数や内容の幅を広げていく。ほかの
近隣高校とは、教育相談担当や進路
担当と連携して、交流の可能性を探
る。取組状況を通信等で広報する。 
②授業や部活動において、地域の人
的・物的資源の活用を積極的に推進
する。資源の情報や活動の記録・成
果をサーバー内に蓄積し、校内で活
用できるように周知する。 

①近隣の高校における相談
のニーズをひろい、センタ
ー的機能により、適切な支
援が行えたか。 
パン販売による交流の回数
や内容の幅を広げられた
か。他の高校と交流計画の
やり取りができたか。取組状
況を広報できたか。 
②授業や部活動において、
地域の人的・物的資源の活
用が行えたか。情報や記録
を蓄積できたか、校内の活
用に向けて周知できたか。 

①インクルーシブ校から
の依頼に協力ができ
た。高校生徒会の生徒
たちが、協力して販売を
行う場面が増えた。アン
ケートリサーチしたメニ
ューの売れ行きが良く、
達成感を得ていた。 
②これまでに活用した
資源に加え、大学ラクビ
ー部など、新たな地域
の人的資源を活用し、授
業の充実を図ることがで
きた。 

①地域の高校の支援の
ニーズを探り、インクル
ーシブ校に対しても継
続的に連携・協力する。
高校の生徒会の生徒た
ちが関わる活動を継続
し、発展させる。高校の
文化祭への作品展示参
加を定着させる。 
②地域の人的・物的資
源を見える化して校内
に周知していく。よかっ
た事例を伝達研修など
で校内に周知する。 

外界へ出て知らない
人と交わることが挨拶
や会話の力を育てるこ
とにつながる。地域を
意識して学校づくりを
している点が好印象で
ある。 
【アンケート】保護者
84.1％、生徒 77.9％
（とても良い、だいたい
良いの合計） 

①インクルーシブ校の準備に組
織的に連携できた。近隣高校との
パン販売での交流では、回数や
高校の生徒会の生徒たちが関わ
る活動を増やせた。別の高校文
化祭では作品展示を行った。活
動の発展が課題である。 
②スポーツ関係だけではなく、防
災教育や環境教育においても地
域の人的資源を活用し、授業の
充実を図れた。授業での生徒の
達成感の高まりが見られた。人材
リストや活用方法の周知と共有が
課題である。 

①インクルーシブ校に対して継
続的に連携・協力し、センター的 
機能を充実させていく。 
交流や共同学習は、来年度も継
続する方向で進めるとともに、他
の交流活動にも広げられるよう可
能性を探っていく。 
②連携先一覧を「年間指導計画
の参考書」に一緒にファイルし、
様々な教科担当者が積極的に外
部講師を利用できるようにしてい
く。 

５ 
学校管理 

学校運営 

・学校・教職員
の特別支援教
育の専門性を
より向上させ
る。 
・事故を未然に
防ぎ、学校へ
の信頼を維持
する。 

①校内研修体制を整え、
職員の指導力や授業力の
向上を図る。 
 
 
②校内の設備管理や物品
管理において、安全安心
な環境整備を行う。 

①ミニ研修会の企画実施を進める。
研修に関する事後のアンケート調査
を通じて、校内研修の成果・課題、職
員のニーズをまとめ、次の計画に反
映する。 
②安全点検に取り組み、校内の課
題・危険個所を全職員に周知し、迅
速に対応する。倉庫内の教材や物品
について点検を行い、適切な管理状
態に整備する。 

①ミニ研修会を効果的に実
施できたか。研修に関する
アンケート調査結果を次の
研修計画に反映できたか。 
 
②安全点検を行い、その結
果を校内で周知し、迅速に
対応できたか。倉庫内の物
品点検を行い、適切な管理
ができたか。 

①ミニ研修会を５回実
施。職員のアンケート結
果では、理解が深まるな
どの成果が見られた。 
②安全点検日を新たに
設定し点検時間を確保
し、校内の安全点検に
努めた。防災非常食を
安全に保管できる場所
を確保し整理をした 

①引き続き職員の専門
性向上を目指し、より効
率の良い研修を実施す
るための検討を進めて
いく必要がある。 
②校内の不具合箇所に
は、大掛かりな改修工事
になってしまう個所も多
くあり、すべてに対応は
できなかった。 

研修も運営も、先生方
が主体的に関わること
が大切です。職員が
全体としての方向性を
意識するようになると
いい。 
【アンケート】保護者
70.2％（とても良い、だ
いたい良いの合計） 

①年間を通じて概ね充実した内
容を実施できた。時期と内容など
より効果的な研修計画を進めて
いく必要がある。 
②施設管理への職員の意識が高
まった。安全点検で見つかった不
具合箇所の修繕計画につなげて
いく必要がある。校内の物品の写
真リストは、まだ、未完成である。 

①年間の見通しをもって、全体計
画を示す。ミニ研修会や学習会な
どを、校内のニーズに合わせて、
計画し、早めに周知していく。 
②より安心安全な環境管理に向
け、校舎の修繕や改修に向けて
働きかけていく。校内の物品の写
真リストを今後も作成し、使いや
すいものにしていく。 

  


