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[a]
(昨年)

評価値
<定時>
(昨年差)

評価値
<通信>
(昨年差)

評価値
[b]

(昨年差)

達成指数
[b/a]
(昨年)

評価

(昨年)

結果と課題の記述 評価 コメント

85% 80.8% － 80.8% 95.1 B

85% -1.3 － -1.3 96.6 B

90% 88.3% － 88.3% 98.1 B

90% -5.1 － -5.1 103.7 A

90% － 94.2% 94.2% 104.7 A

90% － -0.2 -0.2 104.9 A

85% 78.2% － 78.2% 92.0 B

85% -5.3 － -5.3 98.2 B

75% － 77.2% 77.2% 102.9 A

70% － +1.9 +1.9 100.4 A

80% 82.5% 103.1 A

80% +9.2 91.6 B

80% 87.2% 94.9% 91.1% 113.8 A

80% -2.2 +2.5 +0.2 113.6 A

70% 68.% － 68.0% 97.1 B

70% -3.7 － -3.7 102.5 A

80% 67.% 69.9% 68.5% 85.6 B

－ － － － － －

90% 100.% 97.0% 98.5% 109.4 A

90% 0.0 -0.8 -0.4 109.9 Ａ

80% 86.1% 94.7% 90.4% 113.0 A

80% -1.3 +2.4 +0.5 112.3 A

85% 85.3% 93.9% 89.6% 105.4 A

85% -2.0 -0.4 -1.2 106.9 A

80% 77.3% 93.4% 85.4% 106.7 A

80% -7.6 -0.7 -4.2 111.9 A

・進路決定できなくとも、将来
への希望を持てる指導と焦る
必要がないことなど、人として
の基本的なやさしさが自らの
道を開くと思う。地域の方や先
輩と１対１で話し合う「しゃべり
場」的なキャリア教育も良いと
思う。
・進学したり、社会に出てから
再び不登校や出社できなく
なってしまわぬよう、焦らずに
じっくりとその人に合った方法
で支援していくとの姿勢に感
心した。
・前年に比べて数値が低下し
ているが、おおむね良い評価
となっている。
・就職を希望した人には学校
の成績・学歴より重要な項目
が有る事を指導していただき、
生徒に勇気希望を持たせて欲
しい。

【進路】
・生徒がなるべく早い時期に進路目標を持てるよ
う、生徒が自己理解を進め自己肯定感を高めら
れるような仕掛けや声かけを、学校全体の取組と
しても、一層増やす。
・生徒の具体的な進学・就職活動についても動き
出しを早めるよう引き続き指導するとともに、ミス
マッチが起こらないよう個々の実態に合わせた進
路指導を行う。
・通信制生徒については、卒業生講話、キャリア
ガイダンス、企業見学、インターンシップといった
進路行事への参加が増えるよう、宣伝や声かけ
を一層工夫する。
・CCP時の配付資料については、来年度から始
まる「キャリア・パスポート事業」と連動させて、学
びの成果を蓄積させていく。また「進路のしおり」
や進学資料などの配布物についても、内容の充
実や資料の精選とともに、活用の場面を増やして
いく。

就職・進学など進路先
を決定して卒業する生
徒の割合（３月末）

年度末（3/28）での進路状況は、卒業生145名（定44・通101）中、進路決定者は142名（定44・通98）である。
内訳は、進学決定者が51名(定18・通33)で、就職決定者が51名(定19・通32)である。就職決定者の内訳は、
新規採用決定者が34名(定18・通16)、既就職者が9名(定0・通9)、アルバイト継続者が8(定1・通7)である。ま
たその他(専業主婦・進学浪人・卒業目的等)の者は40名(定7・通33)である。3/28現在、進路未決定者は3名
(定0・通3)であり、1名は3/30に専門学校受験予定、もう1名は3/31に就職試験受験予定、残りの1名が就職
活動中である。

系統的な進路指導と望ましい
勤労観・職業観の育成
○キャリアカウンセリングプログ
ラム等による系統的なキャリア
教育
○企業見学、インターンシッ
プ、キャリアガイダンスなどによ
る体験的な学習の充実

進路学習や適切な進
路指導を受けていると
感じている生徒の割合

比較的良い評価が得られているのは，様々な学習歴・生育歴を持つ生徒に対して、１年次より段階的に組ま
れている「CCP」による進路学習が効果を発揮し、自分の役に立っていると感じている生徒が多いからだと考
えられる。また、通信制の生徒における評価値が高いのは、担任からの個々に対する進路指導とともに、進
路部で行う就職・進学別の進路講座や模試受験等が、進路を考えるよい刺激となり役に立っていると感じて
いる生徒が多いのだと思われる。
継続的な課題として、定時制生徒の1年次は自己理解や自己肯定感を高めるような仕掛けを増やし、２年次
以降はできるだけ早く進路目標を持たせた上で、実際に進路実現に向けて自ら行動させるような指導が一層
必要である。

企業見学やインターン
シップ、外部講師によ
る講演会は役立つと感
じている生徒の割合

３日間のインターンシップ、外部講師講話、卒業生（進学者・就職者）を招いての講話と座談会、企業見学等
の進路行事が生徒へよい成長刺激となっていると考える。各行事実施後に書かせる生徒の感想文にも前向
きな意見が多く、好意的に受け止められているようだ。但し、一部の生徒にはこれらの行事が自らの進路設計
に直接役立っているとは言えず、まずはキャリア教育を自分事として考えさせるとともに、具体的には、イン
ターシップの企業選択や実施後の発表会のあり方など、より工夫を図っていきたい。

生徒・保護者への適切な進路
情報の提供
○碧雲通信・進路だより・ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞによる情報発信
○進路のしおりの活用
○進路相談会の実施

+9.2

全講座の平均出席率
（定時）

前期前半86.7%、前期後半79.3％、後期前半77.8％、後期中間試験以降12月まで77.9％。年間を通じて
80.8％となり、昨年度を下回った。年度当初から長期欠席の生徒も多く、４月時点から昨年度より出席率は低
かった。夏休み前後に、今年度はもう出ずに来年度やり直すと早々に決断してしまう生徒や順調に出席して
いた生徒が不登校になったりもした。（友人関係・家庭・進路についての悩み、学習意欲の低下、昼夜逆転
の生活などの理由）しかし、担任や教科担当の働きかけで、取れる単位だけは授業に出ようとしている生徒も
いるので、粘り強く声がけをしていきたい。

進路の実現

社会的・職業
的自立に向
け、必要な基
盤となる能力
や態度を育
てる。

個々の進路実現に重点を置
いた支援
○ハローワーク、ジョブカフェ
等と連携しての就職支援
○面接指導、作文、小論文な
どの個別指導の徹底
○通信制卒業予定生の個別
支援の充実

進路

就職・進学など進路先
を決定して卒業する生
徒の割合（１月末）

1/31現在、卒業予定者148名(定45・通103)中、進路決定者は102名(定30・通72)である。内訳は、進学決定
者が42名(定15・通27)で、就職決定者が40名(定14・通26)である。就職決定者の内訳は、新規採用決定者が
24名(定14・通10)、既就職者が9名(定0・通9)、アルバイト継続者が7(定0・通7)である。またいわゆる卒業目的
(専業主婦・進学浪人等)の者は20名(定1・通19)である。現段階での進路未決定者(進学・就職ともにこれから
受験を控えている者)は46名(定15・通31)であり、引き続き、進学・就職決定に向けて支援をしているところで
ある。
進学・就職ともに、受験をしたり、ハローワークに行ったりして実際に進路に向け活動している生徒について
は、進路実現に近づきつつあると考える。一方、進学・就職いずれにせよ、様々な理由で現在活動ができて
いない生徒も多く、そういった生徒への具体的な声かけや支援のあり方が課題である。

A

提供された進路情報や
進路だよりは役立つと
感じている生徒の割合

昨年度から目標値を5％上げ80％としているが、「進路のしおり」、「碧雲通信」、進路情報誌、進路相談会
（資料頒布会）等、それぞれの場面で生徒は概ねよく活用していると思われる。但し、一部保護者には、その
ような学校からの進路情報が生徒を通じてよく伝わっていないところもあるようで、HPへの進路行事の記事の
アップとともに、さらに宣伝・浸透を図りたい。また、CCPの生徒個人持ちのファイルに綴る配布資料が多く、
その都度生徒は目は通しているものの事後活用に十分繋がっていないという声もある。来年度から「キャリア・
パスポート」事業が全国の学校で一斉実施されるので、これを機に資料を管理する有効的な工夫を一層図り
たい。

読書意欲の喚起と利用促進
○図書の整備と資料の充実

図書
情報

図書館を利用しやすい
と感じている生徒の割
合

昨年度同様に利用しやすいと感じている生徒の割合は多い。オリエンテーション、平日の開館日・時間の周
知や日曜スクーリング開館、図書館だよりによる効果が考えられる。館内では落ち着いた雰囲気の中、読書
や自習をしている生徒の姿が見られる。今年度からは館内での水分補給も認めている。

地域研究活動の推進
○宍道町を学びのキャンパス
とした地域学習の充実

教育
開発

地域に関連する学習
に主体的に取り組み、
それを通して宍道町に
ついて
知ることができた生徒
の割合

僅かに目標値に到達しなかった。昨年度とほぼ同様に教科等で地域に関連する学習の取り組みを行い情報
発信をしたが、限られた生徒のみが関わり、また今年度の定時制地域ボランティアは雨天のため中止になっ
たため、全体の評価にも影響したかと思われる。また、昨年度と同様に「わからない」「思わない」と答えた生
徒の割合も高かった。生徒一人一人が地域でのまなびの中で、宍道のまちに関心を持ち、地域の一員であ
り地域とのつながりを感じてもらう意識づけも課題である。様々な取り組みを通して生徒に自己有用感を持た
せる効果的な取り組みを、今後も継続実施していきたい。

A

・緊張感とやる気をもって入学
した生徒、または進級する時
は頑張ろうと思っていた生徒
のことを考えると、年度初めの
生徒への対応が大切。忙しい
時期かとは思うが、できるだけ
生徒に接する時間が取れると
よい。（定時制）
・学力の低い生徒が多くなっ
ていることは残念だが、引き続
き分かりやすい授業の工夫に
努めていただきたい。（定時
制）
・定時制の平均出席率、単位
を修得した生徒の割合などが
前年に比べて低下している。
一部の生徒について、家庭と
連携して日常の生活習慣を改
善する必要があると思う。（定
時制）
・町外からの通学者が多い中
で「地域に関する学習」で６
８％は高い評価をしても良い
のでは。（定・通共通）

【教務】
・本年度も担任や教科担当の粘り強い声かけに
より、取れる単位だけでもなんとか頑張って授業
に出ようとしている生徒が見られた。中学校の時
に不登校であった生徒が７割占める状況を考え
ると、評価指標を「単位を修得した生徒の割合」
ではなく、「１単位以上単位を修得した生徒の割
合」に改めてもいいのではないかと思う。（定時
制）
・年度当初、夏季休業前、前期期末試験後など
生徒が欠席がちになる時期の声掛けの必要性を
担任や教科担当に知らせる。（定時制）
・通信制は概ね順調に推移しているが、提出期
限日を守ることができず、最終締切ぎりぎりにレ
ポートに取りかかり結局合格できずに単位を落と
す生徒が少なからず存在する。担任からのこまめ
な声がけ、教務からの注意喚起を密にして、生徒
が不注意によって単位を落とすことをできる限り
減らしたい。そのことにより単位修得率をさらに高
めていきたい。（通信制）
・授業公開旬間については、次期学習指導要領
の内容を盛り込んだ「ねらい」やＩＣＴ機器のさらな
る活用による授業改善を進めていきたい。（定・
通共通）

【図書情報】
・開館日、時間の周知など今後も継続する。マ
ナー指導等を通じて静かで過ごしやすい環境を
維持する。授業での活用も各教科へ働きかけを
継続して行う。

【教育開発】
・地域と関わる今年度の取り組みを継続しつつ発
展性ももたせ、情報発信をしていきたい。今年度
実施した「まなびの成果発表会」を、本校と地域
とのつながりの一つとして定着させ、「地域の中
の高校」として住民の方々に認識していただける
よう取り組んでいく。

少人数指導が自分に
合っていると感じている
生徒の割合（定時）

不登校を経験した生徒や様々な障がいを持つ生徒は以前からいたが、平成30年度入学生から、学力の低
い生徒が多くなっている（前期仮評定１の人数【１年次】29年度４人、 30年度8人、31年度10人・【全校】29年
度19人、30年度30人、31年度31人）。少人数でも授業が分からない生徒は授業に対する満足度が低くなり、
この項目の評価を下げている要因の一つではないかと思う。しかし、多くの生徒が「少人数指導」のおかげで
安心して授業を受けることができている。「少人数指導」のよさを活かし、生徒にとって「わかる学習指導」をめ
ざしたい。

スクーリングやレポート
添削の内容に満足して
いる生徒の割合
（通信）

昨年度と同様高い水準で生徒が満足していることが示された。通信制の学習システムを理解し、スクーリング
とレポート作成をうまく連動させて学習ができている結果と考えられる。教員による丁寧な添削が行われ、生
徒を励ますコメントの記述も生徒の満足感に表れていると考えられる。提出期限日のシステムが定着し、生徒
が計画的にレポートを出しやすい環境が整備され成果があがっている。今後も本校生徒にさらに適したレ
ポート作成やスクーリング実施を推進していきたい。

単位を修得した生徒の
割合
　　　　　（上段：定時）
　　　　　（下段：通信）

島根県立宍道高等学校

評　　　　価　　　　計　　　　画 自　　己　　評　　価 学校関係者評価
次年度への
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学力の向上

一人一人の
学びを実現
し、主体的に
学ぶ態度を

養う。

わかる学習指導の実践
○授業の大切さを理解させる
○少人数指導・授業の工夫お
よび改善
○単位修得率の向上

教務 後期中間試験の素点までをふまえた見込みの数字である。昨年度よりも出席率が低下しているので、単位修
得率も下がっている。学力が低い生徒も多いが、授業に出席し、学習を重ねることが単位修得につながって
いる。生徒アンケートの「先生は授業で、ていねいに教えてくれる」という項目は89％が「そう思う」と答えてい
る。不登校を経験した生徒で、順調に単位を修得している生徒も多い。真面目に授業を受けることが単位修
得につながるということを生徒に繰り返し伝えていきたい。

半期単位認定制度が２年目となり、昨年度に引き続き生徒が単位を修得しやすいという効果が上がってい
る。１単位以上修得できた生徒は前期７６．２％、後期６７．６％であった。年間を通して最低でも１単位以上修
得できた生徒は７７．２％であった。昨年同様に高い数値が得られたのは半期ごとの単位認定で、１年間継続
して学習するのは難しいが、半期ならなんとか取り組めたという生徒の努力が結果として形になったためと考
えられる。今後単位が全く取れなかった生徒への単位修得の意識高揚が課題である。

教員の指導力の向上・充実
○授業公開・見学と授業研究
の実施
○１０の視点を取り入れた授業
の工夫
○新学習指導要領を見据え
た授業の工夫と改善

授業公開旬間は授業
改善の参考になるとす
る教員の割合

82.5%

評価指標を昨年度は、「授業公開旬間は授業力向上に効果的だったとする教員の割合」としていた。今年度
は新学習指導要領を見据えて、「授業改善の参考になる」に変更した。公開する授業では、「わかる学習指
導を目指した10の視点」から授業者が重点を置く点を決めて授業を行うことにしている。主体的対話的で深
い学びを意識した「教材の工夫」・「動きを取り入れた授業」・「集団を意識した取組」に重点を置いた授業者
が多かったことからも、新学習指導要領を意識した取り組みがなされたことが伺える。また、授業者が記入し
た見学記録・振り返りシートを回覧したことで、生徒にとって分かる授業のための様々な取り組みを共有でき
たように思う。次年度に向けては、時間の制約があって難しい面もあるが、教科の中で授業方法などについ
て情報交換ができればよいと思う。



教育
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[a]
(昨年)

評価値
<定時>
(昨年差)

評価値
<通信>
(昨年差)

評価値
[b]

(昨年差)

達成指数
[b/a]
(昨年)

評価

(昨年)

結果と課題の記述 評価 コメント

90% 94.8% 92.9% 93.8% 104.3 A

90% +1.3 -0.0 +0.6 103.5 A

80% 81.3% 97.9% 89.6% 112.0 A

80% -6.7 +1.0 -2.9 115.6 A

100% 94.6% 97.9% 96.3% 96.3 B

100% -0.1 +1.0 +0.5 95.8 B

80% 76.7% 95.5% 86.1% 107.6 A

80% -1.4 -1.2 -1.3 109.3 A

80% 80.6% 81.6% 81.1% 101.4 A

80% -2.7 -2.8 -2.8 104.8 A

年6冊 3.1冊 － 3.1冊 51.7 C
年6冊 -1.1 － -1.1 70.0 C

40% 35.% － 35.0% 87.5 B
40% -1.7 － -1.7 91.8 B

20% － 21.4% 21.4% 107.0 A
20% － -6.9 -6.9 141.5 Ａ

70% 77.5% 70.3% 73.9% 105.6 A

70% -5.1 +6.9 +0.9 104.3 A

85% 80.2% 83.8% 82.0% 96.5 B

80% -4.7 +1.5 -1.6 98.4 A

80% 84.4% 84.0% 84.2% 105.3 A

80% +0.3 +4.1 +2.2 102.5 A

90% 82.8% 84.3% 83.6% 92.8 B

80% -8.8 -2.7 -5.8 +99.2 A

30人 36人 - 36人 120.0 A
－ - - - - -

10人 - 4人 4人 40.0 C
－ - - - - -

40回 ５５回 137.5 A

40回 ＋３ 130.0 Ａ

20件 ２７件 135.0 A
20件 ＋４ 115.0 A

目標値
は設定
しない

10人(月) 0.0 90.0 Ｂ

新規の方も含め一定の利用がある。地域向け図書館だよりの回覧やＨＰでの公開を行った。

0.0

昨年度以上に増加が見られた。回数というより、この項目も「件数」の方が実態に即していると思われる。回数
もさることながら、特に地域系活動同好会の活動など、内容の拡充が顕著である。今年度の本校諸活動の総
まとめを行う「まなびの成果発表会」の会場を宍道公民館にご提供いただいたことは、地域連携の上で大きな
成果と言えよう。

A

・駅だけでなく、公民館やコンビニな
ど町中に生徒さんがいる風景がとって
も良い。地域に出かけてもらいとてもう
れしい。今後もボランティアだけでなく
生徒さんがやりたいことを実現できる
地域となるよう努力したい。
・学校だけでなくこれまで以上に地域
ぐるみで生徒を育てて欲しい。生徒の
為になるばかりでなくひいては地域の
為にもなると思う。
・徐々に地域との交流が拡大している
と感じている。
・地域との交流、公民館との連携に感
謝している。

【総務】
・本校創立以来「地域ぐるみで生徒を育てる」スタンスを地域
の方々に取っていただいていることを高校側がもっと意識で
きるよう校内に働きかける。
・これまで以上に「地域との交流」という観点を各分掌・教科・
部活動等の諸活動に取り入れ、交流を拡充させる。
・今後も「支援地域連絡協議会」を継続して開催する。

【図書情報】
・地域向け図書館だよりを今後も継続し定期的に発行する。

＋３

施設の開放
２７件 昨年度以上に増加が見られた。駐車場だけでなく、グラウンドや武道場なども地域への開放を行った。

＋４

地域の人の平均図書
館利用数

地域との連携及び地域貢献

地域の人々との交流と学校
施設の開放
○宍道公民館との連携を図る

総務

地域交流活動の年間
実施回数

55回

地域の方々への学校図書館
の開放
○地域向け「図書館だより」の
内容充実

図書
情報

8.4人（月）

社会とのつな
がりの中で自
ら考え行動し、
自ら律する態
度を育てる

自律・自立

基礎・基本を
身に着け、自
律・自立する
態度を育て
る。

体育・文化的行事と生徒会活
動の充実

生徒

行事や活動を楽しむこ
とができたとする生徒
の割合

「遠足やスポーツ大会、学園祭などの行事」について問う質問では、通信制の評価が上昇した。学園祭の案
内等を、通信制の生徒が参加しやすいように時期設定を配慮した効果があったものと考える。一方、定時制
は評価自体は高いものの、昨年度よりは下がっている。事前アンケートを実施して、生徒の意向を反映させて
いるが、より主体的な取り組みになるような工夫を続けていきたい。

ボランティア活動の奨励
○地域ボランティア活動の実
施、外部ボランティアの奨励

教育
開発

ボランティア活動は自
己理解と社会貢献につ
ながると感じている生
徒の割合

教育開発部が重視する取り組みであるため、今年度は目標値を昨年度より10ポイント上げた（80％→90％）。
結果は定時制は約９ポイント下がった。定時制１・２年次の地域に関わるボランティア（宍道町内清掃、宍道
駅構内の清掃、木幡山荘竹垣修繕・清掃ボランティア）が雨天のため中止になったことが影響したと思われ
る。通信制は昨年度とほぼ同等であった。今後も自己有用感を持たせるための効果的な取り組みとして積極
的に推奨したい。

外部ボランティア活動
に参加した生徒の人数
（年間）（上：定時）（下：
通信）

今年度新たに設定した指標であったが、目標値を超えた。比較的多くの生徒が関心を持ち、さまざまなボラ
ンティアに参加した。外部ボランティアについては、今年度活動申込書・報告書の様式も整えた。宍道町から
依頼のあったボランティア（あんどん作成など）にも、生徒たちが積極的に参加した。
通信制生徒対象のボランティアについての評価項目は、昨年度初めて設定した。今年度は定時制と同様に
人数による目標値も設定した。昨年度は３人であり、来年度は実情に近い数値を目標値に設定すると同時
に、ボランティア活動を効果的に推奨していきたい。

健康管理意識の啓発
○保健相談部だより、一斉
メール、保健室前の掲示物等
による情報発信
○健康診断、健康管理簿、
日々の健康観察を利用した健
康管理の推進
○健康教育講座の実施 保健

相談

保健相談部だより、一
斉メール、保健室前の
掲示物等による情報
は、自分のからだや健
康のことを考える上で
参考になると感じてい
る生徒の割合

保健相談部だより、メール一斉配信等により、年間を通じて心身の健康に関する情報提供を行った。内容は
自分のからだのことや健康に関することはもちろん、タイムリーな話題を取り上げるようにした。春から夏にか
けては「熱中症対策」、「食中毒注意」、秋から冬にかけては「睡眠について」、「風邪の予防」等、すぐに生活
に役立つ情報提供を心がけた。また、保健相談部だよりは、生徒からの要望が多かった内容を掲載したり、
健康教育講座後には講座の内容に関わる記事をまとめたりした。しかし、定時制の生徒の中には少数ではあ
るが持ち帰らない生徒がいたり、欠席が多い生徒へはなかなか渡せないこともあった。

相談活動の充実
○生徒支援委員会を活用した
教職員と教育相談スタッフのと
の連携
○家庭や医療機関、専門機
関等との連携

学校では、教職員や教
育相談員、スクールサ
ポーターの人たちが、
悩みや相談に誠意を
もって対応してくれてい
ると感じている生徒の
割合

教育相談員配置事業やスクールサポーター活用事業に対して、定時制でも通信制でも高い評価が得られ
た。これは、教育相談員やスクールサポーターとの日々の振り返りや勤務記録簿を活用した情報の共有など
で生徒の様子を継続的にとらえ、教育相談員・スクールサポーター・教職員等が連携し、それぞれの立場か
ら粘り強く生徒に関わってきた成果であると考える。そして、これらの生徒支援事業が校内に定着してきた結
果だともいえる。支援が必要な場合はその都度関係する教職員で情報を共有し対応にあたっているが、ケー
スによっては対応が遅れてしまったこともあった。より早く支援体制を整え、その生徒に合った支援ができると
よかった。

【生徒部】
・あいさつについては、生徒の自己肯定感の低
下が、行動面に現れていると考える。特効薬はな
いので、チーム学校としての種々の取り組みを継
続する。

【保健相談】
・自分のごみを持ち帰ることは、多くの生徒に浸
透しており意識も高いので、今後も継続して指導
していく。普段の清掃活動は短時間でありできる
ことは限られているが、生徒への声かけや指導を
繰り返して、校舎や教室をきれいに大切に使って
いこうとする環境美化意識を高めさせていく。

【教育開発】
・定時制生徒を主とした地域ボランティア活動の
取り組みを継続し、定時制・通信制双方の生徒
に外部ボランティアの紹介を積極的に行い、自
己有用感を高める多様な経験の場を提供してい
く。
・ボランティア活動への定時制参加生数について
は来年度も同じ目標値で評価したい。通信制参
加生数は来年度は実情に合わせ、目標値を５人
にして評価したい。

全教職員によるルール・マ
ナー指導の徹底
○校舎内外のパトロールの実
施
○「あいさつ運動」の実施

挨拶ができ、ルールや
マナーを守っていると
自覚している生徒の割
合

今年度は目標値を昨年度より引き上げたが、達成できなかった。携帯電話･スマホの使用について、全学年
次で共通の指導を行って状況の改善を図った。教師によって指導がまちまちということがないように、教職員
の足並みをそろえることが大切であることが再認識できた。定時制の生徒は特に、基本的生活習慣に関する
質問に対して、自己評価が低い。自己肯定感や自己有用感、コミュニケーション力などを高めるような取り組
みを、教育活動全体の中で粘り強く続けたい。

学習環境の整備と環境美化
○校舎内外の施設設備の点
検と環境整備の推進
○清掃活動やごみの持ち帰り
を通した環境美化への態度の
育成

保健
相談

平素の清掃や大掃除
に取り組み、ごみの持
ち帰りを守っている生
徒の割合

ごみの持ち帰りについては、前年度同様、生徒の意識が高いことがわかった。これは開校当初から学校をあ
げて取り組んでいることであり、定着してきた結果だと考える。また、今年度はごみの持ち帰りを促す貼り紙を
作成し、各教室、多目的ホール、ロッカー付近に設置して生徒の注意喚起をした。これに対して、平素の清
掃や大掃除に対する意識は低かった。生徒が実施する平素の清掃はＳＨＲ後の短時間であり、毎日決めら
れた清掃の時間帯があるわけではなく、その中で多くの作業をすることは難しい。大掃除は年に２回という限
られた回数であるが、普段できないところまで清掃させ、校舎の美化を図っている。生徒へは様々な機会をと
らえて環境美化を呼びかけ、その意識を高めることが必要である。

・地域としても挨拶運動強化を
考えている。大人ができてい
ないのだから生徒はできなくて
当たり前。地域の大人への呼
びかけも強化し、人間の持つ
基本的なコミュニケーション
ツール「あいさつ」を大切にし
ていきたいと思う。
・挨拶力が下がっていることは
残念だ。社会生活を営む上で
基本中の基本なので、ルー
ル・マナーと共に指導を徹底
して欲しい。
・アンケート調査結果でもあい
さつの評価が芳しくない。あい
さつについては、小中学校で
も最近以前に比べて挨拶が悪
くなったとの評価がなされてい
る。あいさつについては、全体
的に取組を強化する必要があ
ると思う。
・ボランティアについては、学
校で評価されているように雨
に影響されたこともあり少し低
くなっているが、徐々に取組が
なされるようになっていると思
う。
・ボランティア活動で通信を別
枠にする必要はないのでは。

B

目標値の90％を定時制、通信制ともに超えた。チーム学校としての細やかな指導･支援の効果が出ていると
思われる。

A

・図書については、読書離れ
の厳しい現実とありますが、読
書会などで、楽しみを教えるこ
とも必要かと思う。
・スクールサポーター活用事
業などで島根大学や大学院と
の連携をこれからも密にしてい
くべきだと思う。又、支援につ
いては教職員での情報共有
が必要である。
・おおむね良い評価となって
いる。
・定時制の命や人権に関する
学習が役立っていると考えて
いる生徒の割合が少し低く
なっているのが気にかかる。
・本の貸し出し、一冊以上借り
た生徒の割合が低いのは、学
校で評価されているように読
書離れの厳しい現実が顕著に
表れていると思う。
・いじめの評価は％で良いの
か？有か無ではないか？また
は件数なのか？
・読書について目標６冊は多
いと思う。２．６冊は高評価で
はないか。目標３冊にしてもよ
い。図書館以外でも読書をし
ていると思う。

【生徒部】
・学校のホームルーム活動等において、生徒が
自ら考える活動を工夫していく。
・いかなる理由があってもいじめをしないことにし
ている生徒の割合の評価指標は、学校に対する
評価というよりも、生徒の意識を示すものととらえ
ている。生徒が「自分は尊重されている」と感じら
れる教育環境づくりとして、教員の人権意識の向
上と校内体制の改善を図る。

【保健相談】
・生徒が心身の健康や環境衛生について正しい
知識を得ることができるように、今後も継続的に
身近な話題やタイムリーな情報を発信していく。
それにより、生徒自身が自分の健康、食生活、環
境衛生に関心を持ち、規則正しく安全で安心な
日常生活が送れるようにしていく。
・教育相談員やスクールサポーターからの日々
の振り返りにより問題を抱えている生徒のニーズ
を素早く把握し、関係する教職員で情報を共有
し、その生徒に応じた適切な支援につなげたい。
今後も教職員と教育相談員、スクールサポー
ターとの連携を密にしていく。

【図書情報】
・生徒ロッカー前の本の紹介掲示、５月の全校リ
クエスト実施、生徒の図書館サポーター募集によ
り、読書への興味を喚起する。また、貸出に関し
てはＬＨＲや進路指導等での教職員の働きかけ
により本を借りる生徒もいたことから、今後も教職
員との協力体制を継続する。

教育活動において、命
や人権に関する学習
が役立っていると考え
ている生徒の割合

全体的には目標値の80％を超えた。特に通信制は評価が著しく高かった。定時制は目標値は超えたもの
の、昨年度よりは評価が下がっている。ホームルーム活動や総合的な学習（探究）の時間、学校行事におい
て、生徒が受け身ではなく、より主体的に取り組むような工夫を、今後も積み重ねる必要がある。

いかなる理由があって
もいじめをしないことに
している生徒の割合

評価は、ほぼ昨年度と変わらない。年２回の「いじめに関するアンケート」では、実施後の対応をきめ細かく
行った。また、生徒支援委員会・いじめ防止委員会において、いじめの早期発見･早期対応に努めた。いじ
め事案への対応では、該当生徒への継続的な指導･支援を行った。一方、いじめ防止等の対策のための組
織が機能しにくい場合があり、規程の修正を含めた改善を図りたい。

評　　　　価　　　　計　　　　画 自　　己　　評　　価 学校関係者評価
次年度への

改善策

調
和
の
と
れ
た
感
性
豊
か
な
人
間
の
育
成

自然や文化を
愛し、自分を大
切にするととも
に、他の人を
大切にする豊
かな心を育て
る

安全・安心の
確保

学校生活に
おいて、自ら
が明るく学び
合い、成長し
合える環境
づくりに努め
る態度を育て
る。

人権・同和教育の推進と人権
が尊重される環境づくり
○自己理解、他者理解を通じ
た自尊感情を育む指導
○人権に関する知識理解と人
権感覚の育成
○いじめを許さない雰囲気づ
くりと組織的な対応

生徒

自尊感情をもつととも
に他者を認め合うこと
が大切だと考えている
生徒の割合

読書意欲の喚起と利用促進
○明るくさわやかな環境づくり
○「図書だより」の充実

図書
情報

生徒１人当たりの年間
貸出冊数

通信制の生徒は、半期単位認定制度により、後期からも改めてレポート学習等が必要なため図書館を利用し
たと考えられる。１１月実施の図書館アンケート結果からも、図書館の本に限らず４月から１０月に一冊も本を
読まなかった生徒は、定時制が約４４％（回答者１６７名中７４名）、通信制が約２９％（回答者１１９名中３４名）
であった。読書離れの厳しい現実があることが分かる。利用促進の方法などの検討が必要と感じる。

年間で１冊以上借りた
生徒の割合（上：定時）
（下：通信）


