
平成26年度学校評価表[1/3]     自己評価･･･ 達成指数100以上⇒評価Ａ（目標達成），達成指数80以上100未満⇒評価Ｂ（ほぼ達成），達成指数80未満⇒評価Ｃ（不十分） 島根県立宍道高等学校
評　　　　価　　　　計　　　　画

教育
目標

教育目標達成
のための指針

重点目標 目標達成のための方策
担当
分掌

評価指標
目標値

[a]
評価値
<定時>

評価値
<通信>

評価値
[b]

達成指数
[b/a]
(昨年)

評価
(昨年)

結果と課題の記述
評価
(昨年)

コメント

80% 85.0% ━ 85.0% 106.3 A

80% +13.4 ─ +13.4 89.5 B

80% 88.3% ━ 88.3% 110.3 A

80% -2.1 ─ -2.1 113.1 A

80% ━ 94.7% 94.7% 118.3 A

80% ─ +5.1 +5.1 112.0 A

80% 79.% 64.0% 71.5% 89.4 B

80% -1.0 +4.1 +1.5 87.4 B

80% 69.5% 86.9 B

─ ─ ─ ─ A

70% 75.3% 78.7% 77.0% 110.0 A

70% -3.2 +7.3 +2.0 107.1 A

70% 68.9% 75.0% 72.0% 102.8 A

70% -8.4 +3.6 -2.4 106.3 A A

B

A

・可能なものについては事前アンケートを実
施し、生徒の希望する活動を提供し、意欲的
な参加を促す。また生徒会を中心に、より生
徒の主体的な活動になるように働きかけてい
く。参加した生徒の満足度も大切だが、参加
者自体の数を増やすことにも着目していきた
い。

・メール配信の質・量共に維持して行くことは
もちろん、配信利用の分掌に若干の偏りがあ
るので、各分掌に配信利意識喚起をするため
に定期的な広報をしていきたい。

・定時制の全講座平均出席率は昨年より改
善している。また、単位を修得した生徒の割
合は最終的には85％となったので、講座への
出席率と単位修得率は関連があると考えられ
る。ルーム担任やコーディネーター、保護者
等と連携を深めながら、引き続き講座への出
席を促していきたい。

・通信制では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が90％を超え
ており、目標が達成された。ただ、学習活動
ができていない生徒が4割おり、通信制課程
で学ぶ多様な生徒に対応した、より工夫を凝
らした講義内容とレポート形式を検討し、その
実践方法を考えていきたい。

・授業公開旬間を設定することで個々の教員
の授業力を高め、ひいては生徒の学力向上
につなげる目的で教務主導で実施している。
個々の教員の授業改善に効果的な取り組み
とするには、校内研修の一環として図書研修
部との共催も考えられるだろう。いずれにして
も被見学回数の均等化をはかったり、見学
者・授業者から提出された「振り返りシート」を
回覧等により全員が共有化するなど、授業
力・指導力の向上につなげられるような取り組
みをしていく必要がある。

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

本年度の目標値を達成することで、昨年同様の高い評価を維持す
ることができた。２月の初めの時点で昨年度の配信数を超え、目
標であった発信量の増加を実現できた。また、発信の量だけでな
くより即時性があり詳しい内容のメールを発信できたことが、評
価につながったものと考えられる。

アンケート結果から生徒は各行事楽しむことができている。特に
通信制生徒の評価値が上がり、定通一緒になって活動する意義が
あった。行事によっては事前にアンケートを実施し、生徒が参加
しやすいように配慮しているが、生徒が主体となった行事や活動
にしていくことは継続的な課題である。

自　　己　　評　　価 学校関係者評価
次年度への

改善策

 体育・文化的行事と生徒会活動
 の充実

 様々な情報の提供
　　○メール一斉配信システムの
　　　 管理・運用

情報
管理

提供されたメール情報
を役に立つと感じてい
る生徒の割合

本校が少人数指導であることをよく理解し、それを動機として入
学してくる生徒が多い。そのため、「そう思う」、「大体そう思
う（大体良い）」を合わせて88%と、3年連続で目標値を超えてい
る。特に55%が「そう思う」と答えていることから、生徒に支持さ
れた本校の特色として、指導の方法について工夫を重ねながら、
今後も充実を図りたい。

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）

目標値は達成された。９０％をこえる生徒がスクーリングは学習
を進めるのに役立ち、レポートでの学習内容に満足していると回
答している。ただ、学習活動ができていない生徒が４割おり、通
信制課程で学ぶ多様な生徒に対応したより工夫を凝らした講義内
容とレポート形式の検討とその実践が求められる。

単位を修得した生徒の
割合

【定時制】
出席率を向上させることが、単位修得率の向上につながると考え
ている。今後も授業への出席を促す働きかけを継続していきた
い。
【通信制】
３年連続で目標値は下回ったものの、昨年度より４％ほど高い単
位修得率となった。新教育課程となり各教科(講座)のレポート検
討や工夫がなされた結果と推測される。引き続き、レポートやス
クーリング内容の十分な検討・改善を図り、生徒がより一層自学
自習を進め、単位修得につなげる必要がある。

互見授業は授業改善に
効果的だったとする教員
の割合

69.5%

「10の視点」を取り入れた授業を試みる機会として授業公開旬間
を設定した。しかし、見学者・授業者から提出された「振り返り
シート」を授業力向上に生かすことができなかったので、情報を
共有し授業力・指導力の向上につなげられるような取り組みを考
えたい。教員にとって「研修」は重要な職務の一つなので、継続
して授業力の向上を図る機会として充実させたい。

─

・昨年の互見授業に関する評価指
数は、授業公開と授業見学の回数
であったが、今年は回数ではなく、
もっと踏み込んだ内容にされたよう
に思う。今後も互見授業を大事に
し、生徒にとって分かりやすい授業
を充実させてほしい。

・達成指数が１００を超えているもの
がある。目標値を変える必要があ
る。

全講座の平均出席率
（定時）

様々な要因で長期欠席が続く生徒が多いが、担任を中心に登校を
促す働きかけを行った結果、昨年度よりもわずかではあるが出席
率は改善している。引き続き、担任・生徒支援委員会・学年次会
等と連携して状況把握につとめ、授業への出席を促していきた
い。

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）

調
和
の
と
れ
た
感
性
豊
か
な
人
間
の
育
成

 基礎学力の定着

  主体的に学ぶ
  意欲の育成

 主体的に活動する
 意欲の育成

教務

  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
　  ○単位修得率の向上

 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



平成26年度学校評価表[2/3]     自己評価･･･ 達成指数100以上⇒評価Ａ（目標達成），達成指数80以上100未満⇒評価Ｂ（ほぼ達成），達成指数80未満⇒評価Ｃ（不十分） 島根県立宍道高等学校
評　　　　価　　　　計　　　　画

教育
目標

教育目標達成
のための指針

重点目標 目標達成のための方策
担当
分掌

評価指標
目標値

[a]
評価値
<定時>

評価値
<通信>

評価値
[b]

達成指数
[b/a]
(昨年)

評価
(昨年)

結果と課題の記述
評価
(昨年)

コメント

自　　己　　評　　価 学校関係者評価
次年度への

改善策

70% 86.8% 88.4% 87.6% 125.2 A

70% +2.0 +4.5 +3.3 120.4 A

70% 76.6% 82.4% 79.5% 113.5 A

─ ─ ─ ─ ─ ─

90% 87.4% 95.9% 91.7% 101.9 A

/[

─ ─ ─ ─ ─ ─

70% 82.6% 96.6% 89.6% 128.0 A

70% +1.4 +14.2 +7.8 116.8 A

10冊 8.8冊 ━ 8.8冊 88.0 B

10冊 -1.2 ─ -1.2 100.0 A A

70% 81.6% 63.1% 72.4% 103.4 A A

・時間帯が違うのかもしれない
が、生徒指導協議会や地域が
行っているマナーアップ運動が
あると思う。こういうものとタ
イアップし、地域と一緒にでき
るものがあるとよい。

70% +14.7 -3.2 +5.8 95.2 B B

80% 82.5% ━ 82.5% 103.1 A A

60% +3.9 (12.9) +36.7 76.3 C B

・利用マナーの指導を継続していきたい。ま
た、生徒による選書で生徒に興味のある本を
購入したり生徒向け図書館便りや廊下壁面を
使って利用を促していきたい。また、情報活
用の場として図書館を授業等で利用してもら
えるよう働きかけていきたい。

・指摘の通り、「自尊感情を持つ」、「いじめを
しない」生徒の割合の目標値はは１００％にす
べきであろう。

・人間関係のトラブルなどで悩みを抱えている
生徒も多いので、アンケートだけでなく、生徒
の思いを把握する必要がある。

・いじめを許さない学校づくりをするために
は、生徒同士のつながりを持たせる活動を実
施する必要がある。また、いじめや人権侵害
が起こったときの相談窓口や対応を生徒に明
確に示し、安全・安心な学校をＰＲする必要が
ある。

A

・ＪＲ米子支社主催の年２回実施されている
「通学生マナーアップキャンペーン」について
は、生徒の登校時間と異なることや、日頃から
年間を通して「マナーアップ運動」を実施して
いることもあり近年は参加していない。地域と
のタイアップという観点から、来年度参加する
かどうか検討していきたい。生徒の規範意識
が向上していることを踏まえ、より効率的な「マ
ナーアップ運動」を展開していき、特に年度
後半は先生方の負担を軽減していきたい。

・評価方法については評議員の方からもある
程度理解を得たので、今後も同様の方法で
実施していきたい。宍道高校支援地域連絡
協議会の場で、地域でのボランティア活動も
多数あるとお聞きしたので、しっかりとアンテ
ナを張って情報を収集し、定通問わず生徒に
呼びかけていきたい。

・「図書館を利用しやすいか」
というアンケートは意味のある
ものだと思う。

・図書館が利用しやすい環境で
本が読みやすいということであ
ればよいが、図書館を利用しや
すいことと本を借りることとは
別物のように感じる。利用しや
すいと感じている生徒の割合が
高くなっていることは良い傾向
である。

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

昨年と少し設問内容を変更したので単純な比較はできないが、本
年度も数ポイントではあるが上昇を続けた。少人数指導により、
生徒一人ひとりに対して目配り、気配りできることが生徒の自尊
感情を高めるのに効果をあげていると思われる。また、人権・同
和教育やキャリア教育をとおして、自分や他人を見つめることが
できているのもよい結果をもたらしている。一方、アンケートに
は表れない欠席しがちな生徒の自尊感情を高めたり、生徒同士で
高めていこうとする集団づくりが課題である。

昨年度より評価値がさらに7.8ポイント上昇し、目標値をはるかに
上回った。図書館を静かに利用するマナーが定着しているためと
思われる。
今後も利用マナーの指導を継続していきたい。

昨年度より評価値がやや下がったが、本をよく借りる学年が卒業
したためと図書館を利用しても借りない生徒がいるためと思う。
今後、より多くの生徒に利用を促す工夫をしていきたい。

年２回の人権・同和教育のＬＨＲをはじめ、ｅ－ネット安心講
座、性教育などを通して、命や人権を尊重する教育活動を行っ
た。振り返りシートなどの感想をみても、自分のこととしてとら
えている記述も多く、目標値を上回ることができた。ただ、通信
制に比べて、定時制が低くなっているのは、通信制が自らの意志
で受講しているのに対し、定時制は受け身になっていることがこ
の差に表れているのではないか。ただ講義や講演を聴くだけでな
く、積極的な参加を促す取り組みも必要である。

定時制・通信制をあわせると目標値は達成できた。ただし定時制
だけでみれば、90％を下回っている。「いじめに関するアンケー
ト」を年２回（７月、２月）、記名式で実施し、実態把握に努め
た。アンケートで「いじめをした」、「いじめを受けた」と回答
した生徒から直接事情を聴き、必要に応じて該当生徒への指導を
行った。しかし、心ない落書きやネットへの書き込みにより、傷
つく生徒、人間関係のトラブルで登校できにくくなる生徒も少な
くない。なおいっそういじめ防止の取り組み推進するとともに、
よりよい人間関係をいかに築いていくかが課題である。

生徒

 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

 ボランティア活動の奨励
 　○通学路、駅周辺の清掃活動等
      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

 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
　　○いじめの防止といじめを許さな
       い雰囲気づくり

人権
同和
教育

生徒１人当たりの年間貸
出冊数（定時）

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

図書
研修

図書館を利用しやすい
と感じている生徒の割合

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

いかなることがあっても
いじめをしないことにし
ている生徒の割合

・昨年までは、通信制生徒の評
価値が低かったため、Ｃ評価
だったが、今年度は定時制生徒
のみの評価値でありＡ評価に
なっている。通信制生徒へのボ
ランティア活動への呼びかけは
今後も継続してほしいと思う
が、評価の仕方については生徒
の実態に応じた今年度のような
評価方法でよいと思う。

・評価指標の殆どが,達成指数１
００を超えている。目標値を変
える必要がある。

ボランティア活動に参加
している生徒の割合
(定時)

今年度から学校主体、あるいは学校を介したボランティアへの参
加に対する評価は定時制生徒のみとした。ＬＨＲでの「クラスボ
ランティア」や卒業生中心の「宍道駅にありがとうボランティ
ア」などを企画した。また宍道町内の各種ボランティア、東日本
大震災復興ボランティアなど様々な外部ボランティア参加への呼
びかけをした。多くの生徒が活動の意義を理解しながら意欲的に
活動した。これらの活動により地域や社会へ貢献する意識が高
まっていると思われる。来年度も校内で企画すると共に、町内あ
るいは外部からの情報を得ながら積極的に取り組んでいきたい。

全教職員での「マナーアップ運動」やＬＨＲでの「ルール・マ
ナー講座」、毎月の「強化目標」の設定など、地道な活動が生徒
の規範意識の向上に繋がっている。特に「マナーアップ運動」で
は先生方に大変なご負担をお掛けしているが、問題行動の抑止に
なっていることは間違いないので、来年度以降も継続していきた
い。今年度は特別な指導を加える問題行動件数は減少したが、特
に年度前半はオートバイでの迷惑運転の指導に苦慮した。オート
バイ通学は許可制であるがなかなか徹底していない部分がある。
また排気量によって車検が無いものもあり、マフラーの音量が規
定内かどうかの判断もしにくい。来年度も駅や駐在所と連携を図
りながら指導していく必要がある。

調
和
の
と
れ
た
感
性
豊
か
な
人
間
の
育
成

 規範意識の向上

 自他を思いやり、
 他者の存在を認
 める豊かな心の
 育成

 美しいものを美しい
 と感じる豊かな
 人間性の育成

 自然や文化を
 愛し、他の人を
 思いやる豊か
 な心の育成

 自ら考え行動
 し、自ら律する
 態度の育成

 地域・社会への
 貢献意識の高揚



平成26年度学校評価表[3/3]     自己評価･･･ 達成指数100以上⇒評価Ａ（目標達成），達成指数80以上100未満⇒評価Ｂ（ほぼ達成），達成指数80未満⇒評価Ｃ（不十分） 島根県立宍道高等学校
評　　　　価　　　　計　　　　画

教育
目標

教育目標達成
のための指針

重点目標 目標達成のための方策
担当
分掌

評価指標
目標値

[a]
評価値
<定時>

評価値
<通信>

評価値
[b]

達成指数
[b/a]
(昨年)

評価
(昨年)

結果と課題の記述
評価
(昨年)

コメント

自　　己　　評　　価 学校関係者評価
次年度への

改善策

70% 75.2% 93.9% 84.5% 120.8 A

70% -2.7 +6.4 +1.8 118.2 A

70% 78.3% 92.7% 85.5% 122.2 A

70% +0.9 +14.0 +7.5 111.5 A

70% 68.2% 92.7% 80.4% 114.9 A

70% -1.3 +8.9 +3.8 109.5 A

80% 98.4% 96.5% 97.5% 121.8 A

80% +5.2 -1.8 +1.7 119.7 A A

70% 58.6% 78.0% 68.3% 97.5 B

・タイムリーに情報提供をすれ
ば、生徒は関心を持つ。今後も
機を逃さない情報提供を行って
ほしい。

・清掃にきちんと取り組む姿勢
は、美化意識を育てる。こうい
うことが、松江の町にごみがな
くきれいである土台になってい
るのかもしれない。よい取組で
ある。

70% -9.5 -2.9 -6.1 106.3 A

60% 67.9% 79.1% 73.5% 122.5 A

60% -2.4 +16.6 +7.1 110.7 A

70% 90.1% 89.6% 89.8% 128.3 A

70% +7.5 +0.0 +3.7 123.0 A A

10人 10.3人 103.3 A
20人 +1.3 45.0 C

40回 55回 137.5 A

40回 +11.0 110.0 A A

・達成指数は通信制の評価値が高く１００を超
えているが、定時制については十分とは言え
ない。ルーム担任との連携を密にし、適宜進
路実現への意識付けをする必要がある。目標
値については個々に吟味したうえで適正な数
値を考えたい。

・進路未決定の卒業生に対して、卒業後の相
談について案内をしているが、今後さらに継
続的な情報提供ができるよう考えていきた
い。また、特に就職希望者についてはハロー
ワークやジョブカフェしまね等との連携が必須
と考えている。

・進路先を決定して卒業する生徒の割合につ
いて、結果として１００を目指しているが、現実
的な目標値については引き続き検討が必要
である。低学年次からの継続的なキャリア教
育をより効果的に進めることで、卒業時に進
路未決定者が残らないよう指導していきた
い。

A

B

A

・地域向け図書館便りの充実により利用促進
を図ったり、他の施設との連携を図りたい。

・本校主催の講演会等については、期待も高
い。地域からの参加者が増えるような方策を
探っていきたい。

・多くの生徒が利用する多目的ホール前など
には、健康情報に関する掲示物を貼ったり、
保健相談部だより等を発行した際は、同時に
メールを配信して、見たり読んだりするよう喚
起していきたい。また、生徒が心身の健康に
関する正しい知識や行動を選択し実践できる
よう生徒の目線に立ったはたらきかけを工夫
していきたい。

・教育相談員やスクールサポーターについて
は、かかわりのない生徒もいるため、広く生徒
に知ってもらう機会を検討していきたい。ス
クールカウンセラーについては、今後も生
徒、保護者が活用できるよう紹介したり、活用
の機会を設けたりして気軽に教育相談が利
用できるようにしていきたい。また、教育相談
員やスクールサポーターが得た情報をルーム
担任とも共有したり、スクールソーシャルワー
カーとルーム担任等との協働の機会をより多
く設定したりして生徒の支援に役立てていき
たい。

・生徒のごみの持ち帰りも定着してきている。
今後は、生徒一人一人が「学校全体の美化」
という認識を持ち、多目的ホールなど教室以
外の環境衛生に関しても意識的に行動して
いくような指導を行っていきたい。今年度は生
徒の美化意識を高めるため、大掃除の前に
ポスターの掲示をし、事前指導をすることで、
当日の取り組みがより積極的なものとなった。
次年度は、事前・事後指導をより充実させ、生
徒のさらなる向上を目指したい。

 相談事業・相談活動の充実
　　○スクールカウンセラー、
　　　 スクールソーシャルワーカー、
       スクールサポーター、教育相談
       員との連携
　　○思春期保健に関する教職員研
       修の実施
　　○生徒支援員会との連携

学校では、先生のほかに
スクールサポーターや教
育相談員の人たちが悩
みや心身の健康につい
て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

通信制生徒の回答数値がかなり上がった点は注目できる。スクー
ルサポーター、教育相談員の生徒たちへの粘り強い関わりとそれ
ぞれの記録簿を活用した、まとまり感のある継続的な関わりの結
果であると考える。スクールカウンセラーには、これまでも授業
をしていただいていたが、今年度、初めての試みとして校内を一
緒に歩いていただき、さらに積極的に生徒たちの前に出ていただ
いた。このことが生徒への声掛けの機会につながり、必要なカウ
ンセリングへとつなげていくことができた。教職員の活用もよく
行われている。生徒に関することについて、ルーム担任あるいは
教員側からのはたらきかけがさらに活発になっていけば、さらに
生徒たちのためになる活動になっていく。そのための環境づくり
としてどんなことが必要であるのか、具体的に見出し実践してい
くことが課題である。

 環境衛生及び環境美化意識・態度
 の育成
　　○平素の清掃・大掃除の指導
　　○ごみの持ち帰り指導
　　○ごみ箱担当の当番制導入

平素の清掃や大掃除に
取り組み、ごみの持ち帰
りやごみ箱当番を守って
いる生徒の割合

定時制、通信制ともに生徒たちの清掃・大掃除への取組、ごみの
持ち帰りが習慣化し定着しつつあることが分かる。とりわけ大掃
除における生徒たちの様子には目を見張るものがある。例えば使
用後の雑巾を保健室に返却しに来る際「雑巾、洗って来たよ」と
満足そうにアピールしながら、きれいに洗った雑巾を見せながら
返却しに来る生徒たちが増えてきている。ごみの持ち帰りについ
ては、ほとんどの生徒たちが守ることができている。ただ、若干
名（特定の生徒たち）であるが、カーテンの裏とか階段の手すり
とかに飲み終えた空のPETボトルを置いたままにする生徒もいる。
生徒への関わり、指導のよい機会ととらえ、教職員全体で良い
リードができるよう課題として考えていきたい。

 系統的な進路指導と望ましい勤労
 観・職業観の育成
　　○外部講師による講演会や企
　　　 業見学・インターンシップな
　　　 どによる体験的学習の充実
　　○キャリアカウンセリングプログ
　　　 ラムを活用した指導の展開 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

 健康管理意識の啓発
　　○健康相談活動の充実
　　○｢保健相談部だより｣の発行お
       よびメール一斉送信や掲示
       物などによる情報発信
　　○健康教育講座の実施

保健
相談

「保健相談部だより」、メ
ール、掲示物などによる
健康情報は、自分のか
らだや心のことを考える
参考になると感じている
生徒の割合

 生徒・保護者への適切な進路情報
 の提供
　　○進路相談の実施
　　○｢進路だより｣による情報発信
　　○ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・碧雲通信の活用

 個々の進路実現に重点を置いた
 支援
　　○ハローワーク・ジョブカフェとの
　　　 連携
    ○小論文・面接などの個別指導
　　　 の徹底

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

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

55回

・評価指標の殆どが達成指数１
００を超えている。目標値を変
える必要がある。

・進路未決定のまま卒業してい
く生徒に対して、引き続き情報
提供することはよいことであ
る。

・高校時代、夢や目標が持てな
くても社会人になって持つ場合
もある。進路先が全員決まら
ず、曖昧なままで卒業する生徒
がいたとしても目標値は１００
でもよいのではないか。

・地域との交流等について、内
容を示すことができないだろう
か。

数値による回答結果では、達成指数97.5と下がっているが、「高
校保健ニュース」などの掲示物を生徒たちは関心をもってじっく
り見たり読んだりしている。生徒たちの様子を見ていると、メー
ルチェックをよく行っている。今の生徒たちにとってはメール一
斉配信による時機をとらえての健康情報発信は非常に有効である
ことがわかる。「保健相談部だより」についてはクイズや食育領
域、スクールカウンセラーの寄稿など内容、レイアウトなどに工
夫を凝らしてきた。気にかけて見ている生徒は毎回、丁寧に目を
通している。課題としては、情報を読まない生徒・見ない生徒た
ちの生活の中に、健康情報の取得をいかにして習慣化させ、定着
させていくかである。今後、手立てを見出していけるよう考えて
いきたい。

+11.0

10.3人

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

行事や施設開放の回数はかなり多くなっているが、それぞれの行
事への参加者数は多いとは言えない。学校主催行事の広報に努
め、来校者数を増やしていきたい。

進路週間として７月下旬に３日間,企業見学・インターンシップ・
卒業予定生進路講座を実施し,一斉指導を行うことで学校全体の進
路意識高揚を促した。また,８月上旬４日間のステップアップ
ウィークを活用し卒業予定生対象の進学就職対策講座を実施し
た。これらはキャリアガイダンス（外部講師講演会,分野別・企業
別ガイダンス等）や総合学習・ＬＨＲとともに,生徒のキャリア
アップのために有意義な指導となった。次年度は５日間のステッ
プアップウィークを活用し,生徒のキャリアアップを促したい。

進路相談会や進路説明会のほか,教室・廊下への掲示,進路だより
や碧雲通信,ホームページへの掲載等の情報提供を行った。特に就
職情報の提供場所として職員室前の廊下を活用した。通信制の評
価値は向上しているが,定時制については昨年度より下がってお
り,次年度は時に定時制の生徒に関して情報提供のあり方を工夫
し,進路意識の啓発に役立てていきたいと考えている。

3/13現在,卒業予定者175人（定61･通114）中,進路決定者は170人
で,進学決定者61人（定22･通39）,新規就職者39人（定21･通18）,
既就職者とアルバイト23人（定5･通18）,専業主婦や進学浪人,卒
業目的などの現在維持の者47人（定12･通35）である。なお,進路
未決定者のうちの進学希望者は1人（定0･通1）,就職希望者は4人
（定1･通3）となっている。今後,引き続き担任や外部機関との連
携を取りながら個々の指導助言をするとともに,進路未決定のまま
卒業する生徒に対しても引き続き情報提供を行う必要がある。

宍道高校も５年目となり進路指導のあり方もある程度確立されて
きた感がある。今年度も通信制の評価値がさらに向上した。しか
し,定時制の中には学校生活への意識が低い生徒もいて進路指導を
する上で苦慮している。なお,定時制の評価値には表れていない
が,今年度実施した進路週間やステップアップウィークなどの進路
に関する一斉指導についてはたいへん好評であった。次年度に向
けてより多くの生徒が進路実現に至るために,より適切な指導を受
ける機会を設けたいと考えている。

昨年度の利用実績に基づいた目標値を達成することができた。固
定した利用者の方は、継続して来館してくださっている。
今後も地域の方の利用促進を図りたい。1.3 学校施設の開放と地域の人々との

 交流
　　○図書館の地域開放
　　○地域との交流

図書
研修

・
総務

地域の人の月平均図書
館利用数

地域交流活動の年間実
施回数

 地域と連携し、
 地域に開かれ
 た学校づくりの
 推進

 地域との連携及び
 地域貢献

 生徒の心身の健康
 の保持・増進

 充実した学校生
 活を送るための
 心身の健康管
 理の推進

 キャリア教育の推
 進と進路指導の充
 実

 自ら考え行動
 し、自ら律する
 態度の育成
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