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学校名

広島県尾道南高等学校

校長氏名

宮﨑 了昭

平成 28 年度～平成 30 年度
定時制

本校

１ ミッション（地域社会における自校の使命）
尾道市立の唯一の夜間定時制高校として「明明徳」の建学精神を継承し，職場と学校の両立を支援することを通して，社会の中で自立し自
分らしい生き方を実現していくために必要な能力や態度，豊かな人間性を身に付けた人材を育成する。
【育てたい人間像】
（１）人とふれ合い社会につながることに喜びや希望，自信が持てる生徒
（２）進んで人と交わり，その中で自己の役割を認め，理解し信頼し合える人間関係を築いていける生徒
（３）生活基盤に職業（労働）と教育（学び）を据え，社会の中で自己を生かす力（将来設計能力）を伸ばしていける生徒
２ ビジョン（使命の追求を通じて実現しようとする自校の将来像）
教育的な支援の観点に立ち，統一的・組織的な指導と個別・具体の支援を行い，教育効果を高める。
（１）学びの変革を推進し，生徒の多様な実態に対応しながら，基礎的・基本的な知識や技能を育成するとともに，生徒が主体的に活動し
あい，思考力・判断力・表現力を高めることができる学校。
（２）キャリア教育を充実させ，一人一人の社会的・職業的な自立に向けて，社会人として必要な能力・技能や態度を育てる学校。
（３）危機管理を徹底し，生徒に自己肯定感を持たせるとともに，自己教育力，豊かな人間性を育て，安心して学べる学校。
（４）開かれた学校づくりを進め，家庭や保護者と課題を共有し，地域や関係機関の協力を得て，生徒の可能性を伸ばすための教育活動
を共に行う学校。
（５）業務の役割分担・適正化が着実に行われ，働き方改革が実現されている学校。

３ 環境分析
（１）ＳＷＯＴ分析
機会（Opportunity）

脅威（Threat）

○支援・キャリア教育面における関係機関，
地域のエキスパート等と連携がとれる。
○尾道市からの協力を得ることができる。
○地元中学校からの評価が高まっている。

○夜間定時制高校教育の現状や課題に対す
る理解が得られにくい。
○県立高校の情報が入りにくい。
○就労希望があっても受入先が少ない。

強みを積極的にチャンスに生かすために

強みを生かして脅威を回避するために

外部環境分析

内部環境分析
強み（Strength）
○生徒の多くが就労しており，職業意識が高
く，社会の厳しさを認識している。

○個別の支援計画による指導を，学校全体 ○ハローワーク等関係機関との連携や計画
で組織的に行う。
的な企業訪問を行い，求人開拓や雇用拡大
○小規模校で意識統一が確立し，機動力があ
に努める。
り，迅速，柔軟，個別の対応ができる。
○視覚・聴覚の効果的な活用や，指示の明
確化，学習活動のユニット化など，教育的な ○ホームページ，学校だよりの改善を図るな
○市立の夜間定時制の単独校であり，教育内
支援を核とした，授業研究を継続して行う。
どの広報活動に努め，本校の活動を広く理解
容の独自性・特色を出しやすい。
してもらう。
○行事評価・改善シートによる検証を行い，
○生徒と職員との関係が良好である。
各種研修報告会を実施することにより，常に ○公開授業を実施し，教育内容を公開する。
改善，改革を考え，前年度踏襲型の指導を行
○学年制であるので，1 年ごとに明確な指導を
わないようにする。
○ＰＴＡ活動を活性化し，保護者との連携を
行うことができる。
強化する。
○学校行事や体験的活動を重視している。
弱み（Weakness）

チャンスを生かして弱みを改善するために

弱みと脅威で最悪状況に陥らないために

○中高連携を密に行い，そこで得た情報から ○尾道市教育委員会との連携を密に行う。
支援の具体的な方法を考えていく。
○学びの変革の実現に向けた取組を推進
○施設・設備が充分でない。（定員数を収容す
する。
る普通教室・特別教室等が不足するなど）
○特別支援教育支援員や教科アシスタントを ○組織マネジメントの機能化と業務改善に努
活用し，生徒への支援を通じて学びの変革を める。
○施設が同一敷地内にない。
推進する。
○教職員間で円滑なコミュニケーションを図
る。
○時間や場所の制約があって，部活動を充実
○インターンシップ等の拡充を行うことによっ ○ケース会議やいじめ防止委員会会議等を
させることができない。
て，職業教育の機会や場を拡大し，生徒の意 より機能化させる。
識を向上させる。
○キャリア教育職員研修や不祥事防止研修
を充実させる。
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４ 目標の設定
学校経営目標
目標値

実績値

担当部
平成 29 平成 30
平成 31 平成 32
等
年度
年度
年度
年度
１ 学びの変革を推進し，生徒の多様な実態に対応しながら，基礎的・基本的な知識や技能を育成するとともに，生徒が主体的に活動しあ
い，思考力・判断力・表現力を高めることができる。
生徒の授業満足度
生徒が見通しを持って主体的に学習しようとする意
70％
73%
（アンケートの項目を平
77%
73%
教務部
欲や態度を育てる授業を行う。
(新規)
以上
成 30 年度より改める）
達成目標

評価指標

体験学習を通して，他者と協働的に取組む態度を育
てるとともに，自己理解を深めさせる。

体験学習の肯定的評価

個別の合理的配慮を考慮し，生徒の共通理解に努
め，組織的・統一的な支援体制の充実を図る。

⑴ 生徒の自己肯定感
の高揚
（キャリアノートより
分析）
⑵ 教職員の 生徒理
解・教育的支援の
達成度
（生徒理解アンケー
トより分析）
⑶ 合理的配慮が必要
な生徒の家庭・関
係機関との連携の
割合

63%

68%

70%

70％
以上

⑴生徒
７７％

⑴生徒
７７％

⑴生徒
７７％
以上

⑴生徒
７７％
以上

⑵教職員
８０％

⑵教職員
８０％

⑵教職員
８０％
以上

⑵教職員
８０％
以上

⑶
100％

⑶
100％

⑶
100％

⑶
100％

教務部

教育
支援

２ キャリア教育を充実させ，一人一人の社会的・職業的な自立に向けて，社会人として必要な能力・技能や態度を育てる。
自己理解・他者理解を深め，自己肯定感の高揚を図
る。

キャリア教育関係のホ
ームルームの実施回
数

４回

４回

４回

５回

進路指
導部

社会的・職業的自立を達成するための進路・職業選
択，自己決定に関わる諸能力の形成を目指す。

就労体験活動の実施回
数

８回

５回

５回

６回

進路指
導部

３ 危機管理を徹底し，生徒に自己肯定感を持たせるとともに，自己教育力，豊かな人間性を育て，安心して学べる。
集団や社会の一員としての自己実現を達成するた
めに，指導方針を明確にすると共に，ルールを明示
し，生徒一人一人への理解と支援のための取組を
講ずる。全国の退学率は１１．３％である。
生徒会活動や地域貢献活動等を通して，仲間と共に
パフォーマンスを高め合おうとする態度を育て，社会
人としてのスキルアップを図る。

自他の命や人権を尊重するとともに，学校安全体制
の整備を推進する。

休学者（復学者含む）及
び中途退学者数の在籍
生徒数に対する割合

生徒会行事等への
参加率

学校生活改善アンケー
ト「安心安全度」

17％

20％
未満

20％
未満

20％
未満

生徒指
導部

66％

66%

70％

70％
以上

生徒指
導部

生徒
68.3％
保護者
96.6%

生徒
72％
保護者
93%

生徒
73％
保護者
94%

生徒
74％
保護者
95%

総務
保健部

学校安全点検などの実
新規
11 回
11 回
11 回
施
４ 開かれた学校づくりを進め，家庭や保護者と課題を共有し，地域や関係機関の協力を得て，生徒の可能性を伸ばすための教育活動を共
に行う。
家庭，地域，関係機関に向けて学校情報を発信す
る。

ホームページの更新回
数

40 回

24 回

26 回

28 回

新規

０人

０人

０人

総務
保健部

５ 業務の役割分担・適正化が着実に行われ，働き方改革が実現されている。
業務改善を推進することで，職員の超過勤務の時間
数を縮減する。

月ごとの個人の超過勤
務時間が 45 時間以上
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管理職

５ 行動計画
学校経営目標
達成目標

本年度行動計画

中期行動計画

担当部等

１ 学びの変革を推進し，生徒の多様な実態に対応しながら，基礎的・基本的な知識や技能を育成するとともに，生徒が主体的に活動しあ
い，思考力・判断力・表現力を高めることができる。
生徒が見通しを持って （１） 授業におけるユニバーサルデザイン化及
（１） 生徒全員の学習実態を把握する。
主体的に学習しようとす
び合理的配慮を図り，達成感，充実感の味 （２） 授業におけるユニバーサルデザイン
る意欲や態度を育てる
わえる教材や授業づくりを行う。
化及び合理的配慮を考える視点につ
授業を行う。
（２） 構造化を図り，学習環境を整備する。
いて研究する。
（３） 特別支援教育支援員，教科アシスタントと
（３） 集団指導と個別指導のあり方につい
教務部
の連携，支援のあり方について工夫する。
て工夫する。
（４） 校内及び公開授業研究会を実施する。
（４） 授業を支える環境について見直しを
（５） 振り返りシートによる授業評価を実施し，成
行う。
果や課題を共有する。
（５） 特別支援教育支援員，教科アシスタ
ントとの連携，支援のあり方について
工夫する。
（６） 振り返りシートによる授業評価と分析
方法について研究し，生徒の課題や
気づき及び取組みの成果や課題を共
有できる場を設ける。
体験学習を通して，他 （１） 体験学習の目標や意義を生徒に明確に伝 （１） 各教科や特別活動の学習と総合的な
者と協働的に取組む態
える。
学習の時間における学習との関連性
度を育てるとともに，自 （２） 協働的な活動を通して，ソーシャルスキ
について整理する。
教務部
己理解を深めさせる。
ル，コミュニケーションスキル等を育てる。
（２） 体験学習及びその振り返りの活動を
（３） 体験文としてまとめ，振り返りを行う。
計画し，自己の役割認識，成就感，自
己存在感を醸成する
個別の合理的配慮を考 （１） 家庭・関係機関との連携を深め，生徒理解
（１） 家庭訪問・関係機関との連携で得た
慮し，生徒の共通理解
に努めるとともに，学校への定着を支援
支援の状況や課題をケース会議や
に努め，組織的・統一的
し，満足度・充実感を高める。
特別支援教育推進会議・教職員研修 教育支援
な支援体制の充実を図 （２） 授業におけるナチュラルサポート（基礎的
会で共有する。
る。
環境整備）や言語活動における思考のツ （２） 個別具体の合理的配慮の深化に向
ールを確立し，それにのっとった組織的・
け，教職員各々が生徒の個別のアセ
横断的支援を行う。
スメント，指導計画を作成し，キャリア
実現にむけて活用する。
２ キャリア教育を充実させ，一人一人の社会的・職業的な自立に向けて，社会人として必要な能力・技能や態度を育てる。

自己理解・他者理解を
深め，自己肯定感の高
揚を図る。

社会的・職業的自立を
達成するための進路・
職業選択，自己決定に
関わる諸能力の形成を
目指す。

（１） 集団における学習を通して，様々な物の見
方や考え方に触れ，ありのままの自分を受
け入れ（自己受容），自己肯定感を高める
取り組みを行う。
（２） 自分の考えをまとめ，自分の言葉で工夫し
て表現しようとする主体的な態度・意欲・積
極性を身に付けさせる。
（１） 家庭訪問・地域の企業訪問・職業安定所・
就労支援関係事業所・生徒の職場との連
携を深める。
（２） 社会参加を基盤として，自らの人生と将来
を展望し，社会的・職業的自立を達成する
ための進路・職業選択，自己決定に関わる
諸能力の形成を目指す。

（１） 学校生活改善シート・キャリアノートを
実施することで，自己を振り返り，課
題を明らかにし，全教職員で生徒理
解に努める。
（２） 生活体験文の取り組みに向け，個別
の支援を考慮した指導の在り方を検
討し，実施する。
（１） 職業安定所，関係事業所との連携を
積極的に図り，企業訪問を行い生徒
個々の進路開拓を図る。
（２） インターンシップの事業所との連携を
図り，多様な社会参加の在り方を模
索する。

進路指導部

進路指導部

３ 危機管理を徹底し，生徒に自己肯定感を持たせるとともに，自己教育力，豊かな人間性を育て，安心して学べる。
集団や社会の一員とし
ての自己実現を達成す
るために，指導方針を
明確にすると共に，ル
ールを明示し，生徒一
人一人への理解と支援
の た め の 取組を 講ず
る。

（１） ルール・マナーを常に掲示し，全教職員が
同一歩調で指導する体制を構築する。
（２） 校内巡回（授業開始１０分間の巡視等）や
登下校時の校外巡回等継続的に実施す
る。
（３） 日常的な教育的配慮による声かけを行う。
（４） 生徒全員の課題を全教職員で共有し，協力
連携して指導に当たる体制を確立する。
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（１） 生徒に関わる組織的な情報交換と適
切な指導により，生徒にルール遵守
の態度を育て，安定した学校生活を
送らせる。
（２） 生徒一人一人の課題解決に向け，家
庭との綿密な連携を行い，生徒・保護
者との信頼関係を深める。

生徒指導部

生徒会活動や地域貢献
活動等を通して，仲間と
共にパフォーマンスを
高め合おうとする態度
を育て，社会人としての
スキルアップを図る。

生徒会の伝統を継承するだけでなく生徒会活
自主性と創意にあふれた生徒会活動が
動への新しいアイデアや発想の導入を奨励し， 展開し，仲間を重んじる土壌を育てる。
その活性化を図ると共に連帯意識を高める。
（１） 行事の企画・運営を通して，仲間とつ
（１） 生徒が主体的・自発的に各種生徒会行事
ながろうとする姿勢を育てる。
生徒指導部
の企画・運営等を行うことを通して，主体性 （２） 行事の企画・運営や部活動等を通し
やリーダーシップを養わせる。
て，地域につながり社会に貢献しよう
（２） 生徒会を中心とした地域貢献活動に取り組
とする姿勢を育てる。
ませ，社会人としての責任を認識させる。
生徒一人一人の特性を認め合い，自己肯定 （１） いじめ防止委員会等を機能させる。
感を得られる授業作り，集団作り，学校作りを学
・ 定期的に会議を開催し，実態把握
自他の命や人権を尊重 校全体で行っていく。
と課題解決に積極的に取組む。
総務保健部
するとともに，学校安全 （１） いじめ防止委員会を中心にした学校安全体
・ 生徒・保護者との信頼関係を構築
体制の 整備を 推進す
制を機能化させ，「学校改善アンケート」を
する。
る。
実施する。
（２） 各教科・ＨＲ活動等で人権教育を行
（２） 各教科・ＨＲ活動等で人権教育を推進して
う。
いく。
（３） 毎月，学校安全点検を実施する。
（３） 学校安全体制の整備のため，安全点検を
実施する。
４ 開かれた学校づくりを進め，家庭や保護者と課題を共有し，地域や関係機関の協力を得て，生徒の可能性を伸ばすための教育活動を共
に行う。
（１） リアルタイムの更新に努め，学校情報を的 （１） ホームページに掲載する内容を，全
確に発信し，家庭，地域，関係機関からの
職員が考え，作成する。
家庭，地域，関係機関
理解を得る。
（２） 学校ＰＲを組織的に考える。
総務保健部
に向けて学校情報を発 （２） ホームページ担当者の育成に努める。
（３） 既存のホームページに改良・修正の
信する。
（３） 簡潔明瞭で容易に理解できるホームペー
余地がないかを点検する。
ジを作成する。
（４） メール配信システムへの登録を促す。
５ 業務の役割分担・適正化が着実に行われ，学校における働き方改革が実現されている。

業務改善を推進するこ
とで，職員の超過勤務
の時間数を縮減する。

（１） 「働き方改革実行計画」に準じた時間外労
働時間の限度を超えない，組織運営体制を
確立する。
（２） 働き方改革に対する，保護者や地域の理
解と協力を得る。
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（１） 校内の組織体制の確立や，教育活動
計画の見直しを行う。
（２） 教職員の働き方に対する意識改革を
行うための，研修を行う。
（３） 管理職は教職員の組織管理や時間
管理，健康安全管理を的確に行う。

管理職

