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令和元年度自己評価シート（年度末評価） 

校番 199 学校名 広島県尾道南高等学校 校長氏名 宮﨑了昭 定時制 本校 

 

学校経営目標 

 

達成目標 評価指標 
前年度 本年度 

評価 理 由 
担当

部等 
実績値 目標値 実績値 

１ 教育活動に対するアイデアや工夫が自発的に生まれ，これを皆の力で具現しようと挑戦を続ける中で，生徒が「学ぶことは人生を豊 

かにし力強くする」ということを体得して，更に学び，自らを高めようと切磋琢磨する。  

 生徒に見通しを持たせ，主体的に学習

しようとする意欲や態度を育てる授業

を行う。 

生徒の授業満足

度 
68% 70％ 79％ Ａ 目標値を上回った。 教務 

授業のルールを確立し，授業への出

席を定着させる。 
生徒の授業出席

率 
新規 70% 69％ Ｂ 

ほぼ目標値を達成で

きた。 
教務 

 

 

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・統一的に支援

の充実を図る。 

個別の指導支援

計画・アセスメン

トの作成率 

新規 60％ ７１．４％ B 

組織的に取り組もうと

努力をした。関係機関

との連携に役立てた。 

教 育

相 談 

特別支援教育推

進会議・ケース会

議の実施回数 

新規 月 2回 月 3回 B 

随時生徒の状況に応

じて開催してきた。 教 育

相 談 

【評価結果の分析】 

○教育的な支援の観点に立った授業については共通認識されており，授業内容への興味関心や，教材の取組みやすさなどでは肯定的評価

を得ている。学習への自信や，自ら進んで学習に取り組むなど，自己肯定感や積極性に関する項目も昨年度より高評価を得ている。 

○今年度より授業ルールの変更（遅刻の取り扱い）を行ったが，授業出席率は昨年度（69%）と同じような状況となった。 

〇各学年の担任・副担任が，クラスに在籍する教育的な支援が必要な生徒の個別のアセスメントを保護者と共有しながら作成した。 

〇定期的な特別支援教育推進会議やケース会議ではなく，必要に応じて資料を作成し，随時開催した。 

 

【今後の改善方策】 

○授業満足度調査では授業内容や教材の取組みやすさ，生徒の自己肯定感や積極性に関して高評価を得た。来年度も高評価を得られるよ

う，各授業での支援や，特別支援教育支援員・教科アシスタントとの連携を持った授業を継続していきたい。 

○授業出席者の遅刻率が 16%であった。出席率の向上を図るとともに，遅刻者を減らすための取組を検討していく必要がある。 

〇個別の指導計画・支援計画等アセスメントを利用し，教職員全体で共通理解に努め，生徒の自己肯定感を高める手立てを構築する必要が

ある。 

〇特別支援教育推進会議や・ケース会議の開催回数ではなく，会議の内容が各分掌に反映され，本校の強みである教育的な支援の中身が 

深化するよう手立てを考える必要がある。 

 

学校経営目標 

 

 達成目標 評価指標 
前年度 本年度 

評価 理 由 
担当

部等 実績値 目標値 実績値 

２ 生徒の就労や社会参加を支援して生活意欲を高め，これを学習意欲に繋げる取組を通じて，未来に希望と夢を抱き，自らの存在意義 

を確信して逞しく生き抜く力をつける。 

 

 

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 Ｂ 

〇キャリア教育ワーク

シートを２回，キャリア

教育講演会及び生活

体験文を実施した。 

進路 

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。 

自らの進路実現

に向けて意欲的

に活動している生

徒の割合 

新規 75％ 69.6％ Ｂ 

〇概ね達成できた。 

進路 

【評価結果の分析】 

◯２回のキャリア教育ワークシート・キャリア教育講演会及び生活体験文の実施により，生徒が自分を見つめ直したり，教職員が生徒の課題や

成長を把握したりすることにつながった。日常の中にどのようにつなげていくかという課題がある。 

様式５ 



◯自らの進路実現に向けて意欲的に活動している生徒の割合はそれぞれ 1 年 68.8％，２年 60.0％，３年 76.5％，４年 69.2％となり，２年３年が

減少した。 

【今後の改善方策】 

◯生徒の進路実現に向けて，本人や保護者の思いを深く聞き取りつかむとともに，事業所やハローワーク・関係諸機関との連携を図り，新規事

業所の開拓に努め，ネットワークを広げていく。 

◯社会参加や就労に不安を感じている生徒の不安感を日常的につかみ，課題の解決に向けて働きかけていく。最も困難性を抱えている生徒の

課題を解決することが，すべての生徒に好影響を与えるという観点に立ち，個別具体の困難性に着目して支援をしていく必要がある。 

◯様々な社会参加のスタイルを踏まえ，『自立』や『社会参加』に対する柔軟な発想を持つとともに，様々な生き方のモデルを把握し，提示できる

ような組織的な体制づくりをすすめる。 

 

学校経営目標 

 

達成目標 評価指標 
前年度 本年度 

評価 理 由 
担当

部等 
実績値 目標値 実績値 

３ 自由闊達な雰囲気の中，課題と目標を共有しコミュニケーションを充実させて，より優れた教育内容を意欲的・主体的に創造する協働 

体制を構築していくとともに，教職員が相互に認め合い研鑽し高め合う。  

 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。 

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 

 

17％ 
17％ 

未満 
13.8％ B 

数値目標は達成した。 

生 徒

指 導 

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。 

行事等への参加

率 
新規 50% 62.5％ A 

目標を達成した。 

生 徒

指 導 

【評価結果の分析】 

〇今年度になってからは休学者 4名，退学者 4名，転学者 1名であった。 

〇巡回指導・下校時の校外巡回も継続した。 

〇重大の問題行動が生起したが組織だった学校全体の取り組みを構築して対処した。 

 

【今後の改善方策】 

〇引き続き問題行動として表面化する前の未然防止に取り組む。 

〇急転退学者数は限りなくゼロを目指す。 

〇行事への参加率向上は，さまざまな工夫によるものと考えられる。継続して取り組む。 

 

学校経営目標 

 

 
達成目標 評価指標 

前年度 本年度 

評価 理 由 
担当

部等 
実績値 目標値 実績値 

４ 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ながら，根拠に基づいた説明責任の果たせる教育を推進し，信頼され期待 

される学校づくりをめざすとともに，秩序と規律を互いに尊重し，危機管理を徹底した安全で安心できる環境をつくる。 

 

 

家庭や地域から，子どもを安心して通

わせることができる学校であると信頼

される。 

学校生活改善ア

ンケートの結果か

ら 

新規 
90%以

上 
95.3％ A 

目標値を達成すること

ができたから。 
総務 

生徒の危機管理意識の向上を図る。 

 
防災訓練等への

参加率 
新規 70％ 72.1％ A 

目標値を達成すること

ができたから。 
総務 

【評価結果の分析】 

〇アンケートの保護者集約では，「学校では安心して過ごせていますか？」の質問に，96.6％（１回目），93.9％（２回目），95.3％（平均）という結

果で，大部分の保護者が肯定的に考えている結果であった。 

〇年間３回の訓練等を実施した。参加率は，６月が 76.6％，11月が 65.6％，12月が 73.7％であった。 

 

【今後の改善方策】 

〇保護者の提出率は第１回が 100％，第２回目が 60.0％となり，下がった。２回目については，３学期にも生徒を通じて保護者へ提出の協力を

依頼したり，直接電話をかけたりしたが，なかなか上がらなかった。次年度は 12 月に三者懇等を実施する中で，第２回目の提出率をあげる

方法を考えている。 



〇生徒の危機管理意識の向上を目指すことで，次年度も引き防災訓練等を実施したいと考えている。 

 

学校経営目標 

 

達成目標 評価指標 
前年度 本年度 

評価 理 由 
担当

部等 
実績値 目標値 実績値 

５ 一体感と安心感をもって心身ともに健康に働ける職場風土の醸成を進めるとともに，業務の合理化・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 

新規 ０人 ０人 Ａ 
目標値を達成すること

ができたから。 
管 理

職 

【評価結果の分析】 

〇 毎週の定時退校日を完全実施することができた。また，考査期間中や長期休業中に，職員の状況を考えて勤務時間の変更を行なった

り，定時退校を促したりして，業務改善を行うための環境改善を行うことができた。 

〇 業務改善に係る情報等を継続的に丁寧に伝えることで，職員の業務改善に対する意識の醸成が図られたと考えている。 

 

【今後の改善方策】 

〇 全ての校務に対する質の向上を目指すことで，次年度も引き続き業務改善に励みたいと考えている。 

〇 行内体制，組織マネジメントのさらなる確立をめざし，業務改善の推進を図っていきたいと考えている。 

 



令和元年度自己評価シート（年度末評価まとめ） 

校番 199 学校名 広島県尾道南高等学校 校長氏名 宮﨑了昭 定時制 本 校 

 

１ 評価結果の分析 

 

 (1) 成 果 

○教育的な支援の観点に立った授業については共通認識されており，授業内容への興味関心や，教材の取組みやすさなどでは肯定的評価を

得ている。学習への自信や，自ら進んで学習に取り組むなど，自己肯定感や積極性に関する項目も昨年度より高評価を得ている。 

○今年度より授業ルールの変更（遅刻の取り扱い）を行ったが，授業出席率は昨年度（69%）と同じような状況となった。 

〇各学年の担任・副担任が，クラスに在籍する教育的な支援が必要な生徒の個別のアセスメントを保護者と共有しながら作成した。 

〇進路実現に向けて意欲的に活動している生徒の割合は 1年 68.8％，２年 60.0％，３年 76.5％，４年 69.2％であり，２年３年が減少した。 

〇今年度になってからは休学者 4名，退学者 4名，転学者 1名であった。 

〇重大の問題行動が生起したが，組織だった学校全体の取り組みを構築して対処することができた。 

〇アンケートの保護者集約では，「学校では安心して過ごせていますか？」の質問に，96.6％（１回目），93.9％（２回目），95.3％（平均）という結

果で，大部分の保護者が肯定的に考えている結果であった。 

〇毎週の定時退校日を完全実施することができた。また，考査期間中や長期休業中に，職員の状況を考えて勤務時間の変更を行なったり，定 

時退校を促したりして，業務改善を行うための環境改善を行うことができた。 

 

 (2) 課 題 

○授業出席者の遅刻率が 16%であった。出席率の向上を図るとともに，遅刻者を減らすための取組を検討していく必要がある。 

〇個別の指導計画・支援計画等アセスメントを利用し，教職員全体で生徒の自己肯定感を高める手立てを構築する必要がある。 

〇生徒の進路実現に向けて，本人や保護者の思いを深く聞き取りつかむとともに，事業所やハローワーク・関係諸機関との連携を図り，新規事

業所の開拓に努め，ネットワークを広げていく。 

〇引き続き問題行動として表面化する前の未然防止に取り組む。 

〇休・転・退学者数は限りなくゼロを目指す。 

〇３回実施した防災訓練の参加率は，76.6％ 65.6％ 72.1％ で，平均 71.4％であった。生徒の危機管理意識の向上を目指すためにも，平均で

80.0％を超えるような，防災訓練を実施したいと考えている。 

〇行内体制，組織マネジメントのさらなる確立をめざし，業務改善の推進を今後も継続的に行っていきたいと考えている。 

 

２ 今後の改善方策 

〇授業満足度調査では授業内容や教材の取組みやすさ，生徒の自己肯定感や積極性に関して高評価を得たので，来年度も高評価を得られる

よう，各授業での支援や，特別支援教育支援員・教科アシスタントとの連携を図った授業を行う必要がある。 

〇特別支援教育推進会議や・ケース会議の開催回数ではなく，会議の内容が各分掌に反映され，本校の強みである教育的な支援の中身が 

深化するよう手立てを考える必要がある。 

〇社会参加や就労に不安を感じている生徒の不安感を日常的につかみ，課題の解決に向けて働きかけていく。最も困難性を抱えている生徒の

課題を解決することが，すべての生徒に好影響を与えるという観点に立ち，個別具体の困難性に着目して支援をしていく必要がある。 

〇行事への参加率向上は，さまざまな工夫によるものと考えられるので，次年度も継続して取り組む必要がある。 

〇保護者の提出率は第１回が 100％，第２回目が 60.0％と下がった。生徒を通じて保護者へ提出の協力を依頼したり，直接電話をかけたりした

が，提出率は上がらなかったので，次年度は 12月に実施する三者懇等の中で，提出率をあげる方法を考えていく必要がある。 

〇職員の業務改善に対する意識の醸成が図るような取組を，次年度も考えていく必要がある。 

 

３ 学校関係者評価結果を踏まえた今後の改善方策（学校関係者評価実施後に記入する。） 

〇目標が充分に達成できている項目もあれば，不十分な項目も見受けられる。本校の現状を考えて設定されているとは思われるが，もう一度

吟味して目標を設定する必要がある。 

〇「休・転退学者を限りなくゼロをめざす」という目標を掲げているが，尾道南高校が存続するためには欠かすことのできない課題であると思わ

れる。しかし，現在の状況では，全職員がそのことを強く意識はしているものの，そのための具体的な方策が明確でないように思われるので，

この目標を達成するための具体性，実現性のある方策を考えていく必要がある。 

〇古き良き伝統は当然継承していくべきである。しかし，働きながら学ぶという時代から，学びなおし，新たに自分を築き上げていくという目標に，

入学してくる生徒がシフトチェンジをしてくるのであれば，そのニーズに応えるような方策をスクラップアンドビルドを考えながら構築していく必

要があるのではないかと考える。 

様式６ 



             令和元年度学校関係者評価シート（年度末評価）  令和 ２年 ３月 ２７日 

校番 199 学校名 広島県尾道南高等学校 校長氏名 宮﨑 了昭 定時制 本 校 

 

評価項目 評価 理 由 ・ 意 見 

目標，指標，計画

等の設定の適切さ 

 

Ｂ 

 

・環境分析に基づき，強みと機会をそれぞれの目標に落とし込み，どこに問題点があるのかを示す目標設定

になっている。 

・指標を数値化し評価の客観性も担保されている。 

・家庭や関係機関との連携や生徒への合理的配慮の必要性が示されており，教育活動の私的向上を図る設

定となっている。 

・生徒や保護者から意見を聞き，その意見が反映されるような目標を立てていく必要があると考える。 

・少し目標が大まかなような気がする。もう少し目標を絞って，その目標を達成するための行動計画も明確に

なっていればいいのではないかと思われる。 

・南高の生徒の実態に応じた評価指標や目標数値を設定すべきではないかと考える。 

 

目標の達成状況

の評価の適切さ 

 

Ｂ 

 

・多くの項目で設定をクリアすることができていることは評価できると考えます。 

・全体的に評価が厳しいと思います。 

・パーセントの出し方に少しあいまいなところがあるように思えます。 

・数値だけでは評価できないこともあると思います。その部分をもう少し丁寧に分析して明らかにすることが

必要だと思います。 

・生徒や保護者へのアンケートの結果を指標として用いており，学校運営に対する保護者の理解と参画を図

っていることは適切であると考えます。 

目標達成に向けた

取組の適切さ 

 

Ａ 

 

・個別のアセスメント表を作成するなど，少人数だからこそできる取り組みがしっかりと行われている。 

・目標達成のためのネットワーク作りも順調で，今後に十分の期待が持てると思います。 

・生徒の多様な実態に応じながら，学校が組織的・統一的支援に取組み，目標の達成に向けて個別のアセス

メントを保護者と共有しながら作成するなど，丁寧な実践が継続的に行われていることは充分に評価できる

と思います。 

・生徒自身の苦手なところや家庭の事情などの困難を理解し，教員が一丸となってやさしく寄り添うような取り

組みをお願いします。 

・生徒のどこに支援を行わなければならないかという実態把握が不十分なところもあるので，その実態を把

握するために，教職員の創意と叡智にあふれた実践に取組んでください。 

評価結果の分析

の適切さ 

 

Ａ 

 

・昼間定時制や通信制高校との違いを明確に示せるような分析が必要であると思います。 

・数値に意識を捕らわれて，根本的な課題や問題が明確になっていないところがあるように思います。 

・分析した結果を，職員全員が共有することが大切であると思います。 

・保護者と連携して出された結果や，医療機関等，関連機関と連携して得た結果を，しっかり活かした取組が

できているかが必要であると思います。 

・教科と特別活動，それぞれの領域の充実を図るために，今後も振り返りシートで授業の意欲や態度に関す

る自己評価と，体験学習の肯定的評価の満足度とをリンクさせて，評価結果の分析を適切に行ってください。 

今後の改善方策

の適切さ 

 

Ｂ 

 

・先生方が学校を良くしていこうという気持ちを持たれていることが，充分に感じることができました。 

・南高にしかできない対応を，今後ともよろしくお願いします。 

・保護者や外部機関との連携を密にして，生徒や保護者が不安や不満を持たない学校にしてください。 

・南高は他の高校と違って，このような特色のある教育を提供することができる。卒業時にはこのように成長

しましたという取組の改善を示してほしい。 

・教職員のコミュニケーションを活性化し，学校全体で取組んでいる意気込みが，外部の関係者にも伝わるよ

うな取組み，改善方策を示してほしい。 

 

総合評価 

 

Ａ 

 

・３年前と比べて，様々な改善が順調に行われていると感じます。これからも教職員のベクトルを合わせて，

学校という組織の中で，先生方が力を発揮することを期待します。 

・来年から単位制高校になりますが，学年制として最後の年となる年度末評価を，設置者である尾道市や近

隣の中学校，地域住民に広く伝えて，尾道市に存続する意義を発信してください。それだけの実践を行って

いると思います。 

・先生方がお忙しい中，生徒一人一人のことを考えて取組んでいただいていることが良くわかります。 

今後，尾道南高校の強みである個別支援計画を組織的に行ってください。 

・教職員が少なく，教育予算や施設面での制約も大きい中，合理的に活動するためにはこの年度末評価を活

用し，学校経営の選択と集中を適切に行ってください。 

・ネットなど情報機器の活用を考えてみてはどうでしょうか。本校の生徒たちには興味・関心が高く，予想以上

の効果や結果が期待できるのではないかと思います。 

 

様式８ 


