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令和元年度自己評価シート（中間評価） 

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 本年度行動計画 評価 理由 担当部等 

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。 

（１） 授業におけるユニバーサルデザイン化及び合理的 

配慮を図り，達成感，充実感の味わえる教材や授業

づくりを行う。 

（２） 校内及び公開授業研究会を実施する。 

（３） 振り返りシートによる授業評価を実施し，成果や課

題を共有する。 

Ａ 

○１学期時点において，

振り返りシートによる授

業満足度は 77%。 

○校内授業研究会を実施

し，教職員アンケートで

高評価を得た。 

教務部 

授業のルールを確立

し，授業への出席を定

着させる。 

（１） 毎時間，授業の開始時にルールの確認を行う。 

（２） 構造化を図り，学習環境を整備する。 

（３） 特別支援教育支援員，教科アシスタントと連携し，

支援の工夫，改善を行う。 

 

Ｂ 

○今年度から授業のルー

ルを一部変更した。 

○授業の出席率は 69%。 教務部 

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。 

本人・保護者の思いをくみ取り，関係機関との連携を

深め，生徒理解に努めるとともに，学校への定着を支

援し，自己肯定感・充実感を高める。 
B 

〇医療機関・社会福祉機

関・市の福祉課との連

携が 64%であった。 教育 

相談係 授業におけるナチュラルサポートを確立し，生徒個々の

困難性が解消できる手立てを組織的・統一的に行う。 B 
〇スマートフォン・携帯電

話等の授業中の指導や

声掛けを統一した。 

【評価結果の分析】 

〇昨年度から全教職員が２年に１回は授業研究等を実施するように計画をしている。様々な授業のアイデアや教材を参考にすることで，教

職員のスキルアップにつながっていると考える。 

〇授業満足度は昨年度（68%）よりも良くなっており，各教科で教育的な支援の観点に立った授業や教材作成，試験問題，発問や言葉がけ等

の工夫・改善の積み重ねが評価となって表れていると思われる。 

〇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%）と同じような状況である。 

〇現在 35.4%の生徒が教育的な支援が必要であると診断を受けている。生徒が安心して学び，自己肯定感を高める進路指導をしていくため

に本人のニーズに合わせた関係機関との連携は不可欠であり，本人・保護者からの依頼で学校側も速やかに対処する努力をしている。 

〇日常の言葉がけや手立てに向けた具体的な対応が不十分であり組織的・統一的な支援になっていない。 

 

【今後の改善方策】 

〇授業研究会（校内・公開）について，その意義を共通認識し継続して実施する。また，非常勤講師を含めた全教職員による参加体制や研究

協議の方法等を課題として考えていく。 

〇振り返りシートについての活用方法や，成果や課題の共有化について，全教職員で意見交換する場を２学期に持ちたい。 

〇各授業での生徒の様子や，教職員からの意見を参考にして，次年度に向けての授業ルールの変更，改善を検討する。 

〇教育的支援の必要な生徒のニーズに合わせ関係機関との連携を持ち，対象になる生徒のアセスメントをできるだけ 100%作成する努力を

し，その都度関係者のケース会議を行っている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式３ 
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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。 

（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。 

Ｂ 

◯「キャリア教育ワークシ

ート」の実施率が 80%。 

◯自分を振り返り見つめ

直す生活体験文の取組

みは３学期に実施。 

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。 

（１） 自らの人生と将来を考察し，高校生活で様々な経験

を積み重ねていく中から，自分に適した具体的な進

路目標を決定する。 

（２） 進路の実現を目指して，学習することにより，達成

感や充実感を得て，自らが主体的に学習に取り組む

態度を育成する。 

Ｂ 

◯自らの進路実現にむけ

て意欲的に行動してい

るのは，１年 65% ２年

67% ３年 88% ４年 69%

で全体としては 73%であ

った。 

進路 

指導部 

【評価結果の分析】 

◯生徒一人一人の合理的配慮を考えるために作成した「キャリア教育ワークシート」については，80%が取り組み，多くの生徒が自分を見つめ

直すことにつながった。 

◯進路情報を生徒に向けて発信することができたが，まだ進路実現に向けることができていない。 

 

 

【今後の改善方策】 

◯「キャリア教育ガイダンス」「キャリア教育講演会」「生活体験文の記録」が，学年状況や個々の生徒の状況を勘案し，教育的な支援を行うこ

とによって，自己肯定感を高めるものになるようにする。 

◯正規採用・アルバイト・パート・派遣社員・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型・社会福祉制度利用という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ち，生徒・保護者の意をくみ取った進路指導の在り方を模索していく必要がある。 

 

 

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。 

（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。 

Ａ 

 

 

〇組織的な生徒指導の体

制づくりを推進してい

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動への

生徒が参加しやすい工夫や，新しいアイデアや発想の導

入を奨励し，その活性化を図ると共に連帯意識を高め

る。 

（１） 生徒が主体的・自発的に各種生徒会行事の企画・

運営等を行うことを通して，主体性やリーダーシップ

を養わせる。 

（２） 生徒会を中心とした地域貢献活動に取り組ませ，社

会人としての責任を認識させる。 

B 

 

 

〇生徒ができるだけ自ら

の力で，企画・運営がで

きるように支援する取

組みを大切にしている。 

生徒 

指導部 

【評価結果の分析】 

○今年度になってから休学者４名，退学者２名，転学者 1名。生徒数の 11%である。 

○玄関前及び校門周辺での巡回を毎日行っている。下校時の校外巡回も毎日行った。 

○積極的な指導を行い，喫煙で６名指導した。その他の問題行動も把握できるよう外部機関と連携している。 

〇スマートフォンの使用に関する指導を継続している。 

 

 

【今後の改善方策】 

○授業中の巡回指導を行い，不安定な状況の学校生活である生徒に声かけを行い，問題行動として現象化することを未然に防止する。 

○ボランティア活動・クラブ活動に参加する生徒の増加に取り組む。 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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。 

（１） リアルタイムの学校情報を的確に発信し，家庭，地 

域，関係機関からの理解と協力を得る。 

（２） ホームページ担当者の育成に努め，担当者を中心 

に活動を活性化する。 

（３） 各行事の見直しを図る。 
Ｂ 

〇タイムリーにＨＰの更新

に努めている。 

〇担当者の複数化にむけ

ては，徐々に育成をは

じめた。 

〇月により行事数にばら

つきがあったため，年

度当初に見直した。 

総務 

保健部 

生徒の危機管理意識の

向上を図る。 

 

生徒へ危機管理意識の向上を図る。 

Ｂ 

〇６月の一斉防災訓練で

は，76.6％の生徒が参

加した。 
総務 

保健部 

【評価結果の分析】 

〇ホームページの更新回数は，15回となっており，できるだけタイムリーに更新できるように努めている。 

〇ＨＰの担当者には，いくらか専門性が必要なため，複数での育成を徐々に始めた。。 

〇６月の防災訓練については，昨年度は 72.6%の参加率から比べて，4.0ポイント上昇した。 

 

 

【今後の改善方策】 

〇既存のＨＰに改良・修正の余地がないかを点検し，各分掌での分担等の工夫をする。 

〇生徒の危機管理意識の向上については，12月の総合防災訓練で，さらに意識付けをしていく。 

 

 

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。 

（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。 

（３） 入退校の記録を徹底させる。 
Ａ 

〇目標数値を４月から現

在に至るまで達成して

いる。 

〇入退校の記録も徹底

し，衛生委員会で点検

を行ない，その結果を

職員に周知している。 

管理職 

【評価結果の分析】 

〇定期的に定時退校日を定め，夏季休業中は全て定時退校とした。こうした取組みに全職員が同調し，業務改善に対する意識が強くなって

いる。 

〇考査の前後や行事の前はどうしても超過勤務が多くなるが，平日は勤務時間内に仕事を終えるよう心がけている。こうした成果が，昨年に

比べて退校時間が早くなり，全職員がここまで時間外労働の目標数値を超えていないという成果につながっている。 

 

 

【今後の改善方策】 

〇ここまで順調に成果を上げているので，取組を継続する。年度当初や夏季休業前には保護者に周知したが，理解と協力を得るまでに至っ

ているかという確信がないので，このことに関する考察を深め，実施する。 
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令和元年度自己評価シート（中間評価まとめ） 

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 

〇授業満足度は昨年度（68%）よりも向上している。各教科で教育的な支援の観点に立った授業や教材作成，発問や言葉がけ等の工夫・

改善の積み重ねが評価となって表れていると考える。 

〇現在 35.4%の生徒が教育的支援が必要であると診断を受けている。こうした生徒たちの日常の言葉がけや対応が不十分であり，組織的，

統一的な取組になっていない状況がうかがわれる。 

〇生徒たちが自分を見つめなおすための取組を行なってきたが，「キャリア教育ワークシート」に関しては，80%の生徒が真摯に取組み効

果を上げている。 

〇進路情報は適宜生徒たちに発信することができた。（その成果についてはまだ分析できていない） 

〇今年度の休学者は４名。退・転学者３名の計７名で，生徒数の 11%にあたる。（昨年度は 1年間で休学者 11名。退・転学者 10名［退・

転学者のうち３名は休学からの退・転学。実人数は 18名で生徒数の 26%にあたる］） 

〇生徒の実態に応じた新たな取組を行なってきた。登校時の玄関前及び玄関周辺での巡回は毎日行い，下校時の校外巡回も行い，生徒へ

の声掛けや観察を継続して行っている。 

〇ホームページの更新回数は現在 15回になっており，順調に行われている。数年来の懸案事項であったホームページの担当者の育成も，

計画的に行っている。 

〇６月に実施した防災訓練は，参加者が昨年よりも増加し，訓練の態度も整然と行われていた。生徒の防災についての危機管理意識が向

上しているように思われる。 

〇定期的に定時退校日を定め，夏季休業中は全て定時退校とした。こうした取組みに全職員が同調し，勤務時間内に仕事を終えようと心

がけていることが，業務改善，時間外勤務時間の減少に成果となって表れている。 

 

２ 今後の改善方策 

〇振り返りシートの活用方法や，成果や課題の共有化を模索する活動を，全教職員で熟議する場を２学期に設け，出された意見を実践す

る。 

〇生徒の状況に応じた授業のルール作りを継続して行うと共に，各教科がそれぞれの単元で生徒にどのような力をつけたいかを考え，生

徒が主体的に参加する授業づくりを構築する。 

〇各授業での生徒の様子や，教職員からの意見を参考にして，次年度に向けての授業ルールの変更，改善を検討する。 

〇教育的支援が必要な生徒たちの保護者や関係機関との連携は不可欠であり，そうした連携ができる学校体制を確立していく必要がある。 

〇生徒が本校で学ぶ４年間で，自分の将来の理想の姿を考えられるように，４年間を見通したキャリア教育の活動計画を構築する。 

〇個々の生徒の状況や学年の状況を勘案し，「キャリア教育ガイダンス」や「キャリア教育講演会」，「生活体験文の記録」などが，生徒

の自己肯定感を高めるものになるよう勘案する。 

〇生徒，保護者のニーズに応える進路指導を行うために，連携を密に行い，積極的に進路開拓を行う。 

〇授業中の巡回指導を行い，様子が不安定な生徒には生徒指導的，教育相談的な対応を行い，生徒が抱える不安，問題を未然に解決する。 

〇ボランティア活動やクラブ活動に参加する生徒の増加に今後も継続的に取組む。 

〇保護者や地域に必要な情報が伝わるように，各分掌での見直しを図り，改良・修正を行っていく。 

〇12 月に実施予定の防災訓練では，尾道西消防署との連携を密にし，生徒の危機管理意識が向上し，瞬時に考え対応できるような訓練

の実施を心がける。 

〇各行事の見直しを継続して行うと共に，新たな生徒会が決定する前に，来年度行なわれる創立 100周年行事に生徒会が中心となって生

徒たちがどう関わっていくかを考える。 

〇ここまで順調に成果を上げているので，取組を継続する。年度当初や夏季休業前には保護者に周知したが，理解と協力を得るまでに至

っているかという確信がないので，このことに関する考察を深め，実施する。 

 

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。） 

〇具体的な取組を考え，その取組を学校全体で共有し組織的，計画的に実施する。 

〇休・退学者を出さないような取組，魅力ある学校づくりを引き続き継続的に行う。生徒個々への対応も，生徒自らが登校し，学び成長

したいと思うような学校づくりを行う。 

〇評価の基準を，生徒の実態や学校環境等を総合的に分析して再考し，各部でその基準を徹底する。評価指標・目標数値についても再考

し，年度途中であっても改定が望ましいと判断した時には改定する。 

〇この評価結果をホームページや書類等で生徒，保護者，教育委員会に公開し，本校の取組や現状を周知する。 

様式４ 
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様式７ 

            令和元年度学校関係者評価シート（中間評価）     令和元年 11月 ５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 
Ａ 

〇学校の役割を確認し，生徒の状況に合わせた内容になっている。 

〇新たな３年計画の目標は，尾道市立の夜間定時制という条件の下に，「自分らしい生き方や希望を実現する

ために必要な能力や態度，豊かな人間性を身につけた人材を育成する」というミッションの妥当性を，生徒の

姿（現状）を基に分析・考察し，再検討して出来上がった目標になっていると評価する。 

〇定時制課程で学ぶ生徒に共通する課題を克服するために，学校の方向性と教職員の専門性とが一つに束

ねられた評価指標や計画であるよう，今後も修正と見直しを図る必要がある。 

〇生徒の授業満足度や防災訓練への参加率は，今年度の目標数値のみならず，すでに最終年度の目標数値

を上回っている。目標設定値が控えめだったのではないかと思えるので，こうした設定値は再度の見直しを検

討すべきである。 

〇現在はまだ途中経過なので，明確に判断することができない。 

計画の進捗状況の

評価の適切さ 

 

Ｂ 

 

〇目標値が示され，進捗状況のデータに基づいた評価は適切である。 

〇概して評価が厳しいと感じます。昨年度もＡの基準については最高の目標値ではなく，達成できているか，

達成できそうであればＡと評価するという申し渡しが，徹底されていないのではないか。 

〇今回の会議で各担当者から話があったが，目標達成までの進捗状況が良くわからなかったので，評価する

ことが難しい。 

目標達成に向けた

取組の適切さ 

 

Ａ 

 

〇目標達成に向けた取組の方向性は適切である。 

〇先生方が目標の達成に向けて，専門性を発揮して真摯に取組んでいる。 

〇目標の達成に向けて，年々組織的，計画的な取組が実施されている。 

〇合理的な配慮を必要とする生徒に対しての個別の指導支援計画・アセスメントの作成が現状では遅れてい

るのではないか。 

評価結果の分析の

適切さ 

Ｃ 

 

〇生徒の満足度や防災訓練の参加率など，目標とする数値を達成しているにもかかわらず，評価がＢになっ

ているのは，分析の適切さという観点から考えると，おかしいのではないか。 

〇分析の理由欄には「順調に取り組めている」と書かれているにもかかわらず，評価がＢになっているのは整

合性がとれない。Ｂにするのであれば，その理由を付け加えるべきである。 

〇分析が充分に行われていないところや，説明を聞いても不十分なところがあった。 

〇評価がＡでも良いのではないかと思う項目がたくさんある。ひいき目に評価したのかもしれないが，これで

は評価結果の分析が適切に行われているとは判断できない。 

〇生徒や保護者，設置者である尾道市に対して，データに基づいた情報（評価結果）を提供することで説明責

任を果たし，「開かれた学校づくり」を推進してほしい。 

今後の改善方策の

適切さ 

 

Ｂ 

 

〇評価結果に基づいて，学校の中で協議を重ね手立てや方策が策定されている。 

〇抽象的な表現が多く，評価がＢになっている項目をＡにするための具体的な方策が書かれていない。 

〇自己評価（中間評価）の結果に基づいて，非常勤講師を含む全職員で協議を重ね，具体的な取組を考え，具

体的な実践に基づく改善方策を考える必要がある。 

〇職員数が少ないので，学校経営目標の全てに注力することは現実的には難しいと思います。そこで， 行動

目標や達成目標に優先順位をつけ，順位の高いところから実現を目指す教育活動を推進すべきである。 

〇学校の中でよく練られた改善方策であるとは思うが，昨年も伝えたように柔軟性を持って，方策に誤りや改

善策が見いだされた時には，すぐに訂正を行う。 

 

総合評価 

 

Ｂ 

 

〇ここ数年の取組で，ミッションやビジョンの達成のための取組がなされ，一定の成果も収めてきた。引き続き

今年度からの新たな３年間のミッションやビジョンの達成に向けて学校全体で努力していただきたい。 

〇様々な理由が個別にあると思いますが，現時点での退学者２名は残念です。休学者の復学と，これ以上の

退学・休学者を出さないように取組んでいただくことを期待する。 

〇会議の中で評価の変更がありましたが，最初に提出された書類では，職員の業務改善のみがＡ評価で，他

は全てＢ評価でした。折角実施した取組みを自信を持ってアピールできるように，教職員間で連携していく必要

がある。 

〇自己評価（中間評価）の多くは数値化されており，学校関係者評価を加味した後，保護者や尾道市にこのデ

ータを報告してください（詳細を伝えることが望ましい）。定時制高校が取組んでいる実践の結果を示すデータ

を具体的に示すことで，生徒・保護者，設置者である尾道市とのコミュニケーションが深まるはずである。 

 


