
令和２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。 

  

生徒が主体的に学習し

ようとする意欲や態度を

育て，基礎学力を向上・

定着させる。 

 

（１） 学び直しの内容を取り入れ，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内容の評価を実施し，成

果や課題を共有する。 Ｂ 

○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 79%。 

○校内授業研究会を実施

した。 

〇授業評価について，成

果や課題の共有化につ

いてはこれからであ

る。 

教務部 

 

授業のルールを確立

し，生徒の授業への出

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。 
Ａ 

○今年度から日課の変更

を行った。 

○授業出席率は 68%。 

○授業の支援には計画的

に入ってもらっている。 

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。 
A 

〇目標値を概ね達成する

ことができた。 
(個別の指導支援計画 100％) 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。 A 
〇毎週１回定期にケース

会議を実施できた。 

【評価結果の分析】 

 

〇授業満足度は昨年度（77%）よりも少し上昇した.。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・改善の積み重ねを継続して行えていると思われる。 

〇今年度の授業出席率は 68%で昨年度（69%）と同じような状況である。今年度から休憩時間 10 分に変更し，教室移動の時間にゆとりを持た

せた。授業の遅刻率が昨年度 16%に対して今年度は 11%となっている。 

〇事前の教員の打ち合わせで，特別教育支援員，教科アシスタントに支援に入ってもらう授業を調整しており，バランスよく授業の支援に入 

ってもらえている。 

〇個別の指導支援計画の作成率が 100％だったのは，組織的にタイムテーブルを作って作成したからだと考える。また，教職員の意識が高 

まり，今までの特別支援教育の活動が醸成され，花開いたからだと考える。 

〇ケース会議を毎週１回定期に実施できたのは，スクールソーシャルワーカーの導入が功を奏したと考える。 

 

 

【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。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。 

〇遅刻率は減少しているが，継続して授業への出席と遅刻を減らすための声掛け等を行っていく。 

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。 

〇改定された個別の指導支援計画の作成について，担任が不安を持っているところがあるので，作成に向けての研修を行う。 

〇ケース会議の参加者を増やすために，ケース会議を充実したものにして，先生方に参加の声掛けを行っていく。 

〇ケース会議の内容を全体に周知するために，報告の仕方を考え，会議に参加していない教職員でも状況が分かるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式３ 



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 

〇「キャリアガイダンス」を

実施し，自分の将来を

見据えて自己分析を行

うことができた。 

〇自分を振り返り見つめ

直す生活体験文の取組

みを，３学期に実施す

る。 

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 

〇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 73.7％２年

73.3％３年 87.5％４年

100％で全体としては

82.8％となった。 

 

進路 

指導部 

【評価結果の分析】 

 

〇「キャリアガイダンス」を行うことにより，生徒一人一人が進路について考えるとともに，自分を見つめ直すきっかけとなった。 

 

【今後の改善方策】 

 

〇「キャリアガイダンス」「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，進路を踏まえていくことで，将来のことを見据えて 

いき，生徒一人一人が自己理解を深めていけるようにする。 

〇正規採用・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。 

 

Ｂ 

〇組織的な生徒指導体制

は確立され，組織全体

で情報を共有しながら

取組を進めている。 

〇校内外巡視等は適切に

実施されている。 

〇教育的配慮は，試行錯

誤の連続である。 

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 

〇尾三定連の合同運動会

をコロナ対策に苦慮し

ながら他校の生徒会と

協働して実施した。  

〇部活動は，継続的に練

習しているが県大会等

は，中止となった。 

〇ボランティア活動等は

自粛している。 

生徒 

指導部 

【評価結果の分析】 

 

〇根拠に基づき説明責任の果たせる指導や支援の徹底を組織全体で推進している。安心で安全な教育環境の構築に大きな効果をあげてい

る。しかし，授業中の携帯電話の指導等は，まだまだ課題が残る。教育的な配慮の観点も踏まえ，全体指導と個別指導を丁寧に行い，その

相乗効果を探究していく必要がある。 

〇生徒数の減少等により，生徒会活動の活性化は容易ではない。県立の夜間定時制も同様の課題に試行錯誤を繰り返している。生徒が学

校に位置づき，他者との関わりの中で成長するために，生徒会活動の役割は大きい。このことを職員全体で共有して，核となる生徒を中心

に，様々に働きかけ，指導，支援して生徒の主体性や自主性を育てていきたい。 

 

【今後の改善方策】 

 

〇組織的に生徒指導を進める体制の構築を継続するとともに，教員個々の生徒指導に係るスキルアップが求められている。『生徒理解』，

『合理的配慮』，『保護者対応・保護者連携』等をテーマとした研修を実施し，その成果を日々の教育活動に反映させ，ＯＪＴの充実に繋げる。 

〇３密を避けること等により，文化祭や予餞会等の実施も危ぶまれる。地域との交流も難しい。困難な状況にあるが，『できることとできない

こと』を生徒と共に整理して，きめ細やかな指導を展開して，本校らしい自主活動の実施に繋げる。 



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ＨＰの更新については，

タイムリーな更新に努

めている。 

〇複数人で担当ができる

ようになってきている。 

〇年度当初，学期当初に

見直しに努めた。 

総務 

保健部 

生徒の危機管理意識の

向上を図る。 

様々な教育機会を活用して生徒の危機管理に対する興

味関心を高め，その必要性と重要性を認識させる。 

Ｂ 

〇７月に実施した，防災訓

練は，62.5％の参加率

であった。 

〇「新型コロナウイルス」

感染予防に関しては，

毎日，啓発に努めてい

る。 

総務 

保健部 

【評価結果の分析】 

 

〇ホームページの更新については，出来るだけタイムリーになるように努めている。 

〇ホームページの担当には，複数での更新が次第にできるようになってきた。 

〇４月 15日から５月末までの休校により，大幅な行事見直しをした。 

〇７月に実施した防災訓練では，昨年同時期の 76.6％参加率から，大幅にダウンした。 

 

 

【今後の改善方策】 

 

〇ホームページに関しては，いくらか専門的な知識が必要なため，どうしても仕事が担当に集中してしまう傾向があるため，複数人での分担

になるよう，さらに工夫を重ねていく。 

〇生徒の危機管理意識の向上については，11 月の「広島県一斉防災訓練」，12 月に実施する「校内防災総合訓練」で，されに意識付けをし

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，職員の健康管理を

行い，生徒と向き合う時

間を補償する。 

（１） 「働き方改革実行計画」を作成し，組織的な実施体

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

を得るための，渉外活動を積極的に行う。 

（３） 入退校の記録を徹底させ，職員の業務改善に対す

る意識を醸成する。 

Ａ 

〇４月～10 月までの６カ

月間，目標を達成でき

ている。 

〇超過勤務の月ごとの平

均も，昨年度よりも減少

している。 

管理職 

【評価結果の分析】 

 

〇新型コロナウイルスの流行に伴い，分散勤務や生徒が自宅待機になったことなどが，超過勤務の軽減になっている。 

〇生徒が登校してからも，目標が達成され，軽減されているということは，これまでの業務改善に対する取組の成果が表れていることと， 

職員の業務改善に対する意識が醸成されてきたことが理由として考えられる。 

 

【今後の改善方策】 

 

〇働き方改革に係ることは保護者には周知しているが，地域にはホームページへの掲載くらいしかできていないので，地域への具体的な 

取組を，今後模索していく必要がある。 

〇勤務時間の中で勤務を終えるための合理化，適正化が行われているかを検証する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２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 

〇授業満足度が昨年度（77%）よりも上昇した。このことは各教科で教育的な支援の観点に立った授業や教材作成に努め，発問や言葉がけ等に

対しての工夫・改善の積み重ねの成果と考えている。 

〇今年度の授業出席率は 68%で昨年度（69%）と変わりがない。授業の遅刻率は，今年度から休憩時間が５分から 10 分に延長されたこともあっ

て，教室移動の時間にゆとりを持つことができたので，昨年度の 16%に対して今年度は 11%と減少している。 

〇個別の指導支援計画の作成率が 100％だったのは，組織的にタイムテーブルを作って取組んだ成果と考える。また，今までの特別支援教育

の活動が醸成され，教職員の意識も高まったことが，この結果につながっていると考える。 

〇今年度からスクールソーシャルワーカーが導入された。特別支援教育について指導や助言を受け，ケース会議を毎週１回定期的に実施した

り，個別の指導支援計画を改善したりして，特別支援教育の推進に大いに貢献していただいている。 

〇生徒一人一人が自己の進路を真剣に考えることを目的として，「キャリアガイダンス」を例年以上に計画的に実施した。その結果，自分を見つ

めなおし，自分の適性に合った進路を考えるようになった。 

〇根拠に基づき説明責任の果たせる指導や支援を，組織で取組むように企画し，実践している。授業中の携帯電話の指導等，まだまだ課題が

残る取組が多いが，昨年度よりも取組が進化し，教職員の意識も高まっている雰囲気を感じることができる。 

〇生徒数の減少等により，生徒会活動の活性化は容易ではない。しかし，新型コロナウイルスの流行で、学校の中で閉塞感を感じる時に，生徒

が学校に位置づき，他者との関わりの中で成長するために，生徒会活動の役割は大きいと感じている。 

〇複数の教員がホームページの更新ができるようになり，その時々に必要な情報を提供するような感性も育ってきている。 

〇新型コロナウイルス感染の影響で，年度当初から大幅な行事の見直しを行った。各分掌と連携をして見直しを検討し，早期に提案することを

心がけたので，大きな混乱もなく移行することができた。 

〇新型コロナウイルスの流行で分散勤務や生徒が不在なことから，超過勤務が軽減された。生徒が登校してからも目標は達成されているので，

職員の業務改善に対する意識が醸成されてきていると考えられる。 

 

２ 今後の改善方策 

〇授業研究会（校内・公開）の意義を共通認識し，計画的に継続して実施する。実施においては非常勤講師を含めた全教職員が参加できる体

制づくりや，研究協議の方法等について継続課題として考えていく必要がある。 

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。 

〇改定された個別の指導支援計画の作成について，担任が不安を持っているところがあるので，不安を取り除くための研修会を実施する。 

〇ケース会議の内容を全体に周知するために，報告の仕方を考え，会議に参加していない教職員にも状況が分かるようにする。 

〇「キャリアガイダンス」「生活体験文の記録」によって，職員が学年や個々の生徒の状況を理解し，生徒一人一人が自己理解を深めていくよう

になることをめざす。こうすることで生徒個々に適した進路指導ができればと考えている。 

〇正規採用・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。 

〇組織的に生徒指導を進める体制の構築を継続するとともに，教員個々の生徒指導に係るスキルアップが求められている。『生徒理解』，『合

理的配慮』，『保護者対応・保護者連携』等をテーマとした研修を実施し，その成果を日々の教育活動に反映させ，ＯＪＴの充実に繋げる。 

〇新型コロナウイルスの感染防止のため，３密を避けること等から文化祭や予餞会等の実施が危ぶまれる。生徒会活動を行うのに困難な状況

ではあるが，『できることとできないこと』を生徒と共に整理して，きめ細やかな指導を展開して，本校らしい活動を実施していきたいと考える。 

〇ホームページに関しては，いくらか専門的な知識が必要なため，どうしても仕事が担当に集中してしまう傾向がある。そのために，複数人で

分担して作業ができるよう，担当者の育成に努め，ホームページの内容について検討していく必要がある。 

〇働き方改革に係ることは保護者には周知しているが，地域にはホームページへの掲載くらいしかできていないので，地域への具体的な取組 

みを，今後模索していく必要がある。 

 

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。） 

〇委員から「もう少しきめ細かな目標を設定することが必要である」という意見をいただいたので，各分掌で協議し目標を設定する。 

〇委員会の中で生徒とのコミュニケーションづくりが必要であるという意見が多く出されました。このことを受けて面談や相談活動を行うと共に，

授業や部活動，校内生活の中でコミュニケーションを図り，生徒理解を進める取組を実施する。 

〇スクールソーシャルワーカーの導入が大きな効果を生み出している。次年度はスクールソーシャルワーカーとの活動をより効果的にしていく

ために，よく相談して年度当初に年間活動計画を策定し，実践する。 

〇目標としている受験者数が下回らないように努力することと，在籍する生徒が力をつけて無事に進級・卒業することを目標に，学校全体で協

議し，ベクトルを合わせて活動する。 

様式４ 



              令和２年度学校関係者評価シート（中間評価）    令和 ２ 年 12月 11 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 

〇進むべき方向がしっかりと明示された目標になっており，目標達成に対する計画や指標が具体的で，実現

が可能であると思われました。 

〇作成された資料がわかりやすく，説得力がある。 

〇単位制になって新たな取組が報告されたが，それらの報告はどれもが期待できる内容であった。 

〇生徒の進路実現に向けて，新たな取組を企画し実施していることに対して評価ができる。 

〇校内では人間関係が大きなウェートを占めると思います。生徒同士，生徒と教師の信頼関係，こうした人間

関係がうまくいっていれば，授業をはじめ校内生活がうまくいくと思います。こうした人間関係，コミュニケーショ

ンを図るような目標，指標，計画があれば良いと感じました。 

〇もう少し細かな目標を上げて，一つ一つを確実にやり遂げることが大切だと思います。 

計画の進捗状況の

評価の適切さ 
Ｂ 

〇各分掌や委員会の中で取組に対して協議し評価をしていることに，評価の適切さを感じることができる。 

〇評価をするうえで，パーセントだけでは測れないところがあると思います。 

〇評価がＡであっても良いと思える項目があったが，これは新型コロナウイルスの感染拡大により，未実施と

なった取組があったことが理解できます。 

〇先生方の評価の多くがＢ判定になっていますが，評価理由を見たり聞いたりして，この評価が今後の教育活

動の意欲付けになっているのか疑問に感じました。 

目標達成に向けた

取組の適切さ 
Ａ 

〇取組が個別・具体的になされていて，目標を達成しようとする意欲を感じます。 

〇学校の環境や生徒の様子を外部から見ていて，年々良くなってきているように思われる。これは生徒を大切

にして，きめ細かな指導を行っている成果と考える。（校内がきれい・外部からの苦情が減っている等） 

〇生徒の自尊感情を育てるために，授業の中で様々な工夫を施して行っていることは評価できる。 

〇様々な取組が制約を受ける中で，工夫を加えた取組が着実に進められていることを評価します。 

〇スクールソーシャルワーカーの導入は，大きな成果につながったと思います。 

〇進路の実現に向けて意欲的に行動している割合が増加していることから，取組が適切であると評価します。 

〇今日の報告ではよくわからなかったが，担任と教科担当のように，情報交換が校内で適切に行われている

かが，目標を達成する上で大切と考えるので，今後は今以上に情報交換を密に行ってほしい。 

評価結果の分析の

適切さ 
Ｂ 

〇概ね適切に分析されていると思います。 

〇真摯に結果と効果が分析されており適切であると思います。 

〇評価は平均的な目安にすぎないので，生徒個々の対応が必要と考えます。 

〇分析のやり方やプロセスが良くわからないので，適切であるかどうか評価しづらいところがあります。 

〇先生方一人一人が基本的にその分析のプロセスに関与し，ボトムアップとして学校全体の分析内容を整理

していく必要があると思います。 

今後の改善方策の

適切さ 
Ａ 

〇改善すべき点をしっかり考え，改善に向けての新たな目標を設定し，指針や指標も適切に設定されていると

思います。 

〇学校はやはり授業が大切である。授業研究を充実させて，うまくいった実践を報告し，共有していく必要があ

る。また，授業の中で生徒の自己肯定感を高めていくことも大切である。 

〇何をするにしても生徒理解が最も大切であると考えます。個々の生徒を理解して具体的な取組を考え，生徒

の視点に立った目標を設定してください。 

〇新型コロナウイルス感染防止のため，多くの行事が中止になっているが，生徒会活動という共同生活を通し

て，生徒は自分自身を理解していくことができるので，こうした取組を工夫して行ってほしいと思います。 

〇新型コロナウイルスが原因で生徒の生活のリズムが壊れているように思われる。わからないことや我慢し

なければならないことが多くなって，生徒たちは閉塞感を感じているように見える。こうした状況の中で，せめ

て学校にいる時にはこうした思いを持たないでいられるような取組を考えて実践してください。 

〇もう少し具体的にいつまでに誰が何をどうするのかという改善方策を立ててほしい。 

〇すでに目標として掲げられていることが，改善方策としてだされていることに違和感があります。 

総合評価 Ａ 

〇学校全体が組織的に一貫した取組を行ない，生徒たちが社会で対応できる能力を身に付けるために，様々

な角度からアプローチしていることは，必ず生徒の将来に役立つと思います。 

〇生徒数が減少する中で，入学してきた生徒を４年間で育てて，卒業させようとする学校の意欲を感じること

ができるので，大いに評価できると共に，この思いをこれからも継続してほしい。 

〇外部から学校を見ていて，学校（先生方）の努力によって学校が良くなってきていると思います。今後も向上

心を持って，きめ細かな目標を設定し，実現してほしいと思います。 

〇組織的な教育活動の推進を一つの柱とし，単位制の導入など，制度上のリニューアルも行って，新しい教育

内容の創造に向けて取組んでいると感じます。 

〇新型コロナウイルスの感染が拡大し，様々な教育活動の制約が生じる中，多様な状況・ニーズのある一人

一人の生徒の「最善の利益」が実現できる，チーム尾道南の発展を期待します。 

 

 

様式７ 


