平成３０年度

学校評価

千葉県立東葛飾高等学校
定時制の課程

平成３０年度 学校評価結果
領
域

千葉県立東葛飾高等学校 （定時制の課程）

学

学校関係者評価
（開かれた学校づくり委員会か
らの意見）
①保護者のアンケー
ト結果でPTA活動に
関心の低い保護者が
多いのは残念な結果
であるが、職員や生
徒が頑張っているこ
とは理解できる。
ホームページの更
新を引き続き定期的
に行い、学校からの
情報発信の充実をお
願いしたい。

学校評価のまとめ
（課題と次年度に向けた
改善方策）
①保護者や地域への
情報発信として、ホ
ームページを更に充
実させ、適時更新し
て教育活動の広報に
努める。
一斉メール配信シ
ステムへの登録は、
年度の始めと年度途
中に数回呼びかけ、
加入率を高めるよう
努める。

②「職員の共通理解
が図れている」が47
％から
83％へ上昇したこと
は、評価できる。今
後も職員間で共通理
解を持ちながら個々
の生徒への指導をお
願いしたい。

②組織体制を常に見
直しながら、会議や
情報交換会をバラン
スよく開き、活発な
意見交換ができるよ
うにする。職員研修
会では、今日的な課
題に対応できるよう
計画する。

③安全・安心な教育環境を確立する。
③全・安心な教育環境づくり（防災・防犯含む）に関するアンケ ③学校安全計画はや危機管理マニュアル及び学校安全点 ③ 学 校 安 全 計 画 や 危
■具体的な方策（具体的な取組、手立て） ートでは、肯定的回答が職員７８％（昨年７８％）、保護者９
検表については、必要な見直しを行っていく。
機管理マニュアル
学校安全計画や危機管理マニュア
０％（昨年８３％）、生徒８０％（昨年７３％）であった。
清掃活動については、管理部を中心に年間の清掃計
を通して安心安全
ルについて、必要な見直しを図るとと
学校安全計画や危機管理マニュアルの見直し及び学校安全
画を見直し、定期的に行う安全点検と連動して各施設
な学校づくりをお
もに、学校安全点検表を活用し施設・
点検の毎学期の実施、防災講話での防災意識の向上、緊急伝
設備の清掃を年間計画に組み込んでいく。
願いしたい。保護
設備の定期的な安全点検を進める。
達訓練等、職員、生徒、保護者には一定の評価を得ることが
また、通常の清掃活動と学期ごとの大掃除等の実施計
者のアンケート結
■評価項目・指標（評価方法・評価基準） できた。
画の見直しを年間行事の中で調整して徹底する。
果で 95％が「入学さ
各種表簿等の見直しと安全点検の
校内清掃の評価は肯定的回答が５６％（昨年５８％）とわず
せてよかった」と回
実施状況
かに下降した。環境美化の評価を上げていくために清掃活動
答しているのは素
に力を入れていく必要がある。
晴らしい。

③今後も安心・安全
な学校づくりに努
め、学校安全計画
や危機管理マニュ
アル、安全点検表
の見直し・改善を
図る。

重点目標

自己評価の結果
（達成状況，結果の分析）

改善方策
（自己評価の結果を踏まえた課題・改善の方向）

①校内での教育活動を積極的に公開し、 ①台風や豪雨等の非常変災時の対応等に一斉メール配信システ ①一斉メール配信システムの登録者が全体の６割弱な
地域から信頼される学校づくりを目指
ムを活用した。
ので、引き続き登録を呼びかけていく。
す。
また、生徒の様子や学校の行事等をホームページで定期的に
ホームページは、新しいコンテンツの作成や必要
■具体的な方策（具体的な取組、手立て） 公開し、定時制の教育活動を理解してもらうのに役立てるこ
な情報の的確な発信等の充実に努める。
ホームページの内容を定期的に更
とができた。今後も多くの保護者や地域の方々に、ホームペ
授業公開や芸術鑑賞会等の学校行事、ＰＴＡ研修
新し、最新の情報を提供するとともに、 ージを見てもらえるような工夫や学校に来ていただく機会を
会など、早い時期から情報を提供し、来校の機会が増
中学校訪問で学校の情報を提供する。
増やす工夫を検討する必要がある。
えるような工夫を行う。
開かれた学校づくり委員会やミニ
一昨年度から実施している職員による中学校訪問を今年度
中学校への情報発信は、効果的に発信できるよう
集会等において、活動内容を紹介する も継続して実施した。その結果、中学校に本校定時制に対する
に在校生の多い学校や中学校側からの要請を鑑みて、
とともに、意見や要望を伺う。
理解や現状を改めて認識してもらうことができた。
次年度も２学期以降、全職員で分担して学校訪問によ
■評価項目・指標（評価方法・評価基準）
保護者アンケートについては、回収率を高めるため、昨年
る情報交換を行っていく。
ホームページの掲載内容と更新状
度から生徒への配付と家庭への郵送を併用し、回収率が３
保護者アンケートでは、「本校のＰＴＡ活動に関心
況の確認、中学校訪問による意見や要
３％から５６％へと増加した。
がある」については、３８％の保護者が「関心がある」
望の集計結果
「ＰＴＡ活動に関心がある」と回答した保護者は３８％（昨
と回答している。「仕事の関係で難しい」という意見
開かれた学校づくり委員会及びミ
年度３９％）であり、依然として学校への関心が低い状況であ
もあるが、なるべく多くの保護者が参加できる機会を
ニ集会の開催状況、参加者に対するア
った。しかし、保護者の９５％が「子どもを本校に入学させて
積極的に作ることにより、PTA 活動の活性化を図る。
ンケートの実施状況
よかった」と高い評価を得ることができた。
開かれた学校作り委員会とミニ集会については、今
生徒・保護者、中学校、地域等に対して本校定時制の目指 後も、全日制と共同で開催し、情報発信と意見交換を
すところを明確化し、適切に発信していく必要性がある。
進める。

校
経
営

②全職員が主体的に教育活動に取り組 ②目標申告に基づく面談を１学期中に実施し、年間を通して授 ②定時制では職員全員が職員室で執務を行っているた
む校内組織体制を確立する。
業観察を行った。また、委員会等における協議事項を職員全
め、管理職を含め職員全体のスムーズな意思疎通に役
■具体的な方策（具体的な取組、手立て） 体で共有する機会が少ないとの意見があったため職員間の意
立っている。その反面、会議を開かなくても共通認識
目標申告を積極的に活用するとと
見交換を進めた。
ができたと判断し、十分な協議検討を経ないで、立
もに、職員研修を充実させ、職員の能
職員アンケートでは、「教育活動全般について職員の共通理
案・企画を進めてしまうことがあった。
力開発と生き生きした風通しの良い
解が図られている」に対する肯定的回答が８３％（昨年４７％）
今後は、真の「風通しの良い職場づくり」を目指し、
職場づくりを実現する。
であり上昇した。分掌・委員会活動の評価も肯定的回答５
目標申告に基づく管理職による面談や意見交換の充
■評価項目・指標（評価方法・評価基準） ６％（昨年４４％）であり上昇した。一方、特定の職員に業務
実、分掌会議の定期的開催、適正な分掌構成と職員分
目標申告を通じた具体的な取組及
が集中しているとの意見があった。業務分担や職員配置等の
担を常に意識できるよう改善する。
び職員研修の開催状況
見直しが必要である。
職員研修については、引き続き、喫緊の課題に対
また、同アンケート「職員研修が十分に行われている」に対 応できるテーマを選び、充実に努める。
する肯定的回答は７８％(昨年８８％）で下降した。研修の充
実による職員の資質向上への取組が一層必要である。
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領
域

学
習
指
導
生
徒
指
導

学校関係者評価
（開かれた学校づくり委員会か
らの意見）
①生徒のアンケート
結果で授業に関する
多くの項目で肯定的
評価が上昇している
ことは良い結果であ
った。引き続き授業
の工夫改善をお願い
したい。定時制なら
ではの丁寧でわかり
易い授業を期待する
。

学校評価のまとめ
（課題と次年度に向けた
改善方策）
①職員相互の授業公
開や各種の研修会へ
の参加を促し、ICT
や言語活動を積極的
に導入するとともに
、工夫した教材づく
りやプリントを使用
しながらわかり易い
授業を心がけ、基礎
的な学力の定着を図
る。

②生徒の能力の多様化に対応して、少 ②１・２年次の英語、数学、情報等において少人数授業やＴＴ ②今年度、各教科で取り組んだ、少人数授業やＴＴによ
人数指導と個別指導の充実を図る。
による授業を導入し、個別指導をさらに充実させた。また、
る授業形態の成果について、各教科で十分な分析・検
■具体的な方策（具体的な取組、手立て） ３・４年次は、生徒の興味・関心や進路希望に対応できるよ
討を行い、次年度の授業形態において最も効果的な指
１・２年次の英語、数学、情報等
う選択制としている。
導法を案としてまとめた上で、全体で協議する予定で
において少人数授業やＴＴによる授業
少人数授業やＴＴによる授業は、特に１年次で有効であ
ある。
を実施するとともに３・４年次の選択
る。今年度の英語科は、１、２年ともにＴＴを行い、基礎事
１年次の導入期間の指導法と生徒の学習習慣の定着
科目を充実させる。
項（英単テスト、中学校文法、リスニング）の定着は昨年に引
化については、全教科の共通課題として取り組む必要
■評価項目・指標（評価方法・評価基準） き続き一定の成果があった。
がある。
特別に実施した授業形態の実施状況
「予習や復習をしている生徒」は、３２％（昨年３１％）で
依然として低い結果であった。仕事をしながら高等学校に通
っている生徒にとっては家庭学習が困難な状況にある場合も
あるが、時間的に余裕のある生徒に対していかに学習習慣を
身に着けさせるかが課題である。

②個々の生徒に応
じたきめ細かな対応
が求められ大変であ
ると思うが、ＴＴや
少人数授業などによ
り密度の濃い授業を
行い、生徒がわから
ないままにしないこ
とが大切である。

②生徒にとって最
も効果的な指導法を
継続協議し、少人数
授業やＴＴをうまく
使い分けて、より効
果的な学習指導を行
う。

①生徒同士、生徒と教職員のコミュニ ①職員アンケートにおいて「職員は生徒一人一人に対して親身に
ケーションを重視した豊かな人間関係
なって接している」に対する肯定的回答が９４％（昨年９
づくりを実践する。
４％）、生徒・保護者アンケート「本校の先生は親身になって
■具体的な方策（具体的な取組、手立て） 生徒と接してくれる」も生徒８１％（昨年７７％）・保護者８
挨拶や声かけを重視し、共感を重
４％（昨年７８％）である。今後も実践を継続したい。同様に
視した生徒理解に基づく指導を実践す
「本校の先生は適切な生徒指導をしている」も生徒８１％（昨
る。
年７５％）、保護者８７％（昨年７９％）の評価結果であり上
■評価項目・指標（評価方法・評価基準） 昇した。
登校時の挨拶運動、夕食時間の夕
また、職員アンケート「人権（含いじめの未然防止）に配慮
食指導や校内巡回、ＰＴＡの夜の見回 した教育」に対する肯定的回答８３％（昨年８３％）であり、
りや学期始めの登校指導の実施状況
いじめを見逃さない学校づくりに向けての共通理解は一定の
成果があったものと考えられる。

①職員が生徒に対し
て親身になって接し
ていることがアンケ
ート結果からよくわ
かる。
今後とも、心豊か
な生徒の育成に一丸
となって努めて欲し
い。

①登校指導・挨拶運
動・声掛け・夕食指
導・校内巡回などを
引き続き実施すると
ともに、保護者や地
域との連携を推進す
るために、夜の見回
りや情報交換を継続
して実施する。

重点目標

自己評価の結果
（達成状況，結果の分析）

改善方策
（自己評価の結果を踏まえた課題・改善の方向）

①基礎・基本の定着を図り、授業の工 ①生徒の授業アンケートでは、次のような結果だった。
①不登校経験のある生徒や様々な課題をかかえた生徒も
夫・改善に努め、わかる授業の確立を
「黒板の内容がわかり易い」が８４％（昨年７６％）、「指
入学していることから、基本的な生活習慣や基礎的基
図る。
示や質問が明確」が８２％（昨年７４％）、「授業のテーマ
本的な学力が定着していない生徒がいる。また、人と
■具体的な方策（具体的な取組、手立て）
やねらいがわかり易い」が８１％（昨年７４％）、「授業の
のコミュニケーションを苦手とする生徒もいる。この
生徒の学力に適した教材の精選及
開始終了がチャイムと同時」が８８％（昨年７６％）の肯定
ような状況下で生徒の学習理解を深めるために職員が
びわかり易い授業を行う。
的回答であり、昨年度より上昇した。「生徒が活動する場面
個々の生徒に対してきめ細かな指導を行い、改善され
授業のユニバーサルデザイン化に
がある」は、７４％（昨年７２％）、「生徒の理解を確認し
た事項と新たな課題等を意識した指導を心がけてい
ついての研修会を企画し、その成果を
て進む」が７７％（昨年７２％）であり上昇はわずかであっ
く。
授業で実践する。
た。特に、「教え方に熱意がある」８４％（昨年６９％）、
特別支援的アプローチ、「授業のユニバーサルデザ
■評価項目・指標（評価方法・評価基準）
「教材や教具を効果的に使用」７８％（昨年６５％）、「授
イン化」について、今後研修を深めていく。
生徒による授業評価アンケート結
業がひきつけられる内容であった」７６％（昨年６５％）で また、「高校生として必要な知識・技能習得」と「学
果、授業公開の実施回数、保護者・教
昨年度より１０％以上上昇し、職員の努力が生徒にも受け止 ぶ楽しさや達成感を実感させる魅力ある授業づくり」
員による授業参観と授業評価アンケ
められていたと考えられる。
は、両立すべきものであり、そのことを意識した授業
ート結果、校内研究授業・研修会の実
今年度、保護者・地域等への授業公開を２日、中学生への 研究や授業参観が今後とも重要であると考えられるた
施回数とその状況
公開を５回、教員相互の授業公開を１日、１学期の管理職に め年間計画に組み入れる。
よる授業観察、若手研修育成チームによる授業研究を行っ
た。
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①毎日行われている昇降口での挨拶指導や夕休みの校
内巡回、夕食時の食堂での夕食指導、学期始めの登校
指導、ＰＴＡと連携した夜の見回り等を引き続き行
い、生徒とのコミュニケーションに努めるとともに、
情報収集と情報共有を進め、いじめの未然防止を図
る。

領
域

生
徒
指
導
キ ャ リ
ア 教 育

学校関係者評価
（開かれた学校づくり委員会か
らの意見）
②道徳教育推進に継
続して取り組んで欲
しい。

学校評価のまとめ
（課題と次年度に向けた
改善方策）
②道徳教育推進教師
を中心に研究授業を
実施する。今後も道
徳教育の充実を図っ
ていく。

③道徳教育に関する職員研修会を実施し、職員の指導
力向上を図る。
「教育相談委員会」を中心に、引き続き、教育相談活
動をきめ細かく行うとともに、スクールカウンセラー
やスクールソーシャルワーカーを効果的に活用しなが
ら、生徒の心に寄り添う生徒指導を行う。
また、スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカーとの連携方法、教育相談委員会の組織の在り
方や運営について、構成メンバーや定期会議の設置の
有無、各取組の見直しを図る等の検討を行う。
いじめアンケートで収集した情報や相談内容につい
ては、個人情報に配慮しながら、関係職員間で共有し
実効力のある教育相談活動を行う。
次年度も、いじめやセクハラ・体罰等のアンケート
を実施し、早期発見、早期対応を図る。

③「先生は生徒の
精神的な悩みなどの
相談に応じてくれ
る」の評価が上がっ
ていることから、Ｓ
ＣやＳＳＷの活用を
はじめ教育相談がよ
く機能していること
がわかった。

③ＳＣやＳＳＷと
教育相談委員会との
連携を強化し、生徒
指導と教育相談の両
面から一人一人の生
徒の抱える問題に丁
寧に対応する。

①生徒の進路意識の向上を図るととも ①１学期に全校生徒を対象に、各分野から専門学校等の講師を ①職業観、勤労観の育成のため、早い時期に分野別の職
に、教育活動の成果を、生徒個々の進
学校に招き、進路ガイダンスを実施した。また、ハローワー
業説明会を実施し、生徒一人一人に自らの将来を考え
路実現へとつなげる。
クと連携し、担当者に定期的に来校していただき、就職希望
させる機会とする。
■具体的な方策（具体的な取組、手立て） の生徒に対する指導を行った。アンケート結果では「生徒自身
引き続き、ハローワーク等の外部機関との連携を強
関係機関との連携を強化するとと
が進路実現のためにがんばっているか」という問に対して、生
化するとともに、将来に役立つアルバイトの選び方を
もに、生徒の実態に合ったキャリア
徒・保護者の肯定的回答は、生徒が６６％（昨年７１％）、保
指導する機会を設ける。
教育の充実を図る。
護者は７４％（昨年６７％）であり、生徒は下降したが保護者
また、県の研究指定校の先進事例等を参考に、特別
進路に関する個別指導の充実に努
は上昇した。生徒の「本校は進路に関して適切な情報を提供し
支援教育の視点に立ったキャリア教育の推進を検討
めるとともに、進路説明会やガイダン
ている」は７６％（昨年７０％）、職員の「職員に対して進路
し、生徒の進路意識の向上を図る。
スなどを実施し、職業観や勤労観の
関係の情報が適切に伝わっている」が３９％（昨年４１％）で、
本校の特色でもある三修制や学校外での学修の成果
育成に努める。
生徒や職員が情報を共有できるための体制づくりに向けて今
の単位認定を紹介し、生徒一人一人が自分に適したキ
■評価項目・指標（評価方法・評価基準） 後も改善を継続していきたい。
ャリアプランを考え、将来の夢や目標を見つけられる
ハローワークや若者サポートステ
進路実現には生徒本人の意識が重要であるため、３、４年
よう、ハローワーク等との連携を一層進める。また、
ーション等の関係機関との連携状況 次のＨＲ担任は工夫して指導している。また、定時制は近
生徒支援に有用な外部機関と連携する機会を増やし充
とキャリア教育充実に向けた研修状 年、勤労学生よりも、発達障害や不登校経験者等、様々な課
実させる。
況、個別面談の実施状況と進路説明 題を抱えた生徒が入学し、将来の進路よりも、卒業すること
今後は、ＬＨＲ等でワークシートを活用し系統立てた
会・ガイダンスの実施回数、参加人 自体が目標となっている生徒が増加傾向にある。このような
進路指導を進め、進路情報提供を積極的に行い、卒業
数、活動状況
生徒に対しても、可能な限り卒業後の進路実現に向けて指導
生の体験談やハローワークによる講演会等について企
する必要がある。
画する。

①キャリア教育につ
いては、生徒一人一
人の進路実現のため
に連携をとりながら
取り組んで欲しい。
進学の奨学支援制度
の活用が望まれる。
教員間で進路情報
を適切に共有するよ
う努めて欲しい。定
時制の今後の在り方
を考える上で、就職
や進学の進路開拓に
努め、進路実績を積
み重ねて欲しい。

①定時制におけるキ
ャリア教育の先進事
例について研究し、
必要に応じて研修会
を実施する。
生徒の自己実現の
ための生き方・あり
方教育を含む就活レ
クチャーを継続して
実施する。
ハローワーク等と
の連携を強化させる
。進路室をその活動
の場として整備する
とともに、進路指導
部と各年次やＨＲ担
任等の情報共有を図
る。

重点目標

自己評価の結果
（達成状況，結果の分析）

改善方策
（自己評価の結果を踏まえた課題・改善の方向）

②道徳教育や体験活動を通して、命の大 ②今年度も昨年度に引き続き、道徳教育推進教員を中心に、校 ②道徳教育に関する資料をさらに充実させるとともに、
切さや相手を思いやる心を育成する。
外の研修会に積極的に参加し、研修の成果を本校の道徳教育
学校内外の研修会等を通じて、生徒の実態に合った道
■具体的な方策（具体的な取組、手立て） に還元し年間計画の中に取り入れて実践した。
徳授業の工夫と教材作りに努める。
特別活動や総合的な学習の時間に
上記の取組に対して職員の「人権に配慮した教育」の肯定的
今年度、１年次職員の担当者が中心に取り組んだ実
おける体験活動とＬＨＲを中心とした 回答は、８３％（昨年８３％）であった。道徳授業は、担当年 績を次年度に生かし、改善・工夫した内容で年間計画
道徳教育を充実させる。
次の負担は大きいと思うが、次年度以降も職員全体での研修 を作成し、本校の道徳教育の定着と充実を推進する。
■評価項目・指標（評価方法・評価基準） を通して指導力向上を進めていく必要がある。
体験活動の実施状況と道徳教育を充実
させるための工夫内容
③生徒に対する教育相談活動を充実さ ③３年前、セクハラ・いじめ・体罰・特別支援教育・人権教育
せるとともに、いじめや暴力を見逃さ
を担う組織を統合し、「教育相談委員会」として改編した。
ない学校づくりの充実に努める。
今年度も定期的に会議を開催し、職員会議等で内容を報告
■具体的な方策（具体的な取組、手立て） し情報共有を深めた。スクールカウンセラーやスクールソー
面談期間や日々の観察を通じ、生
シャルワーカーには、必要に応じて「教育相談委員会」や学年
徒の心の変化を見逃さないように努め
会等に参加していただき、指導助言を受けた。
る。いじめのアンケートや連絡会議を
職員アンケートでは「教育相談（含いじめの早期発見・早期
定期的に行う。
対応）のシステムがよく機能している」に対する肯定的回答が
■評価項目・指標（評価方法・評価基準） ８３％（昨年８２％）であった。生徒アンケートでは「本校の
個人面談、スクールカウンセラー、 先生は生徒の精神的な悩みなどの相談に応じてくれる」に対す
スクールソーシャルワーカーの活用
る肯定的回答が７８％（昨年７２％）であり上昇した。
等、生徒理解のための工夫・取組の状
いじめに関する生徒アンケートの結果、数件疑わしい事案
況、情報共有の実施状況、いじめ防止
が出てきたため、教育相談委員会を中心に対応した。
基本方針の取組状況
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領
域

重点目標

自己評価の結果
（達成状況，結果の分析）

改善方策
（自己評価の結果を踏まえた課題・改善の方向）

特
別
活
動

①生徒会活動や部活動を通して、生徒の ①春の定通体育大会では、陸上（女子走高跳）で全国大会へ出場 ①生徒の生活環境や気質の変化等、様々な要因が部活動
自主性・社会性を育てる。
することができた。秋の大会では、サッカー部が３位に入賞
の取組や学校生活の変化にあらわれている。急激な改
■具体的な方策（具体的な取組、手立て） した。
善は難しいが、部活動への勧誘を通年にわたって設定
部活動の加入を促すとともに、生徒
部活動については、加入率が２２％（昨年２５%）と低いの
し、生徒に呼びかける。特に大会前には入部を奨励す
が協力して作り上げる生徒会行事を支 が課題であり、「部活動の活発化」に関する肯定的回答が職員
るとともに、大会直前の１週間は学校全体で部活練習
援する。
３９％、保護者６２％、生徒５９％であった。１０月の定通
を支援する取組を行う。
■評価項目・指標（評価方法・評価基準） 総合文化大会では、入賞者が３名と健闘した。
定通総合文化大会は、芸術科の担当教員とも連携し
部活動加入率、定通体育大会や定通
生徒会主催の星華祭については、生徒の自主的活動を促し
ながら生徒が達成感を感じられるよう、きめ細かな指
文化発表会の実績、生徒会行事の実施 ながら実施することを目標としたが、準備や実施に向けての
導を行う。
状況
企画運営段階でいくつかの課題が残った。
星華祭については、引き続き生徒による計画的な企
「ＨＲ活動や生徒会活動の活発化」に関する職員と生徒のア
画運営を促す。また、活動の成果を適時、ホームペー
ンケートでの肯定的回答は、職員５０％（昨年７１％）で下降
ジやＰＴＡだより等で発信する。
したが、生徒は７０％（昨年６７％）でやや上昇した。また、
学校行事については、今後も新たな企画立案や行事
生徒の学校行事についての評価は、「学校行事は充実してい
の精選も踏まえながら職員・生徒の意見を反映させて
る」が７６％（昨年６６％）で上昇した。
充実を図る。

特 別 支 援 教 育

①特別な支援を要する生徒をはじめ、 ①教育相談委員会で、特別な支援を要する生徒の状況を把握す
すべての生徒へのきめ細かな対応を心
るとともに、必要な生徒に対しては、きめ細かな支援ができ
がけ、生徒一人一人を大切にする学校
るように準備することに努めた。今後、さらに全日制の職員
を目指す。
と協力して、教育相談に関する研修、思春期の子どもへの接
■具体的な方策（具体的な取組、手立て） し方、情報モラル講演会、人権講話（いじめやＤＶ防止）、コ
校内の支援体制を整えるととも
ーチング等の生徒・職員・保護者を対象とした研修会を実施
に、特別支援アドバイザー事業を積極
し、職員の資質向上や保護者・生徒への啓発活動を充実させ
的に活用し、教育事務所と連携しつつ
る必要がある。
職員研修会を充実させる。
「教育相談のシステムがよく機能している」の職員の評価は８
■評価項目・指標（評価方法・評価基準） ３％（昨年８２％）であった。また、「生徒の精神的な悩みな
教育相談委員会や特別支援関係者
どの相談に応じてくれる」の生徒の評価が７８％（昨年７２％）
会議と校内研修会の開催状況
で上昇した。今後も組織全体で活動を充実させていく必要が
特別支援アドバイザーの活用状況
ある。
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①教育相談委員会組織の再編４年目となった。
今後の方向性も含めて、組織全体の活動内容の充実を
図っていく。具体的には、教育相談委員会の会議を定
例会として実施し、教員間の情報共有をさらに進め
る。また、より組織的な対応ができるよう人的配置を
工夫する。
各種研修については、関係機関との連携や職員の要
望や喫緊の課題に対応した研修会の実施を目指し、充
実したものとする。

学校関係者評価
（開かれた学校づくり委員会か
らの意見）
①部活動や生徒会
活動の活発化、学校
行事の充実により、
定通体育大会や定通
総合文化大会等に積
極的に参加し、魅力
ある学校づくりを推
進して欲しい。

学校評価のまとめ
（課題と次年度に向けた
改善方策）
①部活動の場所や
時間的な制約はある
が、限られた時間の
中で充実した活動に
なるよう支援する。
また、生徒会活動に
ついては、主に学校
行事等で生徒の自主
的な企画運営を促し
ていく。

①今後とも教育相
談委員会の活動をさ
らに充実させて欲し
い。外部人材の活用
や職員の研修など、
特別支援教育の幅を
広げ、活動を充実さ
せていくことを願
う。また、特別支援
コーディネーター等
の活用も継続して欲
しい。

①スクールカウン
セラーやスクールソ
ーシャルワーカー、
特別支援アドバイザ
ー、特別支援学校な
どの外部機関や人材
を活用し、特別支援
に関する職員の研修
と教育相談活動の一
層の充実を図る。

