（別紙様式４－１）
（

（県立高等学校・中学校用）
八代清流

）高等学校

平成２９年度学校評価表

１ 学校教育目標
生徒の無限の可能性を引き出すのは我々教師であり、妥協することなく徹底した指導を根気よく
続けることが大事である。高校生活３年間が人生の最も基礎・基本となることを我々教師は知っ
ている。生徒一人ひとりの財産づくりを支援していくことに全力を挙げ、次に示す人間の育成を
目指す。
（１）豊かな人間性をもち、「自律」した判断・行動ができる次代を担う人間
（２）目標を高く掲げ、常に「進取」の気概をもって挑戦し、創造への意欲を燃やす人間
（３）文武両道を目指し、心身を「錬磨」することにより、活力に満ちた逞しい人間
２ 本年度の重点目標
（１）感動ある教育を展開し、地域の進学等希望者の夢を地域で叶える学校を目指す。
（２）スポーツが盛んで、文化の香りのする学校を目指す。
（３）生徒・保護者・地域住民に信頼され、愛される学校を目指す。
Ａ：十分達成できている

Ｂ：おおむね達成できている

Ｃ：やや不十分である

Ｄ：不十分である

３ 自己評価総括表

評価項目
大項目 小項目
今後の学
学校
校経営の
経営
方向性の
具体化

評価の観点

具体的目標

具体的方策

授業改善プ
ロジェクト
チームによ
る提言

大学入試改革
、次期学習指
導要領改訂に
対応できる組
織作り

教務主任、進路指
導主事、学年代表
から成るプロジ
ェクトチームで
検討を行い、提言
する。

安全な学 安全管理の 危険箇所の把 安全点検を年に
校づくり 徹底と整備 握と早期対応 ２回実施し、安全
100％を目標とす
る。
危機管理意 危機管理マニ 防火防災訓練の
識の向上
ュアルによる 実施と改善、生徒
意識の共有化 への緊急対応（処
置）の周知徹底を
図る。
八代清流 八代清流高 ＰＲ方法の工 最新ニュースの
高校の評 校の周知
夫及び「本校 提供や学校説明
価向上
のよさ」の周 会資料の改善を
知
図るとともに清
流ＳＩを打ち出
し、募集定員を満
たす。
進学重視型 進学重視型単 教育課程や選択
単位制の周 位制の特徴や 科目を動画やス
知
メリットをＰ ライドを使って
Ｒ
わかりやすく説
明する。
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評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

成果と課題
４回の授業改善プロジェ
クト会議、３回の職員研
修を開催するとともに、
１２名の職員が校外研修
等に参加した。一人ひと
りが具体的に実践するこ
とが課題である。
安全点検の２回実施はで
きたが、日常に潜む危機
の発見と改善という意識
では行っていない。
火元を事前に知らせない
防火訓練を実施し、職員
は緊張感をもって臨むこ
とができた。生徒の意識
向上が課題である。
ＨＰの更新速度など、情
報発信の点では課題があ
る。清流ＳＩの策定に向
けた取り組みを行ってい
るが、まだ策定に至って
いない。清流の日（学校
公開）の実施日や内容を
検討する必要がある。
中学生に向けた説明動画
やスライドは見やすく、
分かりやすくなった。全
職員が単位制や本校の特
色について説明できるよ
うになる必要がある。

学力
向上

キャリ
ア教育
(進路
指導)

生徒
指導

わかる授 職員の授業 授業評価シス
業の推進 力の向上
テムの再構築
と授業力向上
を目指した公
開（研究）授
業の実践

公開（研究）授業
、合評会及び教科
会(課題共有)、授
業評価、実践のサ
イクルによる授
業評価システム
をお再構築する
とともに、指導主
事等を活用した
研究授業を実施
する。

自学自習 生徒の自主 生徒の家庭学 年３回の家庭学
できる生 的な家庭学 習時間を増や 習時間調査結果
徒の育成 習への取組 すための工夫 をもとに各教科
と、家庭学習 で家庭学習時間
のやり方を指 増加のための方
導
策を検討する。ま
た、面談週間や家
庭訪問を利用し
て、学習の仕方を
アドバイスする
よう努める。
進路意識 生徒の進路 個に応じた進 教務部単位制係
の高揚
意識の改革 路実現と四年 と連携し、年６回
制大学への進 程度行う面談の
学希望者の増 充実と１年次か
加
らの体系的な進
路指導に努める。
望ましい職 高大連携出張 ＬＨＲや総合的
業観・勤労 講座やインタ な学習の時間「プ
観の育成
ーンシップへ ロメ・プラン」２
の積極的な参 年次のキャリア
加および資格 プランニング活
取得、検定へ 動の充実を図る。
の挑戦の促進
希望する 生徒の進路 進路希望調査 進路希望調査及
進路を実 希望や学力 ・模試データ び模試結果を分
現するた 等の的確な の有効活用。 析し、個別面談に
めの学力 把握と指導 課外授業、土 生かす。課外・土
等の育成
曜講座の充実 曜講座の出席率
100％を目指
す。
コミュニケ 小論文指導や 総合的な学習の
ーション能 面接指導の充 時間の活用と、全
力等の育成 実
職員による３年
生への小論文･面
接の個人指導の
実施。
生徒の自 自ら判断
生徒が自ら行 生徒が前面に立
律心と自 し、行動で 動できる環境 って自発的に協
尊感情の きる生徒の の整備
力して学校行事
育成
育成
を運営するよう
な取り組みを行
っている。
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Ａ

授業改善プロジェクトチ
ームを中心として授業改
善に取り組んだ。次期指
導要領や大学入試改革に
ついての情報提供やアン
ケートをとおしての振り
返りを繰り返すことで、
授業改善への意識の高揚
が図られた。今後、個々
の授業の中でどのように
実践していくのかが課題
である。
授業評価を９月に実施し
たが、そのなかで、質問
項目検討の必要性が明ら
かになった。
前期末に家庭学習時間調
査を実施した。担任との
面談の中で活用され、個
々の生徒の状況把握やア
ドバイスに活用された。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

３年間を見通した面談や
進路学習の成果で、大学
希望者が増加し、４期生
のセンター試験受験者は
１１３名と開校以来最も
多い生徒が受験した。
夏に大学出張講座、秋に
大学訪問等を行い、生徒
の視野の広がりを促すこ
とができた。プロメ・プ
ラン発表会で社会事象と
進路を結びつける研究が
多く見られた。
模擬試験の分析は例年よ
り早期に実施し、学年全
体の把握につながった。
長期休業中の課外は、ほ
かの特別活動とのバラン
スが難しく、再検討の余
地がある。
職員向け小論文研修や一
般入試直前小論文ガイダ
ンスを実施し、全職員で
３年生の面接・小論文指
導を実施する体制が作ら
れつつある。
学校行事については、協
力して積極的に取り組む
姿勢が見られた。集会時
の集まりや行動などに課
題があり、話を聞く態度
が自発的にできるよう指
導を行いたい。

基本的生活 時間の厳守
習慣を確立 挨拶の励行
させる。

欠席数を減らす。
朝学習に遅刻さ
せない。

Ｂ

明るく楽 問題行動や 問題の早期発 アンケートの調
しい学校 いじめのな 見と素早い対 査により、問題を
づくり
い学校づく 応
発見し、早期かつ
り
適切に対応する。
Ｂ

交通指導 交通マナー 交通講話の実
の強化
の向上
施
二重ロックの
推奨

人権教
育の推
進

命を大切
にする心
を育む指
導

交通講話による
交通安全教育を
徹底する。
生徒主体の二重
ロック点検を実
施し、二重ロック
１００％を目指
す。

命を大切に
する心を育
むプログラ
ムの推進

指導ユニット
に従って、心
に響く多様な
指導を実施

全教科全領域で
「生徒の命を大
切にする心」を育
む指導を実施す
る。

自分の夢や
目標を持た
せ、人の役
に立つこと
や尽くす姿
勢を身に付
けさせる。

キャリア教育
の充実を図り
、自分と他者
の役割や価値
を尊重する態
度を育成

将来の目標の設
定、自分の考えの
発表などをとお
して、目標達成の
ための具体策を
考えさせる。

職員の人 職員研修の 校内研修会の 地域で実施され
権意識の 充実
計画的な実施 る研修会への参
高揚
及び外部研修 加率向上を目指
会への積極的 す。
な参加
校外研修会への
積極的参加を促
す。
生徒の人 豊かな人権 ＬＨＲ等によ 校内推進委員会
権意識の 感覚を身に る人権教育の による教育内容
高揚
付けた生徒 充実
の検討と指導の
の育成
工夫、改善に努め
る。
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Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

年間をとおして遅刻者は
少ないが、決まった生徒
が遅刻をすることが問題
である。来年度は各学年
と協力して遅刻指導の充
実を図りたい。
問題行動に対する早期対
応はできたが、特別指導
の件数が増えたことは真
摯に受け止め来年度に向
けて改善したい。改善策
としては、生徒の様子や
行動を細かく観察し、各
学年や部活動の顧問から
の情報をもとに学校全体
で課題や背景を共有して
生徒指導に取り組む。
交通指導については、交
通講話、年５回の交通指
導、交通安全教育を計画
的に推進することができ
た。また、自転車と車と
の小さな接触事故も２件
に抑えることができた。
二重ロック点検は、１０
０％のクラスが増え、自
発的な定着が伺えた。来
年度も指導を継続する。
全教科やホームルームな
ど、あらゆる場面で人権
教育を意識して取り組む
ことで概ね達成できた。
来年度は人権教育研究指
定事業を核に、生徒・職
員がより人権意識を持て
る取組みを実施する。
プロメ・プランでは、全
職員が生徒と繰り返し意
見交換をしたことにより
生徒が情報を収集し、自
らの考えをまとめ発表す
ることができた。自己の
生き方を見つめる機会と
なった。
校内研修は、計画通り実
施し、課題の把握や情報
交換など収穫があった。
夏期における八代地区人
権集会や現地研修会につ
いても積極的に参加でき
た。若手・中堅職員の校
外研修への参加が課題で
ある。
生徒の状況に応じたＬＨ
Ｒを企画し、計画通りに
実施した。次年度も生徒
の状況を把握し、生徒・
職員ともに人権意識の向
上に努めたい。

いじめ
の防止
等

いじめの 生活アンケ 生徒・保護者
早期発見 ートによる へ３回（１・
いじめの早 ２年生）、２
期発見
回（３年生）
のアンケート
を実施
担任との面
談によるい
じめの早期
発見

アンケート調
査後すぐに担
任面談
長期休業後等
に担任面談

いじめ根 生徒会によ 「心のきずな
絶への取 るいじめ根 を深める月
組
絶の宣言
間」における
取組の充実

定期的にアンケ
ート調査を実施
し、いじめの早期
発見に努める。

Ｂ

担任の面談だけ
でなく、全職員が
普段の学校生活
の様子を観察し、
いじめの早期発
見に努める。

Ｂ

生徒会で「いじめ
撲滅標語」を募集
し「いじめ撲滅宣
言」を作成する。

いじめ問題 いじめ事例解 職員研修を実施
対策委員会 決率１００％ する。
の活性化
いじめ問題対策
マニュアルの徹
底を図る。
地域連
携（コミ
ュニテ
ィスク
ールな
ど）

地域から 地域及び保 保護者の協力 体育大会や文化
の信頼を 護者との連 による学校行 祭、マラソン大会
得る学校 携
事の開催
等で保護者から
づくり
の協力を得て行
事を成功させる。
生徒による 地域行事への 地域のボランテ
地域貢献
協力
ィア活動に積極
的に参加する。

防災型コ 学校運営協 防災マニュア 学校運営協議会
ミュニテ 議会の活用 ルの点検、学 での検討結果を
ィスクー
校に地域住民 踏まえ、本校の方
ルの円滑
が避難してき 針を策定する。
な運営
た場合の対応
マニュアル、
防災教育方針
の策定
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Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

年３回のアンケート調査
を計画的に実施したこと
で、いじめの原因になり
そうな事案を早期に発見
することができた。この
取組みを来年度も継続す
る。
担任の事後面談を各学年
で実施した。「日常の生
活の中で何かが起こって
いる」という意識を全職
員が持ち、小さな細かい
問題点の見逃しがないよ
うに努めたい。

文化祭や生徒会を通じて
標語の作成や「いじめ撲
滅運動」などに取り組ん
だ。来年度もこのような
取組みを継続する。
いじめ問題対策委員会を
実施することで、各学年
の事案やSSWのアドバイ
スを聞くことができ、問
題解決の糸口が見つかっ
た。
保護者は学校行事に協力
的である。マラソン大会
では地域に挨拶に行くな
どの工夫を行った。
八代花火大会、妙見祭な
ど地域行事のボランティ
アに積極的に参加した。
日頃の挨拶や清掃などを
大切にしたい。
協議会では、委員の方の
様々な視点から、多くの
活発な意見をいただくこ
とができた。今後は、そ
れらを防災・避難所運営
マニュアルに取り入れ、
作成を進める。

４ 学校関係者評価
（１） 学校関係者評価
ア 本校の進学重視型単位制高校としての活動、授業改善の取組み、生活指導、進路指導に
ついて評価していただいた。
イ 地域、中学校、保護者に対して、八代清流高校のよさ、進路実績、教育活動などについ
て積極的な情報発信を行う必要がある。また、中学生やその保護者に進学重視型単位制
或いは単位制そのものについて理解してもらうための工夫が求められる。
ウ 学習習慣の定着、生徒の自主的な行動、ＳＮＳへの対応は、家庭・小学校・中学校・高
校が連携して取り組まなければならない課題である。
（２） 学校評議員会における提言・意見
ア 大学入試改革や学習指導要領改訂を見据えた授業改善の取組みは評価できる。
イ 企業でも多言語社員の採用を積極的に進めている。外国の学校との交流や海外修学旅行、
短期留学等を進め、英語＋ほかの外国語の取得を目指したらどうか。
ウ 清流高校生のあいさつはいいと思うし、自転車マナーも向上している。また、職員は授
業改善に向けた取組みを行っている。こうした清流高校のよさをもっと外部に発信して
いく必要がある。
エ 情報発信は大切である。「自分たちが周囲から見られている」と分かれば、生徒もさら
によくなっていく。ホームページだけではなく、ツイッターやインスタグラム、フェイ
スブックなど、誰でも使える媒体を使って発信したらどうか。
オ あいさつの励行や家庭学習の定着は中学校でも課題である。特に家庭学習時間は二極化
が進んでいる。
５ 総合評価
（１） 三綱領を根底に据えた生徒の育成
○（２）～（６）の重点目標を掲げ、生徒の自律心（自立心）の高揚を図り、自信に満
ちあふれた生徒の育成を目指した。３学年は「見ちがえるような自分になる」を学年
目標とし、①自己管理能力の育成、リーダーを中心とした自主的集団形成 ②自分で
限界を決めない「攻め」の気持ちを支える指導 ③お互いに刺激を与え、受ける集団、
厳しさと労りの心の両面を備えた指導を実践し、生徒の進路目標達成に向けた取組み
を行った。３年生の学校評価アンケート結果を見ると、学校や自分自身に対しての肯
定感が高い。
○本年度は清流高校ＳＩを策定するためのチームをつくり、本校生徒の現状や身に付け
させたい力を検討することができた。
【学校評価アンケート】Ｈ２８年度→Ｈ２９年度
※数字は「よくあてはまる＋ややあてはまる」（以下同じ）
NO２「本校の教育目標を理解している」
教職員：９３％→９６％ 生徒：６６％→７１％ 保護者：８７％→８５％
NO３「本校にはほかの学校にない特色がある」
教職員：９１％→９３％ 生徒：８１％→８２％ 保護者：８９％→８８％
NO５「本校の取組が生徒の成長に効果的である」
教職員：９３％→９０％ 生徒：７３％→７３％ 保護者：８６％→８９％
NO29「命の大切さについて学ぶ機会が多い」
教職員：８４％→７５％ 生徒：７６％→７４％
NO30「人権の大切さについて学ぶ機会が多い」
教職員：８９％→７８％ 生徒：８７％→８６％
N039「本校に入学してよかった」
生徒：７７％（よく32％）→７７％（34％）保護者：９２％（49％）→９３％（48％）
【その他の評価】
○オープンスクール来校者の声
・皆がいろんなことに参加して取り組める。楽しい学校生活が送れる。（本校保護者）
・とても雰囲気がいい学校だと感じた。（中学生）
○教育庁学校訪問時の講評
・学校の雰囲気がよく、学校全体で取り組んでいる。
・生徒がはつらつとしており、職員も笑顔である。
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（２） 平成２９年度の重点的な取組
ア 授業力の更なる向上
大学入試改革・次期学習指導要領改訂に向けて授業改善プロジェクトチームを発足させ
た。外部講師や県立教育センターの指導主事を招いた校内研修を実施するとともに、他
校のスーパーティーチャーの授業参観、民間開催のセミナー等に多くの職員が参加した。
授業改善の意識が高まりつつあり、一人一人の具体的な実践と継続が今後の課題である。
【学校評価アンケート】
NO９ 「生徒の考えを求める授業をしている」
教職員：８５％→８９％ 生徒：５６％→５６％
NO10 「授業で生徒の発言や反応を大事にしている」
教職員：９８％→９４％ 生徒：７９％→８４％
NO11 「授業の内容を考えたりする時間が十分にある」
教職員７９％→８１％
生徒：７６％→７６％
NO12 「生徒同士で話し合う機会や意見を発表する機会がある」
教職員：７２％→６９％ 生徒：７７％→７９％
NO13 「分かりやすい授業をいろいろ工夫している」
教職員９１％→９３％
生徒：８１％→８６％
【その他の評価】
○オープンスクール来校者の声
・国語総合の授業が分かりやすい授業だった。現代文では、パネルが使ってあり授業が分
かりやすかった。（中学生）
・外部から来て、数学の授業、地理の授業というのは分かるが、その中の何の授業なのか
を知ったうえで見たかった。例えば、地理ならば、黒板の隅にでも「ヨーロッパの気候」
とか書いてあればよかった。（本校保護者）
・３年生の現代文の授業は、生徒が話し合い、考え、文章で表すというように言語活動が
多い授業だった。簡潔な板書、たとえ話を用いた説明で大変分かりやすかった。
○教育庁学校訪問時の講評
・参観した地理・公民の授業では活動的な場面が多かった。どのような活動を行えば、ど
ういう目標が達成できるかということを示すとよりよい。
イ 自律（自立）できる生徒の育成
主体的に授業に臨むこと、家庭学習習慣の定着、生徒会活動の充実、ボランティア活動
への積極的参加、集会等における自主的行動を目的とした。授業におけるペア活動やグ
ループ活動に積極的に参加している様子をよく見かけるが、自発的な予習・復習、家庭
学習習慣の定着は課題のままである。生徒会活動では執行部がリーダーシップを発揮し、
学校行事を盛り上げた。学校評価アンケートでは決して高い評価ではなかったが、多く
の生徒がボランティア活動に参加している。達成感や成功体験を少しずつ高め、生徒の
自律（自立）を涵養したい。集会等における自主的な行動（自分たちで並ぶ、話を傾聴
する）については課題が残る。
【学校評価アンケート】
NO７ 「生徒は意欲的に授業に参加している」
教職員：８１％（よく9％）→７６％（2％） 生徒：８１％（9％）→８２％（22％）
NO14 「生徒は自主的に学習する習慣ができている」
教職員：３４％（よく4％）→２１％（2％） 生徒：４３％（9％）→４２％（8％）
NO15 「与えられた課題（宿題）をきちんとこなしている」
教職員：７２％（よく7％）→７５％（10％） 生徒：７６％（37％）→７８％（39％）
N016 「生徒は予習・復習をきちんと行っている」
教職員：３７％（よく2％）→１９％（0％） 生徒：３７％（4％）→４３％（7％）
NO18 「生徒会活動に関心を持っている」
教職員：５２％（よく6％）→５３％（2％） 生徒：２８％（7％）→３０％（11％）
NO26 「ボランティア活動に積極的に参加している」
教職員：８７％（よく25％）→８０％（34％）生徒：４３％（9％）→４５％（15％）
NO38 「体育館の集会で自主的に集合できる」
教職員：７１％（よく11％）→６９％（12％）生徒：８２％（27％）→８７％（31％）
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【その他の評価】
○オープンスクール来校者の声
・一人一人が自分の意見を大きな声で発言していたことが印象に残った。（中学生）
・授業中はほとんどの人がノートをとっていて、発言する時は大きい声で発表していた。
スイッチの切り替えができていて、すごいと感じた。（中学生）
ウ 部活動の奨励
本年度５月１日付けの部活動加入率は、１年次生９８．１％、２年次生８８．９％、
３年次生９０．４％、全体で９２．４％であった。高い加入率だったが、部活動をやめ
る生徒が多かった。運動系・文化系ともに好成績を収めた。ボート部とアーチェリー部
がインターハイに出場し、３月の選抜大会出場も決めた。放送部と科学部が全国総合文
化祭に出場し、来年度の出場も決定している。陸上部（男子走り幅跳び）とホッケー部
は九州大会に出場し、選手の自信につながった。
【学校評価アンケート】
NO19「部活動に積極的に取り組んでいる」
教職員：９１％→９４％ 生徒：７８％→７４％
エ 総合的な学習の時間における「プロメ・プラン」の実施
総合的な学習の時間「プロメ・プラン」の集大成である「プロメ発表会」を今年も開催した。
午前中は本校でポスターセッション、午後は八代市ハーモニーホールで発表会を行った。
研究の視点、内容、プレゼン資料、プレゼンなど、年々質が高まっている。審査員からの質
問に適切に受け答えできた発表者もいた。自ら課題を発見し、考え、表現する力は、一朝一
夕では身につかない。職員もこのことを意識して日頃の授業で実践していく必要がある。ま
た、「プロメ・プラン」は自らの将来について真剣に考える場であり、職員も適時適切な進
路情報の提供を行わなければならない。本校における体系的なキャリアプランを構築する必
要がある。
【学校評価アンケート】
NO35「将来の進路や生き方について考える機会がある」
教職員：８７％→８８％ 生徒：７９％→８７％
NO36「進路についての情報提供がある」
保護者：７９％→８１％ 生徒：７８％→８８％
（３）「認め、ほめ、励まし、伸ばす」教育の推進
生徒たちを認め、ほめ、励ますことにより、生徒たちのやる気を高め、積極的に学習に取り
組もうとする態度を育成し、生徒の能力を伸ばすことを目標とした。職員は、本校生徒の現
状について、「素直で明るく、まじめであり、今後の伸びしろを十分に持っているが物事に
対して受動的である」と考えている。体育大会、文化祭、ダンス発表会、プロメゼミ発表会
などの学校行事やボランティア活動、部活動において活躍する場面が多く見られた。日常の
生活や学習の場面で生徒一人一人の活動を大切にしていきたい。
【学校評価アンケート】
NO18 「生徒会活動に関心を持っている」
教職員：５２％（よく6％）→５３％（2％） 生徒：２８％（7％）→３０％（11％）
NO26 「ボランティア活動に積極的に参加している」
教職員：８７％（よく25％）→８０％（34％）生徒：４３％（9％）→４５％（15％）
NO37「積極的に学校行事に参加している」
教職員：８７％→８３％ 生徒：７５％→８４％
【その他の評価】
○オープンスクール来校者の声
・毎年参加しているが、それぞれの教科で工夫して授業をしているのが分かった。特に、
教師と生徒の関わり方の雰囲気がよかった。（本校保護者）
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（４）生徒の心に届く生活指導の徹底と教育相談の充実
○今年度の生徒指導部の重点目標は「誠実な心の育成」「気持ちの良い挨拶」である。また、
各年次の生徒指導目標は、１年次「挨拶の励行と整容の徹底」「時間と規範の遵守」「真
摯に掃除に取り組む姿勢」「人、ものを大切にする感性を磨く」、２年次「基本的生活習
慣の徹底（気持ちの良い挨拶、時間厳守、集会等での態度、整容など）」、３年次「自己
管理能力の育成」である。挨拶については、学校評議員会で評価していただいたが、今後
は自主的な、気持ちがこもった挨拶ができる生徒の育成を目指したい。
○心身に課題を抱える生徒が増加した。年３回の生徒理解に係る研修（情報共有）、合理的
配慮協力員による研修、「八代市適応指導教室 くまがわ教室」指導者による研修等を行い、
共通理解と職員の特別支援教育に係る指導力向上を図った。教育相談担当者が中心となり、
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・関係機関と学校・家庭との連携がよ
く図られた。
○心のアンケートや本校独自の生活アンケートを実施し、いじめを受けたと回答した生徒が数
名いた。早期対応により、ほぼ問題は解決した。近年はＳＮＳにおけるトラブルが増加した
が、なかでも、グループ内（仲間内）におけるトラブルが多い。また、コミュニケーション
能力や相手の気持ちを理解する力が不十分なことから、生徒間の暴力事案が発生した。
【学校評価アンケート】
NO 4「生徒は楽しく登校している」
教職員：９４％(よく33%)→９９％(25％) 生徒：７６％(32％)→７９％(32％)
NO22「いじめや問題行動がなく、明るい学校生活である」
教職員：９２%（よく28％）→８１％（20％） 生徒：８６％（28％）→８８％（44%）
NO31「学校のルールを守っている」
教職員：９２％(よく20％)→９４％(10%) 生徒：８９％(43%)→９１％(50％)
NO32「教師は生徒の間違った行動を指導している」
教職員：９５％(よく54%)→９０％(53%) 生徒：８６％(37%)→８６％(42%)
NO33「教師は生徒の悩みや相談に親身に対応している」
教職員：９３％(よく52%)→１００％(64％) 生徒：７７％(37％)→７７％(31％)
NO34「担任の先生以外にも相談できる先生がいる」
保護者：５６％(よく20％)→５６％(18％) 生徒：６３％(24％)→６５％(25％)
【その他の評価】
○オープンスクール来校者の声
・何か問題が生じた時にでも、先生方に相談がしやすいので、ありがたく思っている。
（本校保護者）
・生徒と先生の近い関係を今後の続けてほしい。（本校保護者）
○保護者会アンケート
・来校時、掃除時間で生徒がたくさんいたにも関わらず、誰一人としてあいさつがなかっ
た。
（５） 危機管理
○職員一人一人の危機管理能力を高めるとともに、生徒の危機回避能力を育成することを目
指した。今年は火元を特定しない火災避難訓練を実施し、職員は緊張感をもって訓練に臨
んだ。その反面、生徒の真剣さが不十分であった。
○今年から防災型コミュニティスクールを設置した。地域の方や行政の方から、本校が想定
すべき危険、洪水が起きた場合の避難場所等について、貴重な御意見をいただいた。現在、
避難所運営のマニュアル等を作成しているが、参考にさせていただいた。
○台風、大雪などによる臨時休業、途中放課等の保護者への連絡は「安心・安全メール」で
行っている。本年度は、教頭・事務長・防災主任が「安心・安全メール」発信者となるこ
とで、緊急事態に即応できるシステムとした。
【学校評価アンケート】
NO23「地震や火災時の行動を具体的に教えている」
教職員：１００％→９６％ 生徒：８５％→８７％
NO24「学校の危険箇所への配慮がなされ、安全である。」
教職員： ９５％→９０％ 生徒：７３％→７８％
NO28「大雨のとき「安心安全メール」等を見ている」
教職員：９６％→８６％ 生徒８４％→７４％ 保護者：９０％→９０％
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（６）保護者及び地域との連携
○育友会は非常に協力的である。今後とも連携を深めていきたい。多くの生徒が、祭りや地
域行事、小学校や特別支援学校の行事にボランティアとして参加している。次年度は、普
段の挨拶や清掃、交通マナーの遵守を向上させることで地域の信頼を高めたい。
○本年度から設置した学校運営協議会（防災型コミュニティースクール）には学校評議員の
ほか、高田地区長、市役所の危機管理課の方に参加していただいた。本校周辺の地理的・
歴史的観点からの助言が大変参考になった。普段から地域との連携を意識し、「お互いの
顔が見える」危機管理（避難所運営）マニュアルを策定したい。
【学校評価アンケート】
NO26「ボランティア活動に積極的に参加している」
教職員：８７％（よく25％）→８０％（34％）

生徒：４３％（9％）→４５％（15％）

【防災型学校運営協議会】6月28日、7月18日、12月6日、2月26日開催
［意見］防災マニュアル、避難所運営マニュアルの作成について
・熊本地震の際の学校近隣地域の動きも参考にしながら、作成する。
・学校が避難所となった場合、水や食料などの備蓄品の量や、学校がどれだけの
機能をもっているかという点をあらかじめ把握しておく。
・地域の特性から地震とともに水害時の対応を考えておく。
・「自助」「共助」の面では高校生の力も必要である。防災教育の一環として話し
してもらいたい。

６ 次年度への課題・改善方策
（１） 「平成２９年度の重点的な取組」は継続課題とする。
① 授業力の更なる向上
【具体的な取組】
○「授業→授業評価→教科会→公開（研究授業）授業→教科会→改善・実践」のPDCAサ
イクルを活用し、一人一人が具体的な目標を掲げ、学校全体で授業改善に取り組む。
② 自律（自立）できる生徒の育成
【具体的な取組】
○Ｓノートを活用（スケジュール管理、学習記録、部活動・ボランティア活動等の記録）
し、自己管理能力を身に付けさせるとともに、進路目標の達成を見据え、1年間の活動
を記録する。
③ 部活動の奨励
【具体的な取組】
○部活動入部を促すとともに、めりはりのある練習、部室の適切な管理、あいさつ指導
等をとおし、学校の中核となる人材を育成する。
④ 総合的な学習の時間における「プロメ・プラン」の実施 →「充実」へ
【具体的な取組】
○1年次からの継続的な研究の実施（審査員からの助言）
○大学入試改革や学習指導要領改訂を見据えた指導
（２）生徒の心に届く生活指導の徹底と教育相談の充実（継続）
【具体的な取組】
○本年度実施した特別支援教育に関する研修、生徒に関する情報共有は継続する。
○「誠実な心の育成」「気持ちの良い挨拶の励行」は継続課題とする。
（３）危機管理（継続）
【具体的な取組】
○本校の防災マニュアルを職員・生徒に周知するとともに、学校運営協議会の意見を参
考にしながら、防災体制を整える。
○実践的な防災・避難訓練を継続し、生徒の危機対応能力を育成する。
○「何か不具合があるかもしれない」「危険があるかもしれない」という意識をもっ
て、日常の安全点検や清掃活動等に取り組む。
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（４）保護者及び地域との連携（継続）
【具体的な取組】
○ボランティアにはよく参加している。継続したい。とくに地域のボランティアでは
災害が発生したときを常に念頭にいれ「顔が分かる」対応へとつなげたい。
○学校運営協議会で本校作成のマニュアルをブラッシュアップし、より実践的で、わ
かりやすいものとする。
（５）新しい課題
① 情報発信（ホームページの即時更新、効果的・効率的な情報発信方法の検討と実践）
② 働き方改革（職員の意識改革、生産性の高い働き方、部活動のあり方）
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