（別紙様式４－１）

（県立高等学校・中学校用）

（ 熊本県立水俣高等 ）学校 平成２８年度学校評価表（定時制）
１ 学校教育目標
「平成２８年度県立中学校・高等学校における教育指導の重点」等を踏まえ、本校の校訓「自律・敬愛・創造」
の具現化に努め、互いを認め、励まし、個性を高めあう教育を推進し、徳・知・体の調和のとれた全人教育の実践
を目指す。
２ 本年度の重点目標
本年度の指導の重点スローガン・・・「 果敢にチャレンジ ～toward our dreams～ 」
（１） 教育活動全般をとおして他者を思いやり、秩序ある学校生活を営む態度を育成する。
（２） 心身の健康を保持増進する力を段階的に高め、体育的活動をとおして、自らスポーツに親しみ、体力を高
める態度を育成する。
（３） 生徒一人ひとりの特性や学力にあった学習活動を展開し、教育機器等の効果的な利用を図り自ら学ぼうと
する意欲や態度を育てる。
（４） 検定等の受検を積極的に勧め、面談等の指導等の工夫、充実により個々の能力・進路目標に応じたきめ細
やかな指導を行う。
（５） 面談等を活用し生徒理解に努め、生徒一人ひとりの特性を早期に把握するとともに、働きながら学ぶ環境
を整え、個々のニーズに応じた指導を計画的に行う。
（６） 学校の教育活動や生活状況を保護者に周知するとともに、状況に応じて保護者等との連絡を適切に図り、
課題解決に向けて組織的に予防的対応に努める。
３ 自己評価総括表
評 価 項 目
評価の観点
具体的目標
具体的方策
評価
成果と課題
大項目 小 項 目
学校 目標管理による 学校目標の理解 年度末の自己評価で、Ｂ 校長のリーダーシップの
中間評価の実施等を通じて
経営 学校運営の推進 と重点指導の徹 評価以上が全体の９割 もと、全職員が組織的に取
全職員で目標や課題を共有
底

以上とする。

安全で安心して 安全点検と緊急 教室・施設等の安全点検
学習できる教育 事態対応及び防 と校内危機管理マニュ
環境づくりの推 災教育の徹底
アルを踏まえた具体的
進
訓練・研修を各学期に実
施する。

り組む。１０月に、中間評
価を実施する。
教頭と総務部・保健部が、
熊本地震の教訓を生かし
た防災訓練や職員研修を
企画・立案し、全職員で取
り組む。

学校改革の推進 業務の効率化と 全職員による検討会を、 前年度の「成果と課題」踏
職員の意識改革 年間２回以上実施し、課 まえた企画・運営を行うと
題の共有と業務の改善 ともに、
各分掌間の連携を
を図る。
密にし、
全職員で組織的に
取り組む。

Ｂ

Ｂ

Ｃ

生徒理解の推進 生徒理解と課題 学期に１回以上、生徒理 教務部・生徒指導部・保健
・指導の共有化 解のための研修会を実 部が立案し、全職員で連携
施し、情報を共有する。 して課題解決に取り組む。
Ｂ

学力
向上

授業力の向上

公開授業・研究 全職員が、それぞれ１回 教務部が立案し、全教科で
授業の実施
以上の研究授業を行う。 取り組む。
Ｂ

基礎学力の向上 数学入門・基礎 各学校設定科目で中学 教務部が立案し、当該年次
国語・基礎数学 校の学び直しを行い、基 、当該教科で取り組む。
・基礎英語など 礎学力の向上を図る。
学校設定科目の
充実

Ｂ

した取組ができている。今後
は更に、目標達成に向けた連
携を深めていく必要がある。
防災教育では、地震・津波に
対応した訓練を校内で実施
できた。職員研修は講話と実
践を全定合同で実施できた
が、校外への避難経路・家庭
への引渡し方法等について
は継続して確認・見直しに取
り組む必要がある。
検討会を年間３回開催し、
共通理解のもと学校全体で
取り組むことができたが、
業務の改善までには至らな
かった。
年間５回の生徒理解研修を
行い、各部が連携して立案
運営した。このことにより
生徒一人一人が抱える課題
を職員全体で共有し、解決
にむけて取り組むことがで
きた。
全職員がそれぞれ1回以上の
研究授業を行い、授業力の向
上を図った。公開授業週間に
ついての周知の在り方には
今後さらに検討していく。
各学校設定科目の中で、中学
校での学び直しを行った。た
だ実施教科が特定されてお
り、実施教科の増加に向けて
改善を図っていく。

キャリ 個に応じた進路 進路目標の明確 卒業予定者の進路決定 卒業学年にあっては、学期
ア教育 指導の推進
化と進路決定率 率を100％に高める。ま ごとの進路面談の実施。ま
(進路
や就労率の向上 た、在校生の就労率を60 た、進路部と担任との連携
指導)
％に高める。
を深める。

生徒
指導

進路意識の高揚 インターンシッ 未就労者対象のインタ
プや進路講話な ーンシップの実施。講話
どの実施
等は各学期１回程度は
実施する。
社会性の向上
登下校時におけ 自転車・原付・自動二輪
る交通ルール遵 ・自家用車の運転に関し
守等の規範意識 て、交通ルール、交通道
の向上
徳を守る。

進路部が立案し、外部機関
との連携を密にし、全職員
で取り組む。

言葉遣い、時間 それぞれ異なる課題を
厳守等の基本的 抱えた生徒に対し、基本
生活習慣の確立 的生活習慣の改善を目
指す。

生徒指導部を中心に、毎日
の活動の中で職員間の共
通理解を図り、生徒職員全
体で取り組む。

生徒会活動や学校行事（交
通安全教室等）において、
生徒指導部を中心に、生徒
職員全体で取り組む。

健康教育の推進 禁煙指導・薬物 喫煙者の減少、薬物使用 喫煙の状況を把握すると
乱用防止の徹底 の防止を目指し、根絶に 共に、健康に関わる講話を
向けて生徒への指導を 実施し、生徒指導部と保健
行う。
部との連携により取り組
む。
人権教 推進体制の確立 年間計画の作成 特別活動（ＬＨＲ）での 人権・特別支援委員会が立
育の推 と研修の充実 と研修会の実施 研修会の実施と授業計 案し、学校全体で取り組む
進
画表を作成する。
。
外部団体の研修に参加
する。
「命を大切にす 「命」や「生き 本校独自のプログラム 学校行事（特設ＬＨＲや総
る心」を育む指 ること」につい を完成させ、学校行事以 合的な学習の時間など）や
導の推進
て考えさせ、自 外の授業等も系統的に 普段の授業においても、全
己肯定・自己実 繋がるよう調整する。 職員で常に意識して取り
現、友人関係の
組む。
良好な構築など
に繋げる。
教科指導におけ 「分かる授業」 生徒の課題に応じた学 教務部と協力して、「ユニ
る取り組みの推 の工夫と改善を 習指導の工夫をする。 バーサルデザインの視点
進
図る。
を取り入れた授業」を全教
科・全職員で取り組む。

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

いじめ いじめの未然防 いじめ防止対策 いじめを積極的に「認知 各学期においていじめア
の防止 止と事態への対 委員会及び校内 」し、全職員での情報共 ンケートを実施し、全職員
等
応
委員会を中心と 有と迅速な対応を心掛 でいじめを許さない学校
した取組

特別
支援
教育

け、いじめ解消１００％ づくりを心がける。年間を
に取り組む。
通じていじめ防止への意
識を高く持ち、「心のきず
なを深める月間」の６月に
は、人権教育ＬＨＲを実施
し、また、「いじめ根絶標
語」を生徒たちに作成させ
いじめ防止の気持ちの涵
養を図る。重大事態発生時
には、いじめ防止基本方針
及び対応マニュアルに基
づいて全職員で迅速に対
応する。
生徒の教育的ニ 個々の生徒に応 生徒の観察と情報交換 生徒理解研修や日々の連
ーズに対応した じた支援計画の を行い、支援方法を計画 絡会を通して、職員の啓発
支援の推進
実施
し「個別の教育支援計画 を行い、全職員で組織的に
」を作成する。
取り組む。

Ｂ

Ｃ

卒業予定者の進路決定につ
いてはほぼ決定した。在校生
の就労率は50％であり、担任
と連携を深め、面談等を充実
させる。
効果的な進路指導を行うこ
とができた。次年度も個別指
導を中心として、各行事に取
り組む。
自動車学校と連携し、専門的
な立場から最新の話を聞く
ことができた。個々の生徒が
交通道徳を守るところまで
徹底したい。
職員間の共通理解に基づい
た取組により、全体的には落
ち着いた生活ができている。
保護者や関係機関との連携
も深め、更なる改善を図る。
薬物乱用防止研修を行い、薬
物の恐ろしさを知らせるこ
とができた。

全職員が年２回の職員研修
会に参加することができた。
また、校外の研修会にも積極
的に参加した。
生徒理解研修や連絡会を通
じ、生徒情報の共有を図り、
各行事も計画的に実施でき
た。

授業評価についてのアンケ
ート等を年間２回実施した
り、「ユニバーサルデザイン
の視点を取り入れた授業」全
教科、全職員で授業に取り組
んだ。
６月の「心のきずなを深める
月間」においては、アンケー
トの実施や「いじめ防止標語
」の作成をした。また、学年
別にテーマを設けたLHRを実
施することができた。
年間を通じて、生徒の課題に
応じた情報の共有を図った。

個別の教育支援計画の作成
は継続中であるが、連絡会等
で生徒の状況を密に報告し
あうことで、組織的に支援に
あたることができた。

環境
教育

地域と連携した 「環境首都水俣 全日制と連携を図り、学
環境教育の推進 」実現のため学 校版環境ＩＳＯ宣言項
校版環境ＩＳＯ 目を徹底した活動を行
の取組
う。
学習環境の整備 学校生活を快適 教室や多目的室等の清
と推進
にするための環 掃活動を毎日実施する。
境づくり

宣言項目を基に生徒指導
部を中心に生徒･職員全体
で取り組む。
保健部と協力し、生徒･職
員全体で取り組む。

Ｂ

Ｂ

地域と 家庭・地域への 学校行事を通し 学校行事を通して、定時 生徒指導部・教務部と連携
の連携 定時制教育の周 ての定時制教育 制教育の周知を図る。 して、定通総体・定通文化
知

活動の広報と周
知

大会・文化祭等に取り組む

ＨＰを最新情報にする 副校長・教頭・情報管理者
ため、月に１回以上更新 を中心に行事担当者等と
を行う。
連携して取り組む。

保護者会の開催
と学校行事等へ
の保護者参加の
推進

学校での様子を保護者
に伝えるため「水高定時
制便り」を発行し、月末
統計に同封する。

総務部を中心に、
各担当者
等とも連携をしながら、
生
徒の様子が見える内容作
成に取り組む。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

月末統計の実施 「月末統計」を毎月、各 教務部を中心に全学年で
生徒の保護者に届ける。 取り組む。
Ａ

生徒・職員で取り組むことが
出来たが、教室不使用時の消
灯やゴミの分別が徹底され
ていないことがあった。
毎日の清掃活動は習慣化さ
れ手際よく出来るようにな
った。しかし、参加しない
生徒も数名いた。
各種行事について「定時制だ
より」等で保護者に発信する
ことができた。行事等の情報
発信をＨＰ上でも行ってい
るが、地域に対する定時制教
育周知の工夫が必要である。
各種行事ごとに写真を添え
た記事を随時ＨＰに更新で
きた。ＨＰのホーム画面か
ら活動の様子がわかるよう
に、システムを工夫してい
く。
定時制だよりを毎月発行す
ることができた。
ＰＴＡ総会への出席率は昨
年度より低下したが、各種
行事への出席は任意にもか
かわらず出席者が増えつつ
ある。
職員間で連携を図ることに
よって、遅延することなく月
末統計を送付できた。内容の
記録を継続して行い、行事予
定や定時制だより等を同封
することで、学校の活動等を
保護者に伝える一助となっ
た。

４ 学校関係者評価
学校評議員会において、主に次のような評価や意見をいただいた。
①生徒と職員が協力して行事等に取り組んでいることが分かるが、生徒と接する機会には限りがあるので、理解を
深められるような広報の在り方や資料づくり等を創意工夫してもらいたい。
②多様な生徒が入学してきている現状であり、今後とも状況に応じたきめ細やかな対応を心掛けてほしい。特に、
学力面で厳しい生徒への指導の充実をお願いしたい。
③文化祭での来場者用の案内板の工夫や学校周辺の清掃を地域と協力して実施する等、保護者や地域と連携した取
組の充実を図ってほしい。
５ 総合評価
評価項目を前年度より１項目多い２２項目を設定して評価を実施した。Ａ評価が１項目、Ｂ評価が１８項目、Ｃ
評価が３項目であり、全体的には生徒理解に基づく教育的ニーズを踏まえた教育実践ができたと考える。日々の生
徒とのコミュニケーションや面談等により課題の早期把握に努め、保護者との連携を図り組織的な対応を心掛けた
ことが個々の状況に応じた支援につながった。
特に、学校評価アンケートにおける質問項目「本校は学校の様子を保護者や地域に伝えている」ではＡ・Ｂ評価
が全体で92％（保護者は100％）という結果であった。今後とも情報発信等を継続的に創意工夫していきたい。
また、ルールやマナー及び授業改善、個別指導等に関する質問項目においては、Ａ・Ｂ評価が保護者・職員では
90％以上であるのに対し生徒では60％台であった。意識の隔たりの要因を分析・検討し、三者の共通理解を図ると
ともに指導や支援等の工夫改善を図る必要がある。
なお、いじめ防止等に関していじめの認知はなかったが、引き続き全職員での情報共有と迅速な対応を心掛け、
いじめ防止等に向け取り組んでいく。
６ 次年度への課題・改善方策
本年度は１０月に中間評価を実施し、全職員で課題を再確認して連携を密にして取り組んだ。今後はさらに効果
を高める取組となるように、常に共通理解の形成と取組見直しを行い組織的な対応を創意工夫していく。
その中で、特に次の課題について重点的に取り組みたい。

①生徒理解の促進と組織的な教育実践力の向上
生徒個々の抱える課題は多様であり、状況やニーズを的確に把握し、信頼関係を基盤とした組織的支援を進めて
いくことが大切である。そのために、全職員が協力して生徒と関わりながら共通認識を深め、授業研究や生徒理解
研修等を活用して個々のニーズに応じた教育実践力を高める。
②保護者及び地域、関係機関等との連携の充実
学校評価アンケートでは、「教育活動や生活状況を保護者に伝えること」において肯定的な評価が得られている
が、公開授業等への参加や文化祭での連携等に関し今後とも広報等を工夫し意思疎通を図り改善していく必要があ
る。また、スクールカウンセラーや関係機関等との協力・連携を推進し、生徒・保護者の支援につなげる。
③業務改善に向けた創意工夫と意識改革
本年度より「学校改革の推進」を評価項目に設定し、全職員による検討会を年間３回開催して共通理解を図り取
り組んだ。その中で、授業力向上において「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業展開」という統一した
テーマでの授業研究や、地元商品の販売実習体験を通して授業内容や地域理解を深める企画等に取り組んでおり、
次年度も継続して創意工夫を重ね業務改善を図っていく。

