平 成 28 年 度

学校教育目標

本年度の重点目標
重
点
項
目

学 校 自 己 評 価 報 告 書

○勤労と勉学に励み、真理と平和を愛し、実践力のある人間を育成する。
○豊かな知性と情操を養い、心身ともに健康で、調和のとれた人間を育成する。
○広い世界観に立ち、親和協調の気風を養い、豊かな社会の建設に貢献しうる人間を育成する。
□生徒の基本的生活習慣の定着を支援するとともに、生徒の社会性の涵養に努める。
□授業改善に向けての取組を継続し、生徒の基礎・基本の学力の定着に努める。
□各年団におけるキャリア教育の充実を図り、生徒の進路意識の高揚と進路実現に努める。
□生徒理解と情報共有を進め、生徒の居場所・安心な学びの場づくりに努める。
評

短期経営目標
(1)授業改善の組織的
取組を継続し、基礎学
力の向上を図るとと
もに、より高いレベル
の学力の育成を目指
す。

具体的な計画

評価項目

達成状況

①授業力向上プロジェク
ト委員会と連携して教員
研修を充実させるととも
に、具体的にどのような視
点で授業改善を進めるべ
きかを各教員に提示する。

①②授業に関するアンケ
ート（生徒用・教員用）を
７月と 12 月に実施し、成
果を評価する。その際、若
竹・漢字学習に関する項目
を今年から加える。

①今年度の授業アンケー
トでは「集中しやすい雰囲
気」が多くのクラスで下が
る傾向があった。一方、
「若
竹」に対する評価は好評価
と言える。つまり、授業改
善に向けて教員は努力を
したが、クラスによっては
授業規律を保てない場合
があった。
一方「漢字」はクラスに
よって差が見られ、２年も
３年も３修よりも４修生
の方が自己評価が低い。

１
教
務
課

②学び直し教科「若竹」を
更に充実発展させる。特に
日常生活分野においては、
アクティブラーニングを
意識した取組を進める。
(2)評価方法等の周知
を継続し、目標に向か
って努力する生徒を
育て、未履修・未修得
のさらなる減少に努
める。

(1)生徒の基本的生活
習慣が定着し、社会性
を身につけることが
できるよう支援する。

２
生
徒
課

定

Ｂ

改善方策
①特に、漢字学習について
改善すべきことがある。現
行の方法では、漢字学習を
宿題として取り組む必要
があるため、家庭学習の習
慣の無い生徒には取り組
むのが難しい面がある。ま
た、学習した漢字の一部は
国語科のテストに出題さ
れるとはいうものの、単位
認定等には関係がないた
め、学習に対する動機付け
が弱くなりやすい。これら
についての改善を教務
課・国語科で検討していき
たい。

②学校評価アンケートに
よれば、多くの教員が「考
えさせる授業」に取り組ん
でいる。生徒の方も一定の
評価をしていると言える。

①入学予定者説明会・新入
生オリエンテーション・各
授業における説明・通知表
送付・年団通信、教務主任
の個別指導など、さまざま
な機会を捉えて評価方法
を周知し、前向きな努力を
促す。その際、未履修・未
修得の基準だけではなく、
５段階評価の意味につい
ても説明をする。

①未履修・未修得者数の減
少。

①クラスごとの遅刻総数
の数値を一覧にし、見える
化を図るとともに、遅刻回
数の多い生徒の家庭に定
期的に連絡をすることで
業間遅刻の減少に取り組
む。

①遅刻総数の減少
昨年度：5,027 回
一昨年度：4,773 回

①遅刻回数は、今年度は
4,363 回、昨年度は 4,373
回（12 月末現在)とほぼ同
数で推移した。業間遅刻に
ついては 1 学期 651 回、２
学期 452 回と減少傾向に
ある。三者懇談や面談等で
「入室許可証」を見せて指
導した。

①②③学校評価アンケート
結果

※学校評価アンケート結
果は 今年度、教員 1.4
保護者 1.1 生徒 0.7 とほ
ぼ昨年度と同じであった。

＊未履修・未修得科目を持つ

１年/２年/３･４年

25 年度末 24 名/９名/６名
26 年度末 26 名/19 名/８名
27 年度末 12 名/10 名/７名
＊評点による未修得科目
の延べ数
25 年度末 57 科目
26 年度末 89 科目
27 年度末 35 科目

《基本的生活習慣の定着》
教員保護者生徒
昨年度：1.4 1.1 0.8
一昨年度：1.1 1.2 0.7

①今年度は昨年度に比べ
て未履修・未修得者の数が
増えそうであるが、それは
退学・転学・休学者が少な
いこととも関係がある。
２学期末までの退学・転
学・休学者数は次の通りで
ある。
28年度6(4)←27年度13(8)
←26 年度 16(12)←25 年度
24(13)
（ ）は１年生の内数

Ａ

①取り組みとしては前年
通りであるが、生徒の中に
は評価方法を十分に理解
していない生徒もいるこ
とは確かである。出席者の
多い時期を狙って、教科担
任が具体的に説明をする
ようにしたい。

①遅刻をすることへの罪
悪感が希薄である。年度当
初に目標を立たせるなど
の啓発活動や家庭に強く
協力を訴える必要がある。

(2)生徒が学校行事や
部活動・委員会活動に
積極的に参加し、自主
的に活動できるよう
支援する。

②教員による駅前での指
導や玄関前での生徒会等
の「あいさつ運動」を推進
する。

②「あいさつ運動」は委員
会を中心に計画的に実施
しているが、参加生徒の少
ない委員会もあった。

③頭髪(帰って直してくる
指導)やピアス(預り指導)
に関する指導に取り組む。

③ピアスの指導は一定の
成果が見られ、校内で見か
けることはほとんど無く
なった。頭髪指導は学期始
めに一斉に実施しており、
各年団を中心に指導でき
ている。

①部活動の活性化と入部
者数の増加に取り組む。

①入部者数の増加(昨年：
71 名）で評価する。

①②③学校評価アンケー
ト結果で評価する。
《学校行事・生徒会活動・
部活動に積極的に参加》
教員保護者生徒
昨年度：1.5 1.1 0.8
一昨年度：1.1 1.0 0.5

２
生
徒
課

②活動計画・委員会目標掲
示等により、委員会活動の
推進を目指す。

①

②教職員から積極的にあ
いさつをする雰囲気づく
りが急務である。また、掲
示板を使っての啓発活動
や授業・ＨＲでのあいさつ
の徹底が必要である。

A

今年度の部員数は 74
名。一部の生徒は複数
の部を掛け持ちし積
極的に活動している。
今年度も全国大会へ
ソフトテニス・バドミ
ントン・卓球・陸上競
技の４つの部が出場
した。特に、男子ソフ
トテニス個人では全
国３位に入った。

③入学当初に頭髪やピア
スについて強力に注意す
る。また、年度当初にも集
会やＨＲで校則について
指導、保護者へも文書で通
知するなどして徹底する
必要がある。

①入部の勧誘や啓発活動
に力を入れるとともに、試
合結果や活動状況を定期
的に発信する。また、進路
等と関連づけて部活動の
意義を訴え、活性化を推進
する。

※学校評価アンケート結
果は、今年度は教員 1.2
保護者 1.1 生徒 0.5 と教
員・生徒の評価がやや下が
った。

②図書や保健など一部の
委員会は活発に取り組ん
だが、全体としては、年度
当初に立てた活動計画・目
標通りにはなかなか取り
組むことができなかった。

②定期的に委員会を開く
などして取組状況の把握
と推進を促す必要がある。
Ｂ

③生徒会による自主的活
動の活性化に取り組む。

③今年度も体育祭や文化
祭をはじめ清掃活動・花の
苗贈呈などの行事に積極
的に取り組み、玉島警察署
管内の善行少年表彰や倉
敷市のよい子強い子表彰
を受賞した。

③生徒会活動自体は真面
目に取り組んでいるが、も
っと他の生徒を巻き込ん
だ取組になるようＰＲ活
動や積極的な呼びかけを
して、様々な行事に多くの
生徒が参加するよう努力
が必要である。

④ボランティア活動への ④年間ボランティア参加
積極的な参加を推進する。 者数(昨年度：73）と学校
評価アンケートで評価す
る。
《ボランティア活動積極
的に参加》
教員保護者生徒
昨年度：1.3 1.1 0.9
一昨年度：0.9 1.1 0.6

④学校評価アンケート結
果では、今年度、教員 0.8
保護者 0.9 生徒 0.6 とや
や下がってしまった。ま
た、清掃ボランティアの参
加者は夏・冬合わせて 68
名と若干減少した。一部の
生徒ではあるが、祭りやイ
ベントに積極的に参加す
るなど、地域からも好意的
に受け止められている。

④ボランティア活動予定
表など定期的に教室掲示
し、啓発活動をする必要が
ある。また、ボランティア
の意義や必要性をＨＲな
どで説明し、積極的な参加
を促すことが大切である。

(1)1 年次から計画的
に進路課と年団が主
体となりキャリア教
育を実践し、生徒の進
路意識の向上を目指
す。

①生徒の実態に合った進
路行事の計画と実施、進路
の手引きを利用した系統
立てた進路ＬＨＲを実践
する。

①進路行事実施後のアン
ケート調査を実施し、満足
度をグラフにて評価する。

①在校学年の進路講演会
については、ｺﾝﾄによるも
ので 78%の生徒が参考に
なったと回答。一方で、昨
学校評価アンケートの結 年と同じ内容になったこ
果
とで上級生の評価は低か
（ＬＨＲの取組：昨年教員 った。
1.3、保護者 1.1、生徒 0.8） 学校評価アンケートの結
果（教員 1.3、保護者 1.0、
生徒 0.8）とほぼ昨年と同 Ａ
等の結果であった。

①進路ＬＨＲの意義を生
徒に理解させ、引き続き、
系統立てた進路ＬＨＲを
実践するとともに、より効
果的な進路行事の計画と
業者の選定を検討する。

②年３回進路希望調査を
実施し、必要に応じて進路
相談･アドバイスを行う。

②進路希望調査の結果の
推移による進路意識の向
上をグラフにて評価する。

②未定と回答した生徒
（１学期：全校生徒、２･
３学期：1･2･3A 対象）
１学期・・32.6%
２学期・・27.4%
３学期・・26.7％ わず
かではあるが、未定の割合
が減少した。

②調査は今後も継続して
いきたい。進路意識を高め
ることで、学校生活がより
充実できるよう進路指導
を続けていきたい。

①進路課・年団が生徒情
報･進路情報を共有し、年
団会議･ＬＨＲを通して学
校全体･教員全員での進路
指導を実践する。

①学校評価アンケートの
結果（学校が行う進路指
導：昨年教員 1.5、保護者
1.3、生徒 0.9）

①就職・進学試験の面接練
習において全教員で面接
指導に当たり、生徒側の意
識にも大きな変化があり、
効果があった。
学校評価アンケートの結
果（学校が行う進路指導：
教員 1.7、保護者 1.1、生
徒 0.8）と教員側の意識は
向上している。

①進路指導は今年度同様
の指導を実践することで、
成果は上がっていくと考
えられる。一方で、学校の
様子が家庭に伝わりにく
い状況にあるように思わ
れるが、進路通信による発
信や、ホームページへ行事
の様子を掲載することで、
学校の取組が理解しても
らえるように努力をして
いきたい。

３
進
路
課

(2)生徒の自己実現を
可能にする指導法等
を研究･実践し、進路
指導体制を充実させ、
生徒の進路実現に努
める。

Ａ

(1) 生徒・保護者への
健康・安全に関する知
識の啓発活動に努め
るとともに、疾病治療
率の向上を図る。

②進路課による卒業年団
の生徒面接を実施し、個々
の生徒の実態に合った進
路指導を実践する。

②過去３年分の進路未決
定者
25 年 13/51(25.5％)
26 年
8/48(16.7％)
27 年
8/42(19.0％)

②進路課長による個々の
生徒との面談を実施し
個々の生徒の進路指導に
役立った。
28 年度進路未決定者
（１月末）12/47（25.5％）
引き続き指導中である。

②アルバイトに専念する
生徒や卒業だけを目指す
生徒が数名いる。ハローワ
ークと連携をして、卒業決
定後の指導についても継
続していくが、進路意識を
もっと高め、早い段階から
取り組めるよう指導する
必要がある。

①健康・安全に関して生徒
や学校の実態に即した情
報の提供を印刷物や電子
媒体によって行い、健康・
安全に対する知識の啓発
に取り組む。

①学校評価アンケートの
結果（健康の増進と安全保
持：昨年教員 1.4、保護者
1.2、生徒 0.9)

①保健だよりの月１回の
発行に加え、e-こねっと及
び HP により検診や疾病治
療等に関する情報を計５
回発信した。
学校評価アンケート結果
は、昨年と比較し教員－0.2、

①生徒を介さず直接情報
を保護者に届けられる電
子媒体による方法は特に
保護者には有効であると
思うので紙媒体によるも
のとともに継続する。

保護者＋0.1、生徒は増減な
し。

４
厚
生
課

B
②生徒の心身の健康状態
を的確に把握し、疾病治療
の必要性を個に応じて面
談や各種媒体によって知
らせる。

②疾病治療率
（昨年：眼科 38.2％、歯科
11.6％）

②身体計測及び各種検診
を計画的に実施した。その
結果を保護者に通知後、三
者面談等を通じて本人と
保護者に検診の結果を説
明し、検査・治療が必要な
者には医療機関での受診
を勧奨した結果、治癒率が
眼科 40％、歯科 21.6％と
ともに増加した。

②眼科は、アレルギー等一
過性の症状も多いので、歯
科に比べ治療率があまり
向上しなかったのではな
いか。眼科に関する情報の
提供量を増やすなどの工
夫をする。

(2) 特 別 支 援 を 必 要
とする生徒の理解と
情報共有に取組み、落
ち着きのある学びの
場づくりに努める。

①各課・年団・教科担任等
と連携して個別支援に係
る情報の収集に努め必要
に応じて適切に個別支援
計画を作成する。

①個別支援に係る情報収
集及び個別支援計画作成
の実態と学校評価アンケ
ートの結果
（モデル事業の成果の継
承：昨年 1.5）

①１年生に個別支援に係
るアンケート調査を入学
時に実施すると共に、本年
度から新たに三者面談を
利用して聞き取り調査を
行った。また、教科担任等
と連携して生徒の気にな
る言動等の情報を収集し、
個別支援計画を作成した。
学校評価アンケートは、 B
「授業展開においてユニ
バーサルデザインの考え
方がいかされている。」と
いう項目において、1.1 で
あった。

①アンケートのポイント
が低下していたので、個別
支援の意義や重要性等を
職員間で継続的に確認し
ていく。

②ユニバーサルデザイン
に立脚した教室の整備に
引き続き取り組み、学習し
やすい環境作りを行う。

②学校評価アンケートの
結果(教室整備：昨年生徒
0.6)

②学校評価アンケート結
果は、昨年に比較して生徒
が 0.1 教員が 0.2 低下し
た。

②モデル事業の実施年か
ら時間が経過してきたの
で、職員の意識が低下しな
いようユニバーサルデザ
インの有効性等を確認し、
教室環境整備を実態に即
して見直す。

（１年団）
保護者との連絡を密にし、
生徒面談の回数を増やし
て改善を図る。

（１年団，２年団，３・４
年団）
学校評価アンケートの結
果を活用する。

（１年団、２年団、３・４
年団）
各学年とも、面談週間の面
談に加え、気になる生徒に
必要に応じて面談を行っ
た。不登校の生徒に対して
も、定期的に家庭訪問をし
たり、電話連絡を行った。
また、年団主任会におい B
て、情報交換を行い、生徒
指導に役立てることがで
きた。
学校評価アンケート結果
によると、
「クラスづくり」
については教員・保護者は
約８割が、あてはまると回
答しており、生徒も約７割
はあてはまると回答して
いる。

（１年団、２年団、３・４
年団）
生徒のわずかな変化にも
気がつけるよう、日常的に
声かけをしたり、面談を増
やしたりする。
生徒の話にしっかり耳を
傾け、生徒の様子や状態を
年団教員を主に、全教員で
共有する。
保護者への連絡を継続し、
良好な関係作りに努める。

（１年団，２年団）
講演会後のアンケートや
学校評価アンケートの結
果を活用する。

（１年団、２年団）
３回進路希望調査を実施。
さらに進路講演会・面談の
実施により、将来の進路に
ついて考える機会を作っ
た。また、進路 LHR を通
して自己理解を進め、自分
の希望・適性等を探る機会
を持った。
学校評価アンケートでは、
約８割の生徒が進路学習
の充実を実感している。

（１年団、２年団）
進路講演会・進路 LHR・
進路希望調査等の継続。日
常生活や授業・面談の中で
進路意識の高揚につなが
る声かけと情報提供をす
る。

４
厚
生
課

(1)保護者との連携・
協力を軸に、生徒が学
校・授業中心の生活を
送れるよう、安心な学
びの場づくりに努め
る。

（２年団）
日頃、年団で行っている情
報交換の内容を、週ごとに
年団で整理し、改善を図
る。

（３・４年団）
各教科と連携を図り、提出
状況を確認し担任から注
意する。

５
年
団

(2)教職員間で生徒情
報や指導方法を共有
し、生徒の進路意識の
高揚と進路実現に向
けた指導の充実に努
める。

（１年団，２年団）
進路希望調査などの生徒
情報を共有し、担任面談や
進路講演会を通して生徒
の進路意識を高めるよう
指導する。

（３・４年団）
生徒の進路保障をはかる
べく、進路課と連携して面
接試験対策を充実させる
ために、個に応じた進路指
導を実施する。

（３・４年団）
進路のミスマッチをなく
し、就職率、進学率を向上
さ せる。 (昨 年卒業 者 42
名：就職者 23 名、進学者
11 名、残り８名は独自の進
路）

（３・４年団）
進学率は昨年より高くな
ったが、就職率は低くなっ
た。
（今年度卒業者 47 名：
就職者 19 名、進学者 16
名、残りの 12 名は今後も
進路決定のため、支援を続
ける。
（２／２現在）

B

（３・４年団）
アルバイト優先の生徒や
卒業することだけに学校
生活を送る生徒への進路
意識を持たせる。
障害者手帳を持つ生徒に
ついて、進路課と連携し
て、年度初めからの対応を
進める。

(1)「真備陵南生の自
己有用感を育む」取組
(Mabiryounan Valued
Personarity）
」の体系化
と定着を推進する。

６
学
校
運
営

①自己有用感を育む６つ
の「る」＝「認める、信じ
る、ほめる、しかる、体験
させる、考えさせる」の取
組を実践する。

①②自己有用感に関する
学校評価アンケート項目
を新設して達成状況を把
握する。

②地域との連携や異世代
交流の振り返りを行いフ
ィードバックシステムの
定着を図る。

(2)情報の「見える化」 ①校内ルールや校内研修
とコミュニケーショ 計画等の「見える化」を推
ンの場づくりを工夫 進する。
し、教職員のやりがい
のある職場づくりを
推進する。

②教職員間のコミュニケ
ーションの場づくりをす
すめ、風通しのよい職場づ
くりと人材育成に取り組
む。

①②学校評価アンケート
結果状況。（協働体制づく
りが進んでいる。教員：昨
年度 1.2 ポイント）やりが
いについてアンケート項
目を新設し達成状況を把
握する。

①教職員の MVP への意識
が浸透し、生徒の自己有用
感を育む取組が前進した。
特に校内掲示板の設置と
活用により、生徒の活躍や
身の周りに対する感謝の
心を見える化したことで、
肯定的な自己評価が向上
した。
（自分は役に立つ人間）
７月：－0.5、12 月：0.1
(33%)
(53%)

①自己有用感を育む取組
で、次年度は生徒への定着
をさらに推進していくた
めの手立てを提案したい。

Ｂ

②地域の幼稚園や小学校
との交流、さらには福祉施
設の訪問などを通じて異
世代と交流し、地域にも貢
献できた。

②事後アンケートの実施
や課題の共有などフィー
ドバックシステムが不十
分だったので、次年度は取
組の成果をその都度確認
できるよう工夫したい。

①校内ルールをＡ４版２
枚にまとめ「見える化」を
行った。また、「報連相」
を意識した情報交換が広
がっており、協働体制も定
着しつつある。（協働体制
づくりが進んでいる）
昨年度 1.2
今年度 1.2

①②一部の教職員に負担
がかからないよう組織で
対応しているが、時に生徒
指導や保護者対応で負担
感を感じている教職員も
いるので連携できるチー
ムづくりをすすめていき
たい。

②やりがいのある職場で
あるかについてアンケー
トを新設した。ポイントは
1.4 であった。内訳は、
「よ
くあてはまる」が 53%、
「や
やあてはまる」が 43%であ
った。

Ａ

