
　評価項目ごとの学校関係者評価委員意見

領域 評価項目 実　践　目　標
上段「取り組み・成果」
下段「今後の取り組み・改善策」

評価

「取組み・成果」
学校通信を月に1回発行し、地元中
学校や関係諸機関に配布すること
ができた。また演劇部を活用し
「たかテレビ」への出演、行事の
案内などを行った。きた。多くの
広報パネルを作成して、地元の金
融機関や役場に設置していただ
き、「日々新」などを差し替え
た。

「今後の取組み」
・情報内容の尚一層の精選と充実
を図る。・地域の人や保護者への
情報発信を確実に行う。
・学校から家庭へ、情報が生徒を
通して確実に伝わる工夫をおこな
う。（学校新聞のメール配信サー
ビス等）

「取組み・成果」
地元関係機関や地域との連携を
深め、地域の行事、福祉施設、
こども園との交流を深めること
ができた。ボランティア活動に
ついても積極的に参加し、地域
貢献に努めることができた。

「今後の取組み・改善」
・児童、障害者福祉施設との交流
やボランティア活動の内容を精選
し、内容の充実を図る。単に参加
するだけでなく、企画運営にも積
極的に参画し、内容の向上を図
る。
・生徒が自分から積極的に取り組
めるように支援をおこなう。

「取組み・成果」
・警備・防災計画を策定して、
夏・冬年２回の防災避難訓練を実
施した。避難場所への集合は静粛
かつ迅速に行うことができたが、
消火器訓練等については事前指導
が必要であった。
・個人情報保護に関しては不十分
な面もあった。

「今後の取組み・改善」
・防災訓練に対する事前指導を充
実させる。個人情報保護に関して
はノートＰＣ等の管理や生徒個人
情報の漏洩に注意していく必要が
ある。
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学
校
運
営

１家庭や地
域への情報
発信

学校通信「日日新」
（ひびあらたに）を月
に1回発行し、本校生
徒全員と地元中学3年
生及び地元地域に配布
し、学校の情報を提供
する。また、たかテレ
ビへの出演、ホーム
ページの充実をはかる
など、地域に密接した
情報発信につとめる。

Ａ

学校通信は見やすく、よくできてい
る。ホームページの更新、たかテレビへ
の広報など、今後も充実した情報発信を
続けてほしい。

学校通信は役場や金融機関などでも目
にするが、発行回数の削減など検討も必
要か。

配付物を確実に保護者に届けるため
に、事前のメール配信など工夫がいると
思われる。

2地域との
交流

地元関係機関や地元地
域との連携を深め、地
域の行事、地域福祉施
設、地元こども園との
交流、ボランティア活
動を積極的に行い、内
容の充実を図りつつ地
域貢献に努める。ま
た、企画段階での交流
参加生徒の視野で意見
を述べられる場を設け
る

Ａ

若い時に地域の行事に参加することは
大変有意義であり、本校はたいへんよく
なされている。ボランティア活動が人間
性を高め、人を育てるという考えのも
と、今後も活動の継続を望みたい。

従来の交流に加え、今後は生徒が興味
を持つ分野（例：ベルディーホールが募
集する合唱団や演劇等）への参加も進め
ばなお望ましい。

休日の活動について、交通手段の何ら
かの支援が今後の課題ではないか。

将来的には、ボランティア活動は、生
徒自らの自主的な活動と運営に委ねられ
るよう期待したい。

3危機管理

警備・防災計画を策定
するとともに危機管理
体制を整備する。また
個人情報の保護にも努
める。

Ｂ

　危機管理の範囲は、単に防災だけでな
く、ＤＶ，男女の性差、個人情報の保護
など広範囲にわたるので、３年間を見通
した計画での教育が必要である。
　不審者侵入に対する防犯訓練の必要性
はないか。
非常時の応急処置方法、避難の基礎知識
（ガレキや煙に対する注意）についての
指導は有益である。なお、実際に災害が
起こった場合は、人命尊重の観点から、
消火よりも、「まず避難する」という考
えも大切であろう。



領域 評価項目 実　践　目　標
上段「取り組み・成果」
下段「今後の取り組み・改善策」

評価

「取組み・成果」
・授業見学や教科内研修を活発
に行う中で、ペアワーク・グ
ループ学習・ワードパズルなど
を通して各教員が自分の授業の
改善に取り組んだ。

「今後の取組み・改善」
・各学期末の「到達度テスト」
を確実にその後の教育活動に反
映させる。
・生徒の実態に合わせて、多可
高スタンダード（各教科）的な
教材開発を目指す。
・検定取得率のアップを図る。

「取組み・成果」
・教育課程委員会を年６回実施
し、3類型の特色を一層伸ばす
ような教育課程を編成した。

「今後の取組み・改善」
・類型の特色を最大限に発揮で
きる教育課程を編成する。
・総合的な学習について検証
し、生徒にとってより良いスタ
イルを模索する。

「取組み・成果」
・習熟度別クラス編成は継続実
施の結果一定の成果をあげた。
・３学年では早期より個別指導
を積極的に行い良好な進路結果
を残した。
・２学年では個人面談に力を注
ぎ進路意識を高めた。
・１学年は小論文指導に力を注
いだ。

「今後の課題・改善」
・評価の点で類型別の特色を加
えた改善を実施する。
・教師の取組みへの意識は高い
ので継続して実施するが、生徒
の実態を再検討し、生徒の状況
に見合った取組みになるよう工
夫する。
・理解度の高い生徒、低い生
徒、ともに満足度の高い授業で
あることをめざす。
・早期の個別指導・進学補習等
で上位層を伸ばしていく必要が
ある。
・自主学習ができる環境を整え
る。（図書室の整備・有効活用
等）

学
習
指
導

４基礎学力
の向上

生徒が主体的に授業に
取り組めるようにさま
ざまな工夫をし、わか
る授業を目指して授業
方法の研究を行う。

Ｂ

基礎学力を身につける重要性を理解さ
せると、生徒の取り組み方・意欲も変わ
るはず。到達度テストの活用により、正
確に現状を把握し、やる気アップにつな
げてもらいたい。

授業研究では、先生方による事後研
修・協議を充実させていただきたい。

中学校への授業参観、研究会への参加
も積極的に行い、中高連携を進めてほし
い。

教室環境が許せば、タブレットを用い
た授業も、生徒たちの積極的な参加・意
識付けの一方策となるだろう。
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5特色ある
教育課程の
編成

３類型の特色が出る教
育課程を目指す。さら
に、進路希望に合致す
る適切な類型選択・科
目選択ができるよう、
教科・部・学年と連携
を図る。

Ａ

類型ごとに特色が発揮されるよう、た
いへん工夫されている。それぞれの専門
性を高めることが、進学や就職に良い形
でつながる。

資格の取得、検定合格等を推し進めて
ほしい。資格取得は自信ともなるし、
後々、生徒たちの役に立つ。

6尐人数指
導・個別指
導の徹底

習熟度別クラス編成・
尐人数指導・個別指導
を推進する。さらに、
評価の点で類型別の特
色を加える。

Ｂ

各学年ごとに取り組みの力点の置きよ
うが認められ、それぞれの成果は評価で
きる。

上位層を伸ばす取り組みは、3年から
ではなくできるだけ早期から取り掛かっ
ていただくようお願いしたい。



領域 評価項目 実　践　目　標
上段「取り組み・成果」
下段「今後の取り組み・改善策」

評価

「取組み・成果」
年度当初「生徒指導研修会」

を実施、今年度の指導方針、手
順などを確認。また、週1回の
拡大生徒指導委員会で問題点、
修正点などを出し合い改善して
いったが、情報の共有や各学年
との連携という点では十分とは
いえなかった。

「今後の取組み・改善」
生徒指導に必要な情報共有に

ついては、しっかり努めていき
たい。学年や個人で指導のばら
つきがあったことや指導に統一
性がないとの指摘は毎年出てく
るがなかなか難しい。お仕着せ
でなく、生徒の心に響く指導を
目指さなければならない。

「取組み・成果」
今年度は問題行動件数も減尐傾
向にあり、落ち着いた生徒が増
えている。反面、同一生徒によ
る再犯やマナー違反が目立ち、
規範意識の低い生徒に対する継
続的な指導も必要である。いじ
めアンケートは年３回実施し、
早期発見・早期解決に努めてい
る。

「今後の取組み・改善」
現在取り組んでいる地域との活
動や学校行事がさらに活性化す
るように、事前指導、事後指導
を徹底し生徒がやりがいを感じ
るようにしていきたい。また、
生徒が日々の生活を振り返る機
会を設定し、生徒会の啓発活動
も充実させたい。教師自身の協
働意識を高めることも重要。

「取組み・成果」
妙見祭、体育大会などの行事
は、生徒会役員を中心に実施す
ることができた。準備８割、本
番２割で事前指導を心がけ、
しっかり準備して行事に対応し
てきた。

「今後の取組み・改善」
妙見祭・体育大会・古墳まつり
での発表、フレンドシップコン
サートなど様々な機会を与えて
いただいている。多くの生徒が
関わっていけるように、より充
実したものとすべく改善を重ね
ていきたい。
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7生徒指導
方針の確認
と指導体制
の推進

生
徒
指
導

年度当初に生徒指導方
針を作成、教員や生徒
に提示して、教職員と
生徒の間の信頼に基づ
く継続した生徒指導を
する。また、学期毎に
その方針の達成状況を
確認するとともに、全
職員であらゆる場面を
通して生徒指導を行
う。

Ｃ

生徒指導部と他の職員との方向性は
しっかり一致させるべきである。

生徒は、一方的な指導を受けると反発
することがある。生徒の意見を十分くみ
取りながら、生徒自らに考えさせること
が大切である。

自転車運転マナー、ＳＮＳマナーは特
にしっかりと教えていただく必要があ
る。自転車の軽率な運転は人身事故につ
ながりかねず、事故が起こってからでは
遅い。

8学年・部
との連携、
情報の共有

学年会、拡大生徒指導
委員会、教育相談委員
会、授業担当者会等の
連携をはかり、情報を
共有し、共通理解を図
ることにより、問題行
動を未然に防止する。
また、各種アンケート
や学習記録、個人調査
票などの資料を整理し
活用する。 Ｃ

情報の共有は正しく、そして新しくあ
るように。

教職員間の共通理解、認識の一致は、
生徒指導にとってもっとも大切なことで
ある。大規模校ではつい連絡がおろそか
になりがちだが、本校規模の優位さを生
かして、敏速で密な連携体制をとってほ
しい。

9学校行事
の充実

文化祭、体育大会、球
技大会等の学校行事
を、生徒が運営してい
けるよう教師がサポー
トし、充実した学校行
事をつくり上げる。

Ｂ

この規模の高校にしては充実した学校
行事が運営されている。先生方の日々の
指導とご苦労に感謝している。

より多くの生徒が運営の中心となれる
機会を設けてほしい。自主的、自立によ
る行事参加の経験から生徒が成長してく
れることが楽しみである。



領域 評価項目 実　践　目　標
上段「取り組み・成果」
下段「今後の取り組み・改善策」

評価

「取組み・成果」
進路ガイダンスを計画的に実施
した。上位層の個人指導を丁寧
に行った。

「今後の取組み・改善」
・2学年の小論文指導の時期を
早める。・3年間を見越した進
路指導計画と個人指導
・個人面接の強化が求められ
る。・教員対象の小論文指導を
継続させる。・進路シラバスの
作成、進学検討会の充実。

「取組み・成果」
・2学年の就職希望者は全員、
就業体験をし、進学希望者は
個々に大学等の見学を行い、進
路意識を高めた。
・1学年は全員、企業・大学見
学し進路を考える契機とした。

「今後の取組み・改善」
・就業体験受け入れ企業数をさ
らに増やす。
・卒業生を講師として招聘し進
路講話を実施し、進路意識を高
揚させる。
・就業体験を大切にするように
しっかり事前指導する。
・企業トップによるプレゼンを
検討する。

「取組み・成果」
・講師を招いてマナー指導を行
い、進路意識・勤労意識を高め
た。小論文講習会などを開催し
た。

「今後の取組み・改善」
・働くことの意義を考えさせる
とともに、マナー指導を徹底さ
せる。・就職開拓、資格取得指
導を継続する。・定着率調査を
継続的に行う。

「取組み・成果」
学年ごとにテーマを設定し、
ホームルームを実施することが
できた。関係機関とも協力して
映画会、講演会等を実施、生徒
の人権意識を高める活動を行う
ことができた。カウンセリング
マインドなど教師力向上のため
の職員研修も実施できた。

「今後の取組み・改善」
様々な研修や講演会等が、生徒
の普段の学校生活につながって
いくように、事前、事後の指導
を充実させたい。

進
路
指
導

10主体的な
進路選択能
力の育成

大学・短大・専門学校
や職業のガイダンスを
計画的に実施し、その
内容や成果について検
証する。

Ｂ

早期の進路決定と、それに向けた対策
を講じていただくよう望みたい。

地域に住む卒業生から体験談を聞く機
会を設けるのがよい。その場合は卒業生
も協力を惜しまないし、それによって多
可高校への支援・理解が深まる。同窓会
やＰＴＡに協力を呼び掛けると、いい人
材の情報が出てくる。

11 企 業 見
学・大学見
学・就業体
験の充実

各学年のホームルーム
計画・生徒のニーズに
応じた企業見学、就業
体験、大学・専門学校
の見学を実施し、進路
意識を高める。特に就
業体験の充実を図る。

Ｂ

卒業生を招いての進路講話は尐人数、
グル―プトーク方式が効果的であろう。
生徒と講師との間で、ざっくばらんな意
見のキャッチボールが大切だ。

インターンシップの受け入れ先は、商
工会などの協力も得て、できる限り多く
確保できれば良い。

12職業観・
勤労観の育
成と進路意
識の向上

進路意識の向上を図
り、就職開拓を継続的
に行いつつ、就職希望
者全員の内定を目指
す。ハローワーク・進
路支援業者・本校卒業
生を活用し、社会人と
しての知識やマナー指
導を徹底する。また、
就職後の状況を確認
し、今後の指導に役立
てる。

Ｂ

働くことへの動機づけとともに、社会
人となる意識付けも必要である。

求人票からは見えてこない各企業の魅
力を伝達することも大切である。商工会
との連携も検討するとよい。

学校関係者評価委員意見

人
権
教
育

13人権教育
推進体制へ
の取組

各学年、部と連携し
て、体系化された人権
HR指導プランを作成す
る。また、各学年の人
権HRの具体的な事例を
共有する職員研修を実
施し共通理解を深め
る。

Ｂ

人権感覚を磨くことは、人間として最
も重要であり、学校全体の風通しも良く
なる。また福祉教育との関連も強い。社
会的弱者に対する共感・理解が肝要で、
生徒に「難しい」と思わせないことも大
切であろう。

教職員の研修も継続し、人権感覚に磨
きをかけてほしい。



領域 評価項目 実　践　目　標
上段「取り組み・成果」
下段「今後の取り組み・改善策」

評価

「取組み・成果」
「読書の時間」の設定から３

年目を迎え、その時期は読書活
動が活発に行われる。「多可高
校の一押し本100選」は画期的
な取り組みとなった。

「今後の取組み・改善」
・効果的な図書館利用を検討
し、図書委員を活用した活動を
行う。授業での図書館利用を検
討し、朝読書の実施など読書の
習慣をつける活動を尐しづつ拡
大し、活字に親しむ習慣を身に
付けさせる。 ・図書新聞の
発行を目指す。

「取組み・成果」
福祉科では資格取得を目標に

さまざまなプログラムに取り組
むことができ、全体ではちいき
ふれあい、北はりま特別支援学
校との交流及び共同学習、ふれ
あい育児、読み聞かせなど、各
種の活動に多くの生徒が積極的
に参加することができた。

本校の福祉活動の取組みが、
地域との結びつきを強めること
ができるよう、さらに継続す
る。福祉の資格取得者の進路指
導にも力を注ぐ。

「取組み・成果」
・タイ王国の訪問事業は参加生
徒には貴重な体験となった。受
け入れ事業に関しても例年通り
実施し、国際理解を深めること
ができた。

「今後の取組み・改善」
・タイ受け入れ事業をより充実
したものにする。海外修学旅行
も含め国際交流の成果を全校生
徒に還元する効果的な方法を検
討する。
・役割分担（分掌）を明確にし
ながら全職員での取り組みとす
る。

「取組み・成果」
・情報教育講演会を開き、最新
の資料をもとに情報発信に伴う
責任や危険について、生徒に考
えさせることができた。

「今後の取組み・改善」
・具体的な情報発信の実習を通
して、情報モラル・トラブルに
ついて継続的に考えさせる体制
づくりを目指す。
・ＬＨＲでも情報モラルについ
てのきめ細やかな指導が必要。

特
別
活
動
等

学校関係者評価委員意見

14 読書活
動推進への
取組み

読書活動の推進のため
の啓発を行う。講演
会、授業を利用した読
書活動、図書館からの
情報発信などを充実さ
せ、読書を通して豊か
な人間形成を図る。

Ｂ

感受性が豊かな時期の読書はその後の
人間形成において格別のものである。そ
の中での「一押し本100選」は素晴らし
い取り組みと評価できる。

ＰＴＡからも書籍の提供を受けるなど
の工夫を凝らして、公費を使わずとも身
近に本がある環境を作ってもらいたい。

多可町内の小・中学校も力を入れてい
るので、高校でも継続した取り組みを願
いたい。
　タブレット導入も一考を。

17情報モラ
ル指導の推
進

第１学年において人権
尊重の意識を基盤とし
た情報モラル指導を行
い、情報発信に伴う責
任やネット上の危険に
ついて具体的な事例を
用いて理解させる。ま
た、情報発信の実習を
通して、モラルある情
報発信について考える
時間を設ける。

Ｃ

この分野の指導は、人権意識の向上だ
けでなく、自らを守ることを教える大切
な指導でもある。本校のみならず、近隣
校との情報交換も密にしながら、継続し
て情報モラルの指導をお願いしたい。

変化の速いＩＴ犯罪や情報モラル対策
については、一方で知識の豊富な生徒の
協力を得ることも有効なことがある。

トラブルに巻き込まれている生徒の場
合、家庭での生活態度に現れるはずであ
る。保護者への注意喚起・呼びかけも必
要であり、ＰＴＡとの連携は欠かせな
い。

15高齢者や
障がいのあ
る人などへ
の理解を深
める指導の
推進

16国際交流
事業の推進

交流事業を組織的に推
進し、国際理解を深
め、広い視野を持った
生徒を育てる。さら
に、海外修学旅行での
経験を今後の学校生活
に生かす取り組みを実
践する。また、学校行
事の中で、国際交流事
業の成果を全校生徒に
還元していく。

Ａ

国際交流は、これまでの継続的な取り
組みが実を結び、全校生に還元できるよ
うな取り組みになってきている。先生方
の工夫と努力の賜物である。

ネットで身近に繋がり、世界観は変
わってきているが、ワールドワイドに望
ましく繋がるためにも今後とも取り組ん
でほしい。

福祉科・家庭科・生徒
指導部・各学年が連携
を図り、福祉活動に学
校全体として取り組
み、学校と地域の結び
つきを強める。

Ｂ

高齢者や障がいのある人などへの理解
を深める指導をさらに推進して欲しい。

福祉を重点的に学ぶ生徒に限らず、多
可高生全員に理解が広がることが大切で
ある。また資格取得により、自信をつけ
させることが大切である。それが進路選
択にもつながっていくのはたいへん望ま
しい。

北はりま特別支援学校との交流が行わ
れているが、生徒たちにその先の自発的
な取り組みができているかどうか、検証
が必要である。


