
令和元年度 県立多可高等学校 学校関係者評価 

  

学校教育目標および重点目標 

学校教育目標 重点目標 

１ 校訓  日日新 

 

進取、自主、創造の精神を持ち、日一

日新たな気持ちで意欲的に取組み、未

来に向けて力強く生きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育方針 

 

「福祉のこころ」を育み、自らを磨

き、地域社会に貢献することを通じて

自己実現を図ろうとする生徒を育て

る。 

 

 

 

 

 

 

３ 多可高校が育てる「福祉のこころ」 

 

福祉とは、この世に生をうけたすべて

の人にとって、豊かに生きるために必

要とされるものであり、多可高校が育

てる「福祉のこころ」とは次の３つの

心である。 

・命を大切にし、自分を認め、相手を

認める思いやりの心 

・地域社会を支える共生の心 

・豊かな福祉社会を築く自発の心 

 

１豊かな人間性や社会性を育むとともに心の教育を充実さ

せる。 

 

・地域と連携した交流やボランティア活動等を通して、豊かな

人間性を培う。 

・命を大切にし、人権を尊重する教育を推進することにより、

共生社会を支える心を育てる。 

・国際交流を通して異文化理解を深め、価値観の違いを越え

て互いを認め合う心を養う。 

・挨拶、礼儀、規範意識などの社会性の基礎・基本をしっかり

身につけさせる。 

 

 

２確かな学力を定着させ、個性や創造性を伸長させる 

 

・分かる授業を実践するために、指導方法や授業形態及び

評価の工夫・改善に努める。 

・少人数教育や習熟度別授業など個に応じた学習活動を効

果的に推進する。 

・体験的な学習活動を通して、自ら学ぼうとする意欲を高

める。 

・自学自習のできる生徒を育てる。（家庭学習等の充実） 

 

 

３夢と希望に沿った自己実現を支援する。 

 

・「福祉のこころ」を育むとともに、進路に応じた３類型を

充実させる。 

・地域社会を担う人材育成を目指し、地域と連携したキャリ

ア教育を推進する。 

・社会貢献の意義を理解し、自らの役割を遂行できる自立心

のある生徒を育てる。 

・組織的な支援体制を充実させ、個々の生徒が希望する進路

を実現する。 

 

 

 

 



　取り組みが続けられてきた。今年度もそうした営みが続けられ、地域から本校に対する信頼度は高い。

2.　今年度の新入生から1学級減の学年2学級となった。少子化が進む当地域にあってやむを得ないことではあるが、

Ⅰ　総合的評価および評価方法

　 その結果を受け、学校関係者評価委員会では委員各々の知見を加味して議論し合い、最終的にＡ～Ｄによる

 評価、及び文章による学校関係者委員意見を決定し、それを踏まえて委員長が総合評価をとりまとめた。

総合評価(令和元年度　学校関係者評価委員会)

1.　「地域に信頼される学校」は、教職員の努力と指導、そして生徒たちの日々の活動により造られる。本校は、幸い

　今後は、教職員の指導の工夫や生徒たちの自助努力、保護者の一層の理解、さらには町行政当局・関係団体の

　支援・協力を得ながら、学校運営を行っていただきたい。

　生徒たちの成功体験や達成感・有用感にも繋がり、さらなる成長を促しているはずである。

3.　その意味でも重要な家庭や地域への情報発信が熱心に行われ、地域との交流も活発になされている。それは

4.　ただ、課題も多い。学力向上をめざすべき学習指導、どこにでも起こりうるいじめや人権侵害、ネット上のトラブルなど、

　なことに、教職員と生徒たちの努力だけでなく、多可町や関係団体、地元の方々などの支援によって、地域貢献の

　ら生徒たちを育てていただきたい。

　校内の活気や部活動の士気だけでなく、教職員の定数減による学習指導・生徒指導などへの影響は大きい。

評価方法（学校関係者評価委員会）

　現代の高校生たちが抱える課題は多岐にわたる。教職員は常にアンテナを高くめぐらし、保護者と密接に連携しなが

 に基づいて協議を行い、「今年度の取組・成果」と「今後の課題・取組」をまとめ、自己評価（Ａ～Ｄ）を出した。

　 校内の学校評価委員会では、生徒や保護者、そして教職員に対して学校評価アンケートを実施した。その結果



領域 評価項目 実 践 目 標
上段「今年度の取組・成果」
下段「今後の取組・改善策」

自己
評価

「今年度の取組」
学校通信を３ヶ月に２回程度発行し、地元中
学校や関係諸機関に配布した。

「今後の取組・改善策」
今後も地元地域に学校の様子を伝えるよう
に、紙面の充実に取り組む。また、校外の関
係諸機関へのパネル掲示も継続して行ってい
く。

「今年度の取組」
「たかテレビ」を通して、本校の活動内容
や、行事の案内を地域に発信した。また、本
校公式ブログの随時更新に努めた。

「今後の取組・改善策」
今年度は、本校公式ブログの随時更新に注力
したが、ホームページの刷新も行っていきた
い。

「今年度の取組」
学年通信等を使って、保護者が身近に感じる
情報を発信した。保護者が必要とする情報を
発信できるように、学年別にメール発信する
頻度を高めた。
・保護者にとって有益な情報をこれまで以上
にこまめに発信した。

「今後の取組・改善策」
災害などの緊急時への対応のためにも、ケー
タイ連絡網へのより一層の登録を促していく
必要がある。保護者にとって有益な情報提供
の機会も増やしていく。

「今年度の取組」
・多可町高校生議会での取組の内容充実に努
めた。多可町高校生議会での高校生の意見
が、行政や地域にも採用される頻度が高まっ
た。
・地元集落やこども園との交流を、ボラン
ティア活動を通じて深めることができた。

「今後の取組・改善策」
多可町高校生議会の内容の充実のために、全
校生徒から広く意見を集める仕組み作りを考
える必要がある。
各種のボランティア活動に、より多くの生徒
が参加するための仕掛けを考える必要があ
る。

「今年度の取組」
・年２回(夏冬)の防災避難訓練を実施した。
ヒヤリハットの意識を持って、本校での身近
な事例を検証した。
・防災マニュアルの見直しは完了しなかっ
た。

「今後の取組・改善策」
生徒たちの訓練に対する取り組み状況が良好
であり、より実践的な防災訓練に高めていき
たい。
避難所開設など、防災マニュアルに不足して
いる内容を追加記載する必要がある。

Ⅱ　評価項目ごとの学校関係者評価委員意見（１）

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

【避難訓練】「自らの命は自らが守る」意識･知識を学んでほ
しい。予定された日時・場所の訓練ではなく、突発的・イレ
ギュラーな訓練も必要ではないか。

【防災マニュアル】大きな災害の発生の準備のために防災
マニュアルは最低限整備していただきたい。地元行政とす
り合わせも必要と考えられる。とくに多可町ハザードマップ
を活用し、危険箇所の把握等、防災学習の取組を進めても
らいたい。平時の訓練で足りない点を想定し、机上の空論
ではなく、実際に災害時に役に立つ計画を立ててほしい。

学校関係者評価委員意見

学
校
運
営

１ 家庭や地
域への情報発
信

①学校通信「日
日新」（ひびあ
らたに）を３ヶ
月に２回程度発
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。

Ｂ

【学校通信】学校の様子を伝える学校通信「日日新」は情報
発信の良いツールである。今後とも、多可高校の教育活動
の素晴らしさを伝えるための広報活動を重視して取り組ん
でもらいたい。

改善の方策をいくつか提案すると、
①より多くの方に広く多可高校を知ってもらうために、時に
はイベントでも配布。
②保護者等との一層の連携のために情報収集並びに情報
共有等の視点から、生徒・保護者向け学年通信での「返信
欄」の作成。
③Ａ４判では小さくてインパクトがないので、場所・発行の号
によっては掲示板に貼れるほどの拡大版も用意。
④中学校や中学生たちから感想を収集して、ニーズに対
応。

②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。

Ｂ

【たかテレビ】たかテレビに生徒たちが登場することはその
活動が地域の方々に伝わって大いに有効である。しかし一
方で、青少年の個人情報保護の観点から、テレビ側は学校
行事等の編集に苦慮することもある。いずれにせよ学校か
らの撮影依頼・活用については、地域に対する情報発信の
重要性を保護者等に予め理解を求めておくことが大切。

【ＨＰ】ＨＰでの情報発信の頻度は高い。例えば12月は16回
も。しかし、①画面の配置等の刷新を図ること。②個人情報
保護からも画像の扱いは難しいが、現状は小さすぎてわか
りにくい。他校のＨＰも研究されたい。③保護者のＨＰ等へ
の関心が低い要因を調査し、利用向上を図ること。

【ＳＮＳ】ＳＮＳによる情報発信も必要。「＃（ハッシュマー
ク）」などタグを付けた情報発信も効果があるのではない
か。
【その他】「福祉＝ボランティア活動」ではない。福祉はソー
シャルビジネスでもあることのＰＲ・意識付けは生徒たちや
保護者にも大事ではないか。

③緊急時の連絡
を確実に行うた
め、ケータイ連
絡網への登録を
徹底する。その
ためにも、まず
はメール配信の
頻度を高めて保
護者の方に登録
の必要性を感じ
ていただく。

Ｂ

【メール発信と連絡網】万が一のためにも保護者の登録徹
底を進めてほしい。とくに新入生の保護者には強く登録を
働きかけること。既に中学生時代には登録している実績が
あるのでは心理的な抵抗は少ない。
また、発信内容が有効であればあるほど、保護者の理解
度は高まる。

その一方で、セキュリティの強化に取り組むことは学校の
責務である。

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

【高校生議会】高校生の目で見た多可町の現状が、町や議
会にストレートに届くことは良いことである。例えば、町外か
ら通学する生徒のバス定期代の負担軽減が実現したこと
は大きな成果と言えよう。

【地域交流】通常の登下校時に、見ず知らずの人にも田ん
ぼ作業をしている者にも挨拶をしてくれる。笑顔で挨拶をさ
れると嬉しいもので、地元住民として多可高生の明るい笑
顔と元気な挨拶をいつも楽しみにしている。
本校は、さまざまな地域交流活動はよく実践できている。ま
た、しかし、特定の生徒たちが参加するのではなく、参加す
る生徒の分母を増やす・底辺を広げるように工夫・検討した
い。
また、子育て支援活動にも積極的に参加することで、保育
士など将来の職業ビジョンの教育にもなる。より体験的な
活動は高校生にとってよい刺激になる。
このように、地域に関心を高める・地域を深く理解するため
にも今後も地域交流は継続し、地域を理解して、１８歳選挙
権を活用できる大人に育ってほしい。



領域 評価項目 実 践 目 標
上段「今年度の取組・成果」
下段「今後の取組・改善策」

自己
評価

「今年度の取組」
・年間を通して10分間授業参観を実施するこ
とで、教員同士の意見交換の活発化、授業改
善につなげる。
・年間２回の「到達度テスト」の実施によ
り、生徒の学力の推移を見極める。
・朝の小テストのより有効な実施、活用の方
法を考察する。
・教員の研修会を定期的に行う。

「今後の取組・改善策」
・教員数減の影響もあってか、教員相互の授
業参観が活発に行えた、という状況ではな
かった。
・継続中の学力向上事業に加え、日日新研修
会が立ち上がったこともあり、従来以上に教
員間での意見交換、情報共有の場を設けるこ
とはできた。
・教員・生徒アンケート結果や到達度テスト
結果に関する考察や教員間での意見交換を通
して、教員ひとりひとりが問題意識を持って
学習指導に当たる組織作りを進めたい。

「今年度の取組」
・クラスの再編成、新学習指導要領の実施、
大学入試改革に向けた、教育課程の見直しを
行う。
・教員研修、教育課程委員会を通して全教員
の教育課程再編に対する認識を深める。

「今後の取組・改善策」
・各教科代表者が新学習指導要領実施に関す
る研修会に参加し、教科会を通じて全教員へ
の周知徹底を行った。
・常勤教員が不在の教科についても出席し、
非常勤講師も資料を閲覧できるように整備を
行った。
・１２月までに臨時も含めて８回の教育課程
委員会を開催し、教育課程の再編成に関して
教科・学年の垣根を越えて議論、審議を行っ
ている。

「今年度の取組」
・教科・科目の特性に応じて、習熟度別・
チームティーチングによる授業展開を実施す
る。
・生徒情報の共有により、学年だけでなく教
科担当者の声かけ、面談を励行する。
・職員室前、図書室の利用による自主学習が
しやすい環境を整備する。

「今後の取組・改善策」
・昨年度から教員数が削減された状況であっ
たが、昨年度同等の展開講座数を維持するこ
とができた。
・生徒指導部と連携し、非常勤講師とも生徒
情報の共有ができる資料の管理体制を整え
た。
・指導体制の維持だけでなく、学力向上事業
や日日新研修会の結果や研修を、各教員が指
導内容や指導方法の改善に活かしていきた
い。

Ⅱ　評価項目ごとの学校関係者評価委員意見（２）

４ 基礎学力
の向上

・生徒に基礎・
基本を定着させ
るために、効果
的な教材及び学
習方法を研究す
る。
・教員間での活
発な意見交換や
情報共有を推進
する。

Ｂ

【研修会】多種多様な社会現象がどの分野でも起きており、
先生方の不断の研修は必要不可欠である。日日新研修会
の発足により一定の成果が表れているようで、その取組に
敬意を表する。
生徒数の減少に伴い、教員数も減少した中で、今後は学校
と生徒、保護者及び関係機関と連携した取組、改善策が必
要となる。学校外の力を巻き込む工夫はないものか。

【授業参観など】各教科等におけるつまずきポイントの分析
とその対応策をとることが自らの学力の向上につながる、と
いった達成感を生徒たちに実感させることが大切。その結
果が在校生全体の学力向上につながる。引き続き授業改
善のための工夫をお願いしたい。

学校関係者評価委員意見

６ 少人数指
導・個別指導
の徹底

習熟度別クラス
編成・少人数指
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

【少人数指導など】少人数指導はアンケートの満足度が高
いので継続し、改善をしていくとさらに良くなる。
習熟度別少人数は有効的な授業であるが、教員の定数減
で今後も継続してできるのかを心配する。民間の教育塾な
どとのコラボ等の検討も一方法か。
ＰＴＡの役員・有志が職員研修に参加したり、保護者が授業
を参観したりすることはよいことである。

学
習
指
導

５ 特色ある
教育課程の編
成

・１学年２クラ
スの状況下でも
特色ある３類型
維持を実現でき
る教育課程の再
編成を行う。
・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。

Ｃ

【新教育課程編成】新学習指導要領による教育課程の編
成に向けて、教員定数減とりわけ常勤教員のいない教科で
はご苦労が続くが、先生方の努力をお願いしたい。そのこと
による学力保障と適切な進路指導は高校にとって重要な事
柄の一つである。

【類型】福祉ボランティア類型は多可高の特性であるので力
をいれて特色を発揮してほしい。



領域 評価項目 実 践 目 標
上段「今年度の取組・成果」
下段「今後の取組・改善策」

自己
評価

「今年度の取組」
・個人ファイルを活用することで、生徒指導
に必要な情報の共有する。
・学年や教員によって指導のばらつきのない
ように指導を行う。また、納得した上で指導
が受けられるように、保護者とも連携して指
導に当たる体制を作る。

「今後の取組・改善策」
・個人ファイルの活用方法について、取り扱
い方法や内容について慎重に検討を重ねる必
要がある。
・生徒指導に関しては、コンプライアンス的
に問題のある指導もしばし見受けられた。教
職員がしっかりとした指導方法を身に付ける
必要がある。

「今年度の取組」
・夏季休業中の巡回指導等、問題行動の防止
に努める。
・現在取り組んでいる地域との活動や学校行
事を活性化のための事前指導、事後指導を充
実させた。
・地域との活動や学校行事を通して、生徒に
成功体験を積ませ、自尊感情を育てる。

「今後の取組・改善策」
・夏季休業中の巡回指導については、学校全
体で問題行動の防止に努めることが出来た。
・現在取り組んでいる地域との活動や学校行
事については、行事内容や量につて精査しな
ければまらない。
・地域との活動や学校行事を通して、生徒に
成功体験を積ませ、自尊感情を育てることに
関しては、十分な効果があったと思われる。

９  いじめ防
止基本方針

いじめ防止に向
けた組織的対応
を徹底する。

「今年度の取組」
・いじめ防止基本方針(改訂版)に則り、生徒
の行動に細かく目を配り、職員間並びにいじ
め対応チームで情報を共有と早期の対応を目
指す。
・学校、家庭、地域その他関係者の連携の
下、いじめ問題の克服を目指す。特に、いじ
めを認知しながら放置することがないように
する。
・いじめアンケートの実施方法を検証し、い
じめの早期発見、早期対応に全力を尽くす。

「今後の取組・改善策」
・いじめに対する全般的な取り組みについて
は、早期発見・早期対応・懇切丁寧な指導が
実践できた。

「今年度の取組」
・妙見祭、体育大会等の学校行事で、生徒に
成功体験を積ませ、自尊感情を育てる場とな
るように環境づくりをする。

「今後の取組・改善策」
・学校行事を通しての自尊感情の醸成につい
てはおおむね達成できていた。改善策として
は、各行事での他者理解の実践や各場面での
教師の関わり方の研修が必要である。

Ⅱ　評価項目ごとの学校関係者評価委員意見（３）

学校関係者評価委員意見

生
徒
指
導

７ 生徒指導
方針の確認と
指導体制の推
進

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】本校は、学校全体で組織的な対応を推進して
いるので評価できる。個人ファイルの扱いには細心の注意
が肝要である。
しかし生徒数の減少に伴い、教員数も減少した中で、今後
は学校、生徒、保護者及び関係機関と連携した取組、改善
策が必要。
ただ、学校に対する保護者の意識が薄く、ＰＴＡがもっと学
校に協力して取り組む必要がある。

【ひと褒め条例の活用】町外に住む先生方はあまりご存知
ではないだろうが、町が制定した「多可町一日ひと褒め条
例」は、学校・学級や家庭でも実践できるのではないか。生
徒たちのコミュニケーションの一つのツールとして活用実践
してみてもよい。

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。

Ｂ

【自尊感情の育成】地域での活動や学校行事での成功体
験を通じて、達成感・自尊心を育むことができたことはよ
かった。

また、心のサポートシステムには大いに期待している。

Ｂ

【いじめ】いじめはあってはならないものであり、日々生徒の
様子や情報収集にアンテナを立てておく必要性がある。そ
して実際に事案が起きた場合は、先生方は早めに対応して
いたようだ。ただ、一度行えば終わりではないので、常に注
意を払う・意識しておくことが必要。

【ＨＰの基本方針】ＨＰ掲載の「学校いじめ防止基本方針」に
則り、早期発見のためのチェックリストの充分な活用を図
り、生徒の安心の担保をお願いしたい。
しかし、ＨＰ「学校いじめ防止基本方針」の閲覧は6ページに
もわたっており、小さい文字で見づらいため、あまり読もうと
いう気にならない。また、最初のホーム画面に出ていない
のはなぜか。他校の多くはホーム画面に出ていて、すぐ目
につくようになっている。保護者には低評価であったので、
ＰＴＡ総会で伝えるなど、ＰＲが必要である。

【取り組み】「多可町一日ひと褒め条例」や「毎月1日はいの
ちと人権の日」を活用した取組を工夫してみてもよい。

10 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

【文化祭や体育大会】当該の２つの行事について、我々学
校評議員たちは参観した。生徒たちの主体的な活動及び
そのときの満足の表情等に成果を見て取ることができた。
このように、イベントの際の生徒たちが発揮する力は大変
優れているが、これら活気を日頃の生活にも結び付けた
い。
若いエネルギーが充分に発揮、発散できる環境づくりに引
き続き取り組んでいただきたい。

また、広く保護者や地域住民へもアピールできる催しも検
討できないか。例えば1月の「フレンドシップコンサート」は、
吹奏楽部が町内の中学校を招いて、ＯＢＯＧの協力のもと
に開催した。これは本校の存在がなければ成り立たない、
すぐれた行事である。全員参加の学校行事ではないが、本
校の存在感の大きさを実感させた。



領域 評価項目 実 践 目 標
上段「今年度の取組・成果」
下段「今後の取組・改善策」

自己
評価

「今年度の取組」
・１年生、２年生といった早期から、発達段
階に応じた進路指導を組織的に行えるよう
に、進路検討会の充実に努める。
・細やかに個別指導を行い、生徒の希望する
進路を実現させるよう努める。
・ガイダンスにおいては、学問分野や学校の
内容の紹介だけではなく、学習方法について
のものやグループワークを取り入れたガイダ
ンスを実施する。

「今後の取組・改善策」
・２年２学期、３年１学期おいて、生徒の進
路希望調査をもとに進路検討会を実施する
が、希望進路、分野を深められるようなアド
バイスができていない。まずは教員一人ひと
りが、各種学校や地元企業進路ニュース等に
ついて日頃から関心をもち、意識的に情報を
収集する必要がある。
・各学年単位で実施するガイダンスにおいて
は、担当業者との打ち合わせを密にすること
で、回数を経るごとにその内容は充実して
いった。

「今年度の取組」
・多可町商工会の協力を得て、企業経営者と
の対談、企業見学を充実させる。
・多可町商工会の協力を得て、７月に２、３
年生の就職希望者と１年生を対象に、企業展
示・説明会を実施する。
・職業体験や、各種ガイダンス、応募前の企
業見学等を通して志望企業の研究を行い、就
業後のミスマッチによる短期間での離職を防
ぐ。

「今後の取組・改善策」
・就業体験（インターンシップ）に関して
は、これまで以上に学年と進路との連携を密
にして入念に準備した結果、昨年度の反省点
については改善できたが、やはり不測の事態
が発生した。参加希望者には「就業体験」を
させていただく上での心構えをしっかりと説
く必要がある。
・就職関係においても、年々ガイダンスが増
加しているため、整理する必要がある。

「今年度の取組」
・働くことの意義を考えさせるとともに、日
頃の言動やマナーについての指導を徹底させ
る。
・就職開拓・資格取得指導を充実させる。
・定着率向上に努める。

「今後の取組・改善策」
・各学年におけるガイダンス内容を工夫した
ことで、就職に対する意識や取組は少しずつ
向上していると考える。
・今後も、ハローワークや進路支援業者な
ど、外部機関と積極的に連携して、進路指導
を充実させていく。

「今年度の取組」
・学年ごとにテーマを設定し、ホームルーム
を実施する。
・カウンセリングマインドなど教師力向上の
ための職員研修を実施する。
・生き方講演会の講師選定・内容を精査す
る。
・いじめ未然防止プログラム（兵庫県教育委
員会）を活用し、人権教育を推進する。

「今後の取組・改善策」
・カウンセリングマインドなど教師力向上の
ための職員研修を実施することはできた。
・人権教育を推進に関しては。LHR活動や全校
集会での啓蒙活動を通して実施した。
・いじめの未然防止のためにも人権意識を高
められるように、外部資源の活用と講演会の
実施を充実させる。

Ⅱ　評価項目ごとの学校関係者評価委員意見（４）

学校関係者評価委員意見

Ｃ

【いじめへの対応】いじめ対応について、保護者の回答「1
年生の時子供がいじめにあい、その時の先生の対応が悪
かった」が気になる。たった一例ではなく、当人にとっては
切実な問題である。人権教育の重要性に鑑み、今後の継
続した取組に期待する。

【人権教育】人権教育は福祉の心を学ぶ中でも大切なこと
なので、続けて実施して頂きたい。また、少子化に伴い、生
徒の質も変化があるのでさらにカウンセリングマインドの向
上を期待する。

人
権
教
育

14 人権教育
推進体制への
取組

各学年、部、ス
クールカウンセ
ラ ー と 連 携 し
て、体系化され
た人権ＨＲ指導
計 画 を 作 成 す
る。
また、各学年の
人権ＨＲの具体
的な事例を共有
するとともに、
職員研修を実施
し共通理解を深
める。

進
路
指
導

11 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。

13 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

【成人年齢の自覚】民法改正による「18歳の成人年齢の引
き下げ」の自覚を進めていく課題も出てくる。今後、ますま
す高校3年間が大事な節目となるだろう。

【マナーの自覚】日頃の言動やマナーについては外部講師
により継続して行うことが必要で、生徒にとってはそれを身
につけたいと思うタイミングも大切にする。

Ｃ

【早期の進路選択】早期から進路を考えさせ、目標を持た
せようとしているが、目標は大事であるので早くからの助言
を望みたい。
当事者の生徒だけではなく、生徒・保護者･教員の3者間で
共に情報共有できるよう努力を引き続きお願いしたい。

【教員の地元理解】生徒たちに指導する先生方自身が多可
町や西脇市の産業や地元企業などについて理解していた
だく必要がある。

12 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

【ＯＢ・保護者の協力】学校ＯＢや保護者に協力を依頼し、
進路･就職の体験談や心構え等を聞く機会をつくるとよい。
就職面談･面接の体験は有意義である。
また、「心構え」づくりについては、中２の「トライやるウィー
ク」時の生徒の思いや成果を、中学校との連携により情報
共有を行うなどして、一貫継続したキャリア教育として個別
の支援に活用することも一手。

【企業説明会・見学】多可町商工会の協力で企業説明会を
実施していただくのはありがたい。さらに西脇商工会議所と
の連携が強化できればなおさら選択肢が増える。
また可能であるなら企業登録制にして、通年のインターン
シップと部分的なバイトを兼ね合わせた独自の就業体験を
設定してもよいのではないか。



領域 評価項目 実 践 目 標
上段「今年度の取組・成果」
下段「今後の取組・改善策」

自己
評価

「今年度の取組」
・効果的な図書館利用を検討し、読書の時間
の本選びなど図書委員の活動を広げた。
・図書室だよりを発行した。
・特に３学年の自主学習等で、図書館を利用
できる曜日や時間を増やした。
・読書の時間を使って、今話題になっている
本などを読めるように継続して本の整備をす
すめた。
・継続して本の整理作業をすすめた。

「今後の取組・改善策」
図書室に訪れる生徒が固定化しているため、
全生徒が図書室に訪問する企画を考える。
一部生徒による、図書室での飲食行為などの
マナー違反が見られたため、図書室でのマ
ナー徹底を図りたい。

「今年度の取組」
・介護職員初任者研修の全員取得に向けて取
り組む。
・校内だけではなく、地域のボランティア等
に積極的に参加し、体験することで学びを深
める。
・高齢者や、障害者の理解を深める。

「今後の取組・改善策」
・計画的に補習等を行い、資格取得を目指
す。
・ボランティアセンターと協力し、地域の
ニーズに応えるためのボランティア活動を継
続して行う。
・福祉類型以外の生徒への体験活動の機会を
増やすことや、交流及び共同学習を通じて障
害の理解に努める。

「今年度の取組」
・より多くの生徒がタイ王国の生徒との交流
をもてるように、ホスト生徒と一緒に授業を
受ける回数を増やすなど、行事日程の工夫に
努めた。
・昨年度よりも多くの職員が行事に関わり、
一部の職員への負担集中を緩和することがで
きた。

「今後の取組・改善策」
今年度以上に多くの生徒が交流事業に関わる
ためには、まず交流事業への参加希望者を増
やす取り組みが不可欠である。どのようにす
れば参加希望者を増やすことができるか、考
える必要がある。

「今年度の取組」
・現状に危機意識を持ち、研修会を更に充実
させる。
・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。
・保護者を含めた情報モラルについてのきめ
細やかな指導を継続する。

「今後の取組・改善策」
・研修会の実施についてはおおむね達成でき
た。しかしながら多くの課題も浮き彫りに
なってきているので更なる研修が必要であ
る。
・情報モラル教育に関しては、都度指導では
なく継続指導で注意深く指導していく必要が
ある。合わせて、保護者理解も必要である。

Ｃ

【生徒への指導】ネット利用は社会生活に深く浸透し、無く
てはならないものとなって来ている。そのため、ネット社会を
うまく使うことについて、情報モラルの認識度を高め、継続
して注意深く指導していってもらいたい。ネットの情報を鵜
呑みにせず、選別する力を育成してほしい。

【保護者向け講演会も】特に保護者向けにも、情報モラル
の講習会を開いてほしい。

【様々な場】ここ数年、多可町教委主催で８月に「スマホサ
ミットin多可」として小中学生対象にスマホにかかるいじめ
防止学習を、９月に同内容で各校において出前授業を行っ
ている。可能なら多可高生の参加もありうるか。

学校関係者評価委員意見

特
別
活
動
等

15 読書活動
推進への取組

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。
昨年からに引き
続き、古い図書
を捨てるなど、
図書室内の整理
に努める。

Ｃ

【読書の必要性】読書の必要性は、生徒たちも十分理解し
ているだろうが、社会に出ても国語力･読解力は必要なス
キルである。しっかり学ばせてほしい。

【企画の工夫】図書室だよりや読書の時間など、先生方の
地道な取組に敬意を表するとともに、生徒たちが図書室に
来るよう、継続的な企画をお願いする。読書がなかなか定
着しなければ、まず新聞を読む習慣をつけてはどうか。一
日気になるニュースを次の日に発表させて関心をもたすよ
うな取り組みを少しずつしてもらいたい。

【図書室ボランティア】図書室の司書ボランティアを募って
はどうか。無人化は、マナー違反やいじめにも繋がりやす
い。

16 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

福祉科・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。

Ｃ

【福祉活動】近辺の施設や地元集落、学校と連携し、一人
でも多くの生徒の参加を望む。高齢化社会が進む中で、こ
れらの理解や活動は身近なことと捉えてほしい。ただ、福
祉の想定される範囲は広い。高齢者や身体障害者の方だ
けではないので、さらに広い視野の福祉を経験してほしい。

【知識・理解】体験だけに終わるのではなく、知識理解も大
切。平成28年4月施行の障害者差別解消法を教材に課題
を整理したり、日本における人口変動で高齢化の進行に伴
い、地域社会に与える影響を考えたりすることも必要。

17 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。
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。

Ｂ

【交流事業】今まで実績のある国際交流は今後とも進めて
ほしい。しかし参加者が減少していることはもったいないこ
とである。普段からタイの文化に触れる機会を、11月の交
流事業以外の場面でも増やす必要があるのではないか。

【保護者の理解・地域の支援】保護者アンケートからは、約
半数近い保護者の理解が得られていない。また、生徒以外
の家庭でも受け入れて、地域全体での活動支援することは
必要だろう。

18 情報モラ
ル指導の推進

各学年において
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。

Ⅱ　評価項目ごとの学校関係者評価委員意見（５）
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