
分野 重点項目 評価 成果と課題 改善策

全
般

キャリ
ア教育
の推進

1 Ｂ

進路講演会・面接講座等や生徒との対話を通じて、
自己の将来像を意識させることができた。学校設定
科目「就職チャート」は36名が単位修得に至り、生
徒の就職にもつながった。一方、さまざまな体験活
動や自立が難しい生徒もおり、その支援が課題であ
る。

学校設定科目「就職チャート」の内容をさらに充実
させる。また、さまざまな体験や探究的な学習を可
能にするため、「教師からの課題」を放課後の時間
枠から時間割の中に移し、生徒が参加しやすい状況
を作る。

教育課
程

2 Ａ

生徒の学習の過程や成果などのデータ蓄積用ファイ
ル（ポートフォリオ）を作成し、生徒の進路実現に
向けた取り組みをはじめた。また、新学習指導要領
改訂に伴い、各教科から変更点等を伝える報告会を
実施し、全体像と今後の課題について共通理解を図
ることができた。また、来年度先行実施する「総合
的な探究の時間Ⅰ」については、「総合的な学習の
時間」を発展させ、生徒の実態を踏まえながら骨子
を作成することができた。今後は、探究Ⅱについて
「教師からの課題」を時間割の中に位置づけ、１年
間試行しながら、レポート作成や名称等の検討をし
ていく。

生徒の進路実現のために、ポートフォリオの積極的
な活用方法やしくみについて、より良い方向性を
探っていく。「総合的な探究の時間Ⅱ」について
は、現行の「教師からの課題」をもとに生徒に調
査・実習・実験などの機会が提供できるような改善
を行っていく。学習指導要領の改訂に伴い、開講面
接時数等の検討にも着手する。

3 Ａ

視聴覚的効果を高める教材を面接に取り入れたり、
補助プリントの作成に取り組んだ。また、レポート
の大判化（Ｂ４版からＡ３版へ）や板書の工夫な
ど、ユニバーサルデザインの観点を取り入れ、わか
りやすい面接指導に努めた。

引き続き教材の研究や授業の工夫に取り組み、生徒
の興味関心を高めることができるように努力する。

4 Ａ

教員間で個々の生徒の情報を共有し、きめ細かな指
導に努めた。また、一作年よりレポートの締切り日
を小刻みに設定し、生徒が明確な目標を持って学習
に取り組めるように指導方法を変更した。それにと
もない担任から生徒・保護者への連絡も密に行なう
ようになった。これらの取り組みの結果、単位修得
率が向上した。

引き続き個々の生徒の情報共有を図り、個別指導の
成果が上がるように努める。レポート指導において
は、多様な生徒に対応したより良いシステムの構築
を模索していく。

5 Ａ

入学直後にプチスクーリング、学習相談室開設等の
学習機会を設け、通信制のシステムに慣れてもらう
ための支援を行なった。またメール配信システム
（きずなネット）によるすみやかな情報発信や、情
報誌「筑摩」による定期的な情報発信など、学習や
学校生活に関わる様々な情報を、きめ細かに発信す
ることができた。

様々な学習機会を多くの生徒に利用してもらうよう
周知を図る。また、メール配信システム（きずな
ネット）への加入徹底に引き続き取り組む。情報誌
「筑摩」の誌面充実にも力を注いでいく。

6 Ａ

学習態度.校内でのマナーは、全体的によくなってき
ている。態度の悪い生徒・マナー違反の生徒につい
ては、個別に声かけなどの指導を、職員全体で取り
組めた。学習室は、ゴミの片付けができていないこ
ともあり、注意喚起が必要である。

職員全体の共通理解をさらに深めていく。担任のみ
ならず、学年・係全員で解決の方向に向けて対応す
る。校内巡回・立ち番で、全職員で生徒への声か
け・指導に努める。

7 Ａ
合宿所の一方通行等の決まりごとが定着できてい
る。バイク、自転車の駐輪場も同様に、ルールが守
られている。

 駐車場周辺のマナー、タバコ、バイクの騒音等につ
いては、根気強く、全職員で指導していく。また、
引き続きパトカーの巡視をお願いする。

8 Ａ
ＩＤカードの携帯は、ほぼ定着してきている。忘れ
てきて、担任や第一職員室から借りて返さない生徒
も少なくなってきた。

ＩＤカードを返却しない場合、カード代金（130円）
を徴収するなど指導していく。

9 Ａ
全職員での一人一人の生徒についての共通理解がで
きている。

引き続き，職員間の情報の共有とコミュニケーショ
ンを丁寧に行う。

生
徒
相
談

相談支援 10 Ａ

相談室、担任、学年、全職員との情報の共有・連携
がスムーズに行われ、個々の指導に役立てることが
できた。また、スクールカウンセラー、スクールソ
シャルワーカー、医師、県や市町村の各機関との連
携により、個別の支援を効果的に行うことができ
た。

引き続き、職員間の情報の共有を丁寧に行うととも
に、充実した体制作りのため関係機関へ協力を要請
していく。

11 A

進路希望調査を行い、生徒の希望を把握した。就
職・進学希望別にガイダンスを実施し年間スケ
ジュールを示すとともに個別の相談や面接指導を綿
密に行い、就職支援員の協力を得て希望に沿った指
導を行うことができた。

12 Ａ

進路ガイダンス、講演会、面接・履歴書講座、就職
チャートを実施し就職への意識を高めることができ
た。進学の掲示を充実させ、模試への参加をすす
め、個別の相談に対応できた。

13 Ａ

今年度は、通信制独自の文化祭「通信制文化発表
会」を実施することができた。地区活動について
は、地区役員を中心に計画・実行できるよう支援が
できた。また、多くの生徒が参加できるように、
「心友通信」や掲示物を利用して呼びかけることが
できた。

本部役員や地区役員の生徒を中心に、生徒会行事や
地区活動をさらにアピールし、興味・関心を持てる
ように考えていく。

14 Ｂ
参加生徒が少なかったが、日ごろ行き届かない箇所
の清掃ができた。

美化係と相談しながら、生徒会役員も自主的に協力
できるような体制を考える。

15 Ｂ

他パートとの教務連絡会や係会を丁寧に行い、学校
全体の教育活動を円滑に進めることができた。また
転籍生徒の新旧担任による情報交換会を行い、指
導・支援に生かすことができた。

他パートとの連携を引き続き図っていく。転籍生徒
の受け入れにおいても、丁寧に情報交換を行い、連
携していく。

16 Ａ
何重ものチェック体制をとりながら、校務と指導を
円滑に進めることができた。

チェック体制を引き続き充実させ、管理規定に従っ
た情報管理を徹底する。

17 Ｂ

学校安全委員会や施設委員会の点検と提言、諸方面
の関係者の尽力により、廊下や学習室の改修、こう
もりの糞害等への対策が進んだ。一方、トイレの破
損や悪臭、窓枠の音等、校舎の老朽化に伴う問題へ
の対策は、予算面の限界から、課題として残され
た。

生徒とともに取り組む環境改善を引き続き実施して
いく。また、老朽化については、関係機関に実情を
伝え、支援を要請していく。

18 Ａ

教職員の連携によって、生徒へのきめ細かい指導や
支援が実践されている。また、行事の振り返りや、
学校運営上の課題の共有と改善が進んでいる。

引き続き、職員の気づきや課題意識を丁寧に共有
し、見直しや改善につなげていく。

19 Ａ
年６回の「筑摩」の発行、諸行事のＨＰへのアップ
や情報の更新が行われ、わかりやすい情報が提供で
きた。

ＨＰに掲載する内容については、中学生や地域の
方々により多くの情報が提供できるよう工夫を行
う。

20 A

保護者や地域の関係機関との連携を丁寧に行った。
また、保護者に通信制文化発表会や放課後講座への
参加を呼びかけ、積極的な評価を得ることができ
た。

引き続き、保護者や地域と丁寧な連携を行ってい
く。

例年通り進路希望調査を実施し、本人の希望や適性
に合わせた進路学習の機会を充実させ、希望進路の
実現に導くように指導を継続する。進学者に対する
講演会の実施を検討する。

生
徒
指
導

学
校
運
営

円滑な
学校運
営

学校全体の教育活動が円滑に進むよ
う、定時制との効果的な連携を図るこ
とができたか。

生徒のデータ管理と正確な資料づくり
により、校務と各指導を円滑に進める
ことができたか。
校内施設、設備の不備を点検し、安全
で、学習しやすい環境づくりのため、
改善を図ることができたか。

本校に求められた役割を職員間で共有
し、行事や学校運営全般にわたる適切
な見直しや改善を進めることができた
か。

開かれ
た学校
づくり

情報誌「筑摩」やＨＰに掲載する内容
の工夫改善を図り、わかりやすい情報
を提供できたか。
保護者や地域との連携強化を図る取組
を行うことができたか。

生徒自
主活動
の充実

生徒会や地区活動の活性化を図り、生
徒が自ら計画、実行できるよう支援す
ることができたか。

生徒自身が清掃に取組む機会を増や
し、校内美化に努めることができた

集団生
活の
ルール
とマ
ナー

学校生活を送るうえでふさわしい態度
やマナーを身に付けさせることができ
たか。（授業中のマナー、禁煙、学習
室の利用方法）

バイクや自動車の通学許可制を導入
し、交通マナーを向上させることがで
きたか。

安全・
安心な
学校づ
くり

ＩＤカード携帯を徹底させる他、立ち
番や校内外の巡視によって、安心・安
全な環境づくりに努めたか。
人権意識を育てるとともに、生徒の変
化を見逃さず、トラブルの未然防止に
向けた取組みを行うことができたか。

個々の生徒が抱えている課題を共有
し、学習活動につなげる支援ができた
か。

進
路
指
導

進学、
就職指
導の充
実

個々の進路希望を把握し、本人の希
望、適性に沿った指導ができたか。

進路ガイダンス等を通して、情報を提
供し、上級学校や職業について理解を
深めさせることができたか。

生
徒
活
動

評価の観点
自己肯定感や他者と関わる力を育むた
め、教科指導・「総合的な学習の時
間」・行事等の学校諸活動の中で、
キャリア教育的観点に立った体験活動
を経験させることができたか。

学
習
指
導

課題を点検し、生徒の実態に即して改
善することができたか。

添削指
導及び
授業の
工夫・
改善

添削指導や授業(面接指導)において、
わかりやすい説明を心がけ、生徒の興
味関心を引き出すことができたか。

個々の生徒の単位修得につなげられる
よう、指導内容や指導方法の工夫、改
善を図ることができたか。

学習意欲を喚起するための情報発信や
支援ができたか。

　　　　　　　平成30年度学校評価（重点目標）　　松本筑摩高等学校　通信制　　　　　　

学校教育方針 中・長期目標
定通の和を尊び、理想の追求を象
徴する校章と校歌に示された精神
をもとに、１．知性の涵養、２．
品性の陶冶、３．心身の練磨　を
目的とする。

「心あらたな学び直し」、「限られた時間を活かしての学び」、「働きながらの学び」を願う生徒が安心して学習できる環境をつくり、社会の一員として
生きる力を育成する。

今年度の重点目標

１．いじめ、暴力を絶対に許さず、生徒一人一人を大切にする指導の実践
２．単位修得率向上と基礎学力を身に付けさせるための学習指導の工夫・改善
３．社会の一員として生きる力を育成するためのキャリア教育の実践


