
学校経営目標

1 積極的に学習に取り組む学びの場づくり（教員研修の充実と授業改善）

【評価結果の分析】

教務部 ・生徒一人一台端末の導入や、オンライン授業等により教員側の意識変化があったと考えられる。また生徒も図や動画を含む工夫

　されたPPで学習内容の理解が深まり、単位取得につながったと考えられる。

・タブレット端末の目新しさが生徒の単位取得の意欲の原動力になった可能性がある。

・単位認定試験だけで学習状況を評価する評価方法を改めたため、日ごろのスクーリングやレポートの提出が大切であると認識する

　生徒が増えたことが、単位取得率の増加につながったと考えられる。

総務厚生 ・支援が必要な生徒に関する研修の参加意欲は先生方にはあるが、新教育課程の対応や、生徒対応に追われ、研修の時間が取れず、

　指導を経験に頼る部分が多かった。

・教員間で支援の必要な生徒の情報は共有できているものの、適切な対応策を取るにはさらに指導技術を磨く必要がある。

【今後の改善方策】

教務部 ・現在はレポートのデジタル化のみタブレットを使用しているが、今後はデジタル教科書での使用や、学習用ソフトの積極的な活用

　などを考える。

・新教育課程で、観点別評価を加えた学習評価を行うことになり、その評価をもとに、より生徒の理解を深める、興味関心意欲を高

　めるスクーリングを行い、単位取得率を上げていく。

・日頃のスクーリングに小テストやパフォーマンス課題を取り入れ、教員が生徒の理解度を把握し、指導に活かせるようにする。

・教員が当たり前のようにICT機器を使いこなせるように、研修を行う。

総務厚生 ・一部の教員のみでなく全ての教職員が多様な生徒の対応ができるよう研修の時間を確保する。

・外国由来の生徒など、様々な生徒に対応できるような研修を実施する。

2 確かな進路を保障する取組の推進（キャリア教育の視点を取り入れた教育活動の推進）

【評価結果の分析】

進路指導 ・今年度は進学対策講座・進路合同説明会は開催できたが、昨年度新型コロナウイルス感染予防のため進路指導関係の行事の縮小、

　オンライン授業の期間などがあり、早めに生徒とコミュニケーションが取れなかったことが影響している。

・夏季休業期間に、新型コロナウイルス感染者の激増により大学や専門学校のオープンキャンパスが軒並み中止となり、少数の生徒

　しか9月・10月に行われる総合選抜試験の受験指導ができなかった。

・関連校進学に関して、過去の傾向や面接内容を進路指導係が分析を行っており、進学希望者は安心して受験に臨むことができた。

・現役生の生徒の進学率は目標値に達しなかったが、既卒者（浪人生）に対して教員が粘り強く進路指導を行い、希望進路の実現

　に尽力した。

・就職に関しては、漠然と就職希望としている生徒が多く、生徒の希望職種と求人内容のマッチングが難しかった。

教務 ・検定合格のための指導や補習が熱心に行われたため生徒も意欲的に取り組めた。

・検定・コンクールの案内が各担当から丁寧になされた。

A

PC系の検定の種類を増やしたた
め、検定の種類が増えた。各種コ
ンクールの案内を生徒宅へ送付な
どしたため、コンクールの参加者
が大幅に増加したため、Aと評価し
た。

教務

各種コンクールの応募者数 93人 100人 110人

94.9% 96% 89.8%

検定合格等の資格取得や、各種コンクー
ル等の応募を通し、生徒の自己肯定感を
高め、進路選択に向け展望を持たせる。

各種検定の実施実績 6種類 7種類 8種類

総務
厚生

生徒が自らキャリアプランニングし、自
己の進路希望を実現している。

３月末の就職内定率 55.6% 75% 54.5%

B

就職希望者や進学希望者のクラス
に入っていながら全く動かない生
徒、また浪人する生徒が多く、目
標値に達していないため、評価をB
とした。

進路
指導

３月末の進学希望者の進学率

今年度より生徒一人一台端末の導
入により、教員もICT機器の使用の
必要性を理解する教員も多くなっ
た。教員全員参加ではなかった
が、教職員研修を2回実施できたた
め、評価をAとした。

教務

ICTを取り入れて面接指導を
行った教員の割合

47.3% 60% 70.6%

発達障害や支援の必要な生徒
への理解を深める教職員研修
の実施回数

0回 1回

A

達成目標 評価指標
前年度 本年度

評価 理由 担当

2回

実績値 目標値 実績値

通信制高校に在籍する生徒の多様性を踏
まえた面接指導や添削指導により、生徒
が単位修得に向けて意欲的に学習に取り
組み、基礎学力の定着や自己管理能力を
向上させる。

単位修得率 90.6% 94% 93.6%
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【今後の改善方策】

進路指導 ・卒業年度で進路面談をするのではなく、系統的なキャリア教育を意識し、学年ごとの目標を決め面談を行いながら進路指導を行う。

・大学進学希望の生徒に関しては模擬試験の受験を勧め、自分の位置を把握させ、担任と面談を行いながら志望大学等を検討する。

・面接や小論文が必要な生徒に関しては、本校での「小論文演習」や「ビジネスマナー」等を受講させ、生徒に受験準備を促す。

・コロナ禍で大学見学等の進路指導の行事を中止しているが、できることは少しずつ状況を見ながら行っていく。

・コロナ禍で外部機関が行う就職合同説明会の参加ができなかったが、可能であれば来年度参加する。

・就職希望者で支援が必要な生徒に対しては就労支援施設や、サポステなどを利用し、生徒の希望進路を叶えていく。

教務 ・生徒のニーズに応じて、さらに多くの種類の検定実施、コンクールの応募を行う。

3 規則正しい節度ある学校生活の推進（一人一人を大切にする積極的な生徒指導の充実）

【評価結果の分析】

生徒指導 ・生徒指導を受けた生徒は少なかった。始業ガイダンスや、受講登録でルールの確認を毎回行っている成果である。

・教員に対する暴言・暴力や授業妨害などは開校以来一度もなく、またスクーリング中の私語もないため、生徒は落ち着いた環境で

　学習できている。教職員の規範の共有・指導の成果である。

・今年度から頭髪や化粧、制服の着方に関する決まりを設けたため、在校生は戸惑い、決まりを守らない生徒も見られた。

・決まった生徒が繰りかえし遅刻をするため、延べ人数で遅刻人数が増えている。寝坊で遅刻する生徒や忘れ物で欠席となる生徒が

　散見された。

総務厚生 ・カウンセリングを希望する生徒は少なかったが、必要であろう生徒は多く存在すると考えれる。カウンセリングが必要な生徒には、

　迅速に対応し、すぐカウンセリングが受けられるような体制づくりができていた。

【今後の改善方策】

生徒指導 ・身なりについての取り決め、頭髪加工や染色等の禁止は今後も粘り強く生徒や保護者に周知していく。進路指導係とも連携し進学

　や就職試験の際のきちんとした身なりの重要性を生徒に認識させる。

・寝坊や忘れ物以外の欠席、体調不良など保護者から連絡がある遅刻や欠席についても、丁寧な個別面談を実施する。教育相談の視

　点に立った指導を重視する。

・決まった生徒が遅刻を繰り返しているので、生徒に対する声がけ、時間厳守の大切さを根気強く指導していく。

総務厚生 ・カウンセリングが必要な生徒・保護者には積極的に声がけを行っていく。また担任との連携によりカウンセリング日を保護者に

　周知していく。

4 環境美化と安全教育の推進（清掃の徹底と保健指導・安全教育研修の充実）

【評価結果の分析】

総務厚生 ・環境美化について、生徒の掃除時間確保や教員の清掃場所分担を学校生活や勤務時間内に設定することで、日々の学校美化が保

　たれている。

・昨年度は保健室利用者が年間40名程度であった。そのうち同一人物が複数回利用しており、主な理由は不定愁訴や授業内での不

　安感、気持ちのコントロールができずに不調をきたすなどであった。

今年度から始めたアンケートで
あるが、目標値を下回ったた
め、Bとした。

自然災害・感染症・交通安全への正しい
知識を身に付け、行動できるよう安全教
育の充実を図る。

避難訓練・交通安全・性教
育・自然災害等の内容の特別
活動等実施回数

3回 4回 2回 B

災害時の避難方法の確認の講義
と避難訓練を1回行ったが、参
加者が少なかったため、評価を
Bとした。

健康保持増進に努める。

生徒アンケートにおいて、規
則正しく、健康的な生活を
送っていると肯定的に答えた
生徒の割合

ー 90% 50％ B

感染症対策のため中止した回も
あったため昨年度より減ってい
る。

総務
厚生

清掃を徹底し、清潔な学習環境にする。
清掃場所担当の教員が点検
し、「良」とされた割合

ー 90% 90% A
掃除点検表を意識しながら清掃
でき、90％「良」と判断された
ため

総務
厚生

生徒が安心して学ぶことができるよう、
教育相談体制を充実させる。

スクールカウンセリングの実
施回数

32回 36回 31回 B

生徒指導を受けた生徒は1人の
みだけだったが、遅刻の回数が
増えたため総合的に判断しBと
評価した。

生徒
指導規則違反等で指導を受けた生

徒の人数
6人 5人 1人

生徒に規則的生活習慣を身に付けさせる
とともに、学校生活全般に係る規範意識
の向上を図る。

遅刻人数 137人 120人 140人

B



・掃除点検表を導入することよって、生徒が清掃箇所について意識しながら清掃活動を行うことができたが、十分活用できておらず、

　提出率も悪く、清掃状況にばらつきがあった。

・清掃道具の点検などが教員によってばらつきがあり、道具の交換や追加購入などが滞る場面が見られた。

・防災教育についてはコロナ禍で計画していたものが2回とも中止になった。

【今後の改善方策】

総務厚生 ・生徒が掃除点検表の内容を意識して清掃活動を行えるよう教員が共に清掃活動を行い、指導を行う。

・美化委員会と教員の連携を取り、道具の交換や破損をチェックできる体制を構築する。

・掃除点検表の提出方法などを見直し、生徒が主体となり点検を行えるよう改善する。

・生徒自身が健康管理できるように教員がアドバイスを行う、規則正しい生活を送る重要性や健康管理術を始業ガイダンスや、受講

　登録、特別活動等で伝達していく。

5 積極的な情報発信と地域連携（広報活動の充実と地域とのコミュニケーションを図る）

【評価結果の分析】

入試広報 ・ホームページからの資料請求後の学校説明会参加の流れは増えたことは評価に値するが、中学校訪問の回数を多くとることができ

　なかった点が、中学校の先生方へ本校の情報が十分に伝わっていない原因と思われる。

・コロナ禍で体験入学を行わなかったこと、8月の学校説明会を中止、私学フェスタの中止が重なり、本校の雰囲気・魅力を伝える

　機会が少なかったことも入学者の減少につながっていると考える。

総務厚生 ・コロナ禍のため地域全体が様々な行事を自粛する傾向にあった。さらに、本校からも感染予防のため、参加を断る行事もあった。

【今後の改善方策】

入試広報 ・中学校訪問・高校訪問を多く行い、在校生の様子を伝えたり、本校の特徴を知ってもらうなど、先生方との連携を密にする。

・多くの人がホームページを閲覧する機会を作れるようやネット広告など、広報の仕方を現代に合った方法に変える。

・本校以外、外部が主催している学校説明会にも積極的に参加し、多くの人に本校の魅力を伝える。

総務厚生 ・今後も地域からの依頼があれば積極的に参加していきたい。

・地域を広げ、募集区域である岡山県や尾三地区でのイベントにも要請があれば参加をしていく。

感染症対策のため、参加を制限
したため、評価をBとした。

総務
厚生

地域社会との連携を深め、生徒の諸活動
に対する意欲をより一層高める。

地域連携の回数 0回 4回 2回 B

ホームページの更新回数や説明
会参加人数、資料請求など増加
したが、入学者数が減少したた
め、総合的にBと評価した。

入試
広報

ホームページの更新の割合 2.9回/月 4回/月 4.9回/月

学校説明会・体験入学の参加
人数

104人 200人 153人

ホームページやSNS等による情報発信と
学校説明会・体験入学内容の充実を図
り、地域・保護者・中高等学校への啓発
推進をさらに進める。

入学者数 92人 100人 74人

B

ホームページから資料請求や
問合せがあった件数

73件 80件 82件


