
平成２７年度 学 校 評 価 シ ー ト 学校名 ：和歌山県立きのくに青雲高等学校通信制課程 学校長名：岩崎 博

目指す学校像 ・社会や生徒のニーズに応える学習機会を提供し、地域から信頼され、生徒の夢の実 ※ＳＣ：スクールカウンセラー
・ 現をサポートする学校 ＳＳＷ：スクールソーシャルワーカー

育てたい生徒像 ・生涯を通して、自ら学ぶ態度や意欲を身につけ、可能性にチャレンジする心豊かな ケース会議：個々の生徒の課題や状況を分析し支援の在り方等について検討する会議
生徒 ＩＣＴ：Information and Communication Technology 電子黒板やノートパソコン、タブレット型端末

本年度の重点目標 １ 基礎・基本の確かな定着を図り、学ぶ楽しさを実感させる。 Ａ 十分に達成した （８０％以上） 学校評価の結果と改善方策の公表の方法
達

(学校の課題に即 ２ 基本的生活習慣を確立させ、社会につながる学習の充実を図る。 Ｂ 概ね達成した （６０％以上） 本校ホームページに掲載
し、精選した上 成
で、具体的かつ ３ 開かれた学校づくりを推進する。 Ｃ あまり十分でない（４０％以上）
明確に記入する） 度

Ｄ 不十分である （４０％未満）

（注）１ 重点目標は３～４つ程度設定し、それらに対応した評価項目を設定する。 ２ 番号欄には、重点目標の番号を記入する。 ３ 評価項目に対応した具体的取組と評価指標を設定する。
４ 年度評価は、年度末（３月）に実施した結果を記載する。 ５ 学校関係者評価は、自己評価の結果を踏まえて評価を行う。

自 己 評 価 学 校 関 係 者 評 価

重 点 目 標 平成２７年度 評 価 （ ３月 １日 現在 ） 平成２８年 １月３１日 実施

番号 現状と課題 評価項目 具体的取組 評価指標 評価項目の達成状況 達成度 次年度への課題と改善方策 学校関係者からの意見・要望・評価等

通信制課程では、働き ・多様な生徒に対応 個々の生徒の状況を把握し、き 個人スクーリングでの対応 ・今年度も個々の生徒に応じた丁寧な ・早期に学習方法を深く理解し自 学校評価アンケートでは、「他校にはない
ながら学ぶ生徒が減少し、 できる教育の創造 め細かい指導をする。 不登校からの回復状況 指導に努めた結果、在籍生徒数のう 分に合った自学自習の方法を身 特色を出している」が 98 ％、学習面や学校
不登校経験のある生徒、転 に取り組む。 ・未受講登録生徒、学習進度の 受講登録率 ち受講登録をしている生徒の割合は につけさせることで学習が効率 生活に関する項目では「良好である」の回
・編入学の生徒、中学卒業 ・わかりやすいスクー 遅い生徒に対しては学習を促 単位修得率 51.3%で昨年より 1.1%増加し、他府 的に進められるような取り組み 答は平均 70 ％だった。昨年度各項目におい
後すぐまたは一定期間を経 リングを目指し、学 す。 卒業生徒数 県よりも高い登録率となっている。 を検討する。 て「わからない」との回答が 10 ％～ 30 ％
た生徒等が入学してきてい 習内容の精選と充 ・生徒の学習の進捗状況を把握 (在籍３～４年間で卒業す 受講登録をした生徒が単位を修得す Ｂ ・多様な生徒に対応できるような だったが、今年度は校報の送付等で工夫し

１ る。入学動機や学習歴、興 実に努める。学ぶ し、適切な受講指導を行う。 る生徒数) る割合は 33.1 ％で昨年度より 1.1 ％ ｽｸｰﾘﾝｸﾞ形態やﾘﾎﾟｰﾄの工夫に努 た結果、「わからない」との回答は、平均 8.6%
味・関心、学校観、将来観 楽しさが実感でき 生徒が積極的に学習に取り組め 各教科において新学習指導 向上した。卒業生は 71 名で、昨年度 める。 となった。しかし「通信制課程のシステム
等もさまざまで、多様化が るようにする。 るようにスクーリングやリポー 要領の観点が取り入れられ より 22.4 ％増加した。 ・タブレット端末の利用を促進で のＰＲ」については周知不足との回答が
進んでいる。また、基礎学 ・生徒とのｺﾐｭﾆｹｰｼ トの工夫を行う。 ているか。ICT の活用状況 ・ICT 活用面では貸出し用タブレット きるように指導を工夫する。 42.9%あり、一層の工夫が必要であると思
力が十分身についていな ｮﾝを深め、積極的 通信制課程独自の学習を効果的 学習施設・設備の充実状況 端末の利用が増え、スクーリングの ・教科を越えた連携や現職教育を われる。
い状況がある。 な学習を促す。 に進めるために学習環境の向上 合間にも学習に取り組もうとする姿 行い、上記３項目を推進する。

を図る。 勢が見えるようになった。

頂いた意見
年齢層も幅広く、さまざま ・個々の生徒に応 SC、SSW を活用し、外部機関 教育相談、ケース会議の開 ・ＳＣの勤務日を日曜日に、ＳＳＷの ・SC、SSW、人権エレベー ○時代の変化に対応して随分多様化し、教職員の

な課題を抱える生徒がお じたきめの細か と連携し、教育相談やケース会 催状況。生徒の回復状況 勤務日を日曜、水曜日に設定し、情 ター委員会、特別支援教育 方々も苦労されていると思っています。大変で
り、集団への参加や自己表 い指導の充実を 議等を充実させ、生徒の学習を 出身中学校、前籍校との連 報交換ができるように工夫した。。 委員会が連携し、個々の生 すが生徒ひとり一人が目標に向かって最後まで
現が不得意な生徒が多い。 図る。 支援する。 携 特別支援教育等の研修 ・就職指導員と連携した就職指導によ 徒に応じた支援策の検討に 頑張れるように指導してあげてください。

全般的に、進路や学校 ・健康教育の推進、 保健だよりによる啓発を推進する。 健康診断の受診状況 り初めて９月に就職内定を得た。応 努める。 ○在校生と話した折、学校へしばらく登校できな
生活、健康等に対する意 ・学校行事やｸﾗﾌﾞ 体育祭や文化祭等の学校行事や 学校行事への参加率 募前企業見学を 100 ％実施した。 ・１年生からの系統だった進 くても担任の先生から連絡もないので世話がな
識の希薄さがみられる。 活動への参加を 特別活動を充実させる。 特別活動への参加率 ・進路別説明会を４回実施。大阪市内 路指導の充実に努める。 いが逆に厳しいと聞きました。先生にもよると

生きる力の育成の観点か 促す。 早期から進路について考える機 情報提供、進路説明会の開 で行われた職業体験セミナーに参加。 Ａ ・就職指導員と連携し早期か 思いますが、積極的に働きかけて欲しいと思い
２ ら、意識を改善するための ・進路に関する情 会を設ける。進学希望者には情 催状況 ・円滑な指導のために中学校や前籍校 らの就職指導を進め内定率 ます。

工夫が必要である。 報提供を充実さ 報提供の機会を増やし、就職 生徒の進路希望の把握状 に連携を依頼。 の向上を目指す。 ○しばらく休んでも、しつこく電話されることが
せ、進路意識や 希望者には就職指導員と連携 況 ・２５年度から特別支援学校からの定 ・学校行事やクラブ活動への なく、そっと見守ってくださっている。登校し
勤労観を高め、 し、個々の生徒に応じた指導を 面接、履歴書指導の充実 期指導訪問を月１回程度実施。 参加率を高めるため周知方 たら声をかけてくれる。そのほどよい距離感が
将来への希望や 行う。 企業訪問の実施 ・学校行事への参加者は 25%増 法を工夫する。 絶妙で、親子でストレスがたまらず過ごせてい
夢を育む。 スクーリングや各種の学校行事 落ち着いて学校生活を送る ・生徒会が中心となり定時制課程と文 ・校内外での問題行動の抑制 ます。

・社会とつながる学 を通じ、基本的生活習慣の確立 ことができているか 化祭やチューリップリレーで交流。 のために保護者や関係機関 ○学年ごとにクラスは設けているものの、そのク
習の推進を図る。 を図ると同時に社会性を養い、 受講登録率 ・近畿地区通信制高等学校体育大会で との連携を充実させる。 ラスで活動しなければならないということがな

生涯にわたって自ら学ぶ姿勢を 学校行事への参加率 男子バスケットボール及びソフトボ く、個人個人で授業を受けていけるので、団体
身につけさせる。 クラブ登録者数 ール準優勝、男子総合３位。 行動の苦手な生徒にとっても学校に通いやすく、

とても良い制度だと思います。
通信制課程について、中 ・家庭や地域、関係 中学校や他の高等学校に対し 中・高等学校訪問や事前説 ・校報を中学校、高等学校、関係機関 ・通信制課程での学習形態への理 ○一人ひとりをはげましていただき、喜んでいま

学校、高等学校、家庭、地 学校や機関との連 て、必要な情報を提供する。 明会、校報等の発送 に毎月送付。HP を毎月更新。 解を深めるため、中学校、高等 す。未来の可能性に向かってご指導お願いいた
域、県民等に広くアピール 携を密にし、本校 オープンスクール、面談月間、 各行事の参加者数 ・ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ参加者 33 名(15 名減) 学校への周知方法を改善する。 します。
をしていく必要がある。 についての情報を 保護者会等を実施する。 ・保護者面談月間参加者 15 名(13 名減) Ｂ ・保護者の学習方法への理解を深 ○スクーリング授業を増やして欲しい。進路につ

転・編入生の占める割合 提供する。 ホームページや広報活動を充実 ホームページ更新回数 ・保護者と語る会参加者 5 名(7 名減) めることで生徒の学習が進むよ いて詳しく教えて、相談する時間を持って欲し
３ が大きい中、他の高校に対 ・さまざまな機会を させる。 情報提供回数 ・学校評議員会を２月２５日開催 うに家庭への連絡方法を工夫す い(進学について）。成績について、わかりやす

して、本校の学習システムに 利用して情報の発 学校評議員や地区指導員等の活 学校評議員会の開催 ・地区指導員が定期的に日曜日に来校 る。 い評価で教えて欲しい。
ついて更に周知していく必 受信を行う。 用を図る。 地区指導者との情報交換 し、学習や学校生活の相談を担当 ・外部や保護者が参加する行事の
要がある。 広報を工夫する。


