
１ 平成２９年度の学校評価

①学校保健・学校安全・登下校時の安全に関する教育の計画的、組織的な実践を推進し、

生徒の安全・安心を守る体制づくりをする。また、 思春期の生徒の心の安定を図るた

めの教育相談機能を充実する。

本年度の ②挨拶をはじめとした礼儀正しさを浸透させ、一人一人のニーズに合ったキャリア教育

重点目標 を実践するとともに、より一層の充実を目指し、また、各教科等におけるアクティブ

・ラーニングを推進するとともに、自立活動の充実を図る。

③地域や関係諸機関及び保護者との連携を強化し、将来にわたり社会参加し続けるため

の生活基盤を共に考える。また、卒業生の職場定着支援について進路先や就労支援機

関等と連携した体制づくりを推進する。

＊以下の各項目（分掌）の重点目標は、上記の「本年度の重点目標①②③」に関連した内容を設定した。
どれに関連しているかを下記の「重点目標」の末尾に番号で示した。

項目（担当） 重点目標 具体的方策 留 意 事 項

学校生活の 礼儀正しい ・相手を大切に ・挨拶言葉一つ一つに込められた思いを相手の心に届
充実 健全な生徒 する心を育む けられるよう、相手を見て挨拶することと分離礼す
（高等部） 集団を築き、 ために、挨拶 ることを習慣づける。

学校生活へ の指導を丁寧 ・安心して生活できる学校、地域からも愛される学校
の安心感や に行う。 になるためには何が必要で何をしたらよいのか、生
本宮校舎へ ・学校をよりよ 徒会執行部が主体的に話し合える時間を設定し、具
の愛校心を くする活動を 体的な活動を計画できるようにする。また、生徒自
高める。 生徒自らが考 身が考えた活動が実現できるようサポートする。
① ② ③ える機会を設

ける。

学校と保護 保護者との 保護者と学校、 ・これまでに行ってきた、ＰＴＡの各委員会活動の事
者との連携 連携（相互 保護者間の連携 業を見直しも含め検討する。
体制の強化 理解）を一 がさらに深まる、 ・外部の関係諸機関とも連携し、外部からの情報を積
（総務部） 層強固なも ＰＴＡの各委員 極的に得るような活動を保護者とともに考え、実施

のとする。 会活動を実施す する。
③ る。 ・創立 10周年記念事業の準備を滞りなく進める。

学習指導の アクティブ ・各教科等の授 ・研修・自立活動部と連携し、指導力の向上を図りな
充実 ・ラーニン 業にアクティ がら、全職員でアクティブ・ラーニングの視点を共
（教務部） グの推進を ブ・ラーニン 有する。

図るととも グの視点を取 ・各教科等の授業において、生徒が主体的、対話的に
に、社会に り入れる。 学ぶことができる指導と支援の在り方を検討し、授
開かれた教 ・教育活動にお 業改善を図る。
育課程の実 いて地域の資 ・学習の成果を地域で発揮する機会を積極的に設け、
現を目指す。 源の積極的な 地域に根ざした教育活動を推進する。
② ③ 活用を図る。

教員研修の 教員の資質 現職研修および ・現職研修、教職経験者研修を中心に、的確な生徒理
充実 向上のため 教職経験者研修 解に基づいた生徒の進路実現に向けた専門的な知識
（研修・自 の研修体制 を核として、計 技能の向上や、生徒が安全、安心に生活できる学校
立活動部） の充実を図 画的な研修会を 作りのための研修を実施する。

る。 実施する。 ・教務部と連携しながら各教科等におけるアクティブ
① ② ③ ・ラーニングの推進、自立活動の充実を図るための

専門的な知識・技能を高める研修を実施する。
・進路指導部と連携した卒業後の生活支援、就労支援
のための情報交換、支援方法の習得を目的とした研
修を実施する。

情報機器活 機器活用の ・情報機器活用 ・タブレット端末の活用のため、ネットワーク環境の
用の充実 ための研修 のための環境 整備やデータ保存場所の設置を行う。
（図書・情 及び環境整 整備をし、授 ・タブレット端末の活用促進のため、データ転送や保



報） 備を図る。 業での活用を 存の方法について職員に周知する。
② 促進する。 ・ビデオカメラやタブレット端末で撮影した動画の保

存方法のマニュアルを作成する。

生徒の安心 学校安全及 ・自転車の安全 ・豊川市の無事故・無違反ラリーに参加し、年間を通
安全を守る び緊急時の 運転を中心と じて交通安全が意識できるように促す。
体制作り 対応に係る した交通安全 ・宝陵高校と合同で防災避難訓練を実施し、実際の災
（生徒指導 意識を高め 意識を促す。 害を想定した場面作りを計画する。
部） る。 ・防災などの緊 ・下校途上での災害を想定した対応訓練を計画的に実

① 急時の対応に 施する。
ついて、災害 ・保健体育部と連携し、教育相談体制の活用を図る。
を想定した訓 ・生活上の課題がある生徒について、該当学年と連携
練を計画的に しながら必要に応じて心の安定を図るための指導計
行う。 画を提案する。

・生徒の心の安
定を図るため
の連携を強化
する。

いじめや生 ・適宜、担任と ・週に２時間、担任がクラスの生徒と個別懇談できる
徒の悩みに 面談する機会 時間を設ける。
ついて早期 を設け、早期 ・生徒が記入しやすいアンケート様式にする。
発見し、未 の実態把握に ・アンケート実施後、面談が必要な生徒には、担任と
然防止を図 努める。 個別に話をするなど、生徒が話しやすい環境を設定
る。 ・年間２回「生 することで、的確に実態把握できるようにする。

① 活に関するア ・アンケート結果について、職員間での共通理解や保
ンケート」を 護者への連絡を速やかに行い、迅速に対処できるよ
実施し、いじ うにする。
めや悩みなど ・週に一度、職員間で生徒情報を交換する機会を設定
について早期 し、共通理解に基づいた指導が展開できるようにす
発見し、適切 る。
な対処につな ・今年度の取組状況を検証し、いじめ防止基本方針の
げる。 見直しを図る。

救急処置や 学校生活の 予想される事故 ・時に応じた最新の情報を提供することに努めるとと
救急連絡体 中で起こり やけが､病気等の もに、学校生活全般において予想される病気、事故
制の周知徹 うる病気や 対応シミュレー やけが等の緊急対応シミュレーションや講習会を実
底 けが等の対 ションや講習会 施する。
（保健体育 応について を行う。 ・病気やシチュエーションに合わせてマニュアルを作
部） 共通理解を 成し、適切な対応ができるようにしていく。

深める。 ・生徒の委員会活動を通して生徒の健康に関する意識
① の向上を図る。

・生徒指導部と連携し､教育相談体制の充実を図る。

進路指導の 家庭、関係 ・進路説明会等 ・進路説明会や進路懇談、PTA企業見学会等の機会を
充実 諸機関、職 を利用し、家 利用し、対象学年や時期、内容等を検討して情報発
（進路指導 員等へ必要 庭に周知すべ 信をする。本宮校舎の企業へのアピールポイント、
部） に応じた情 き内容を的確 業種や雇用の形態等、伝えられる範囲で具体的に説

報を提供し、 に伝える。 明する。
連携を深め ・関係諸機関と ・関係諸機関のニーズを確実に把握し、生徒の情報を
る。 の諸会議で、 的確に伝え、卒業後、充分な支援が受けられるよう

③ 必要な生徒情 にする。
報を伝える。 ・企業が求めている力を全職員に発信し、工業や各教

・企業の考え等 科等の指導に役立てられるようにする。また、企業
を部会等で職 が求めている力を業種別に分けて紹介するなど、伝
員に伝える。 え方も工夫する。

学校関係者評価を実施す ・挨拶をはじめとした礼儀正しい生徒の育成について
る主な評価項目 ・将来にわたり社会参加し続けるための生活基盤の構築と職場定着を実現

するための地域や関係諸機関及び保護者との連携について



２ 平成２８年度の学校評価
⑴ 自己評価結果等

①学校保健・学校安全・登下校時の安全に関する教育の計画的、組織的な実践を推進し、
生徒の安全・安心を守る体制づくりをする。また、 思春期の生徒の心の安定を図るた
めの教育相談機能を充実する。

本年度の ②挨拶をはじめとした礼儀正しさを浸透させ、一人一人のニーズに合ったキャリア教育
重点目標 を実践するとともに、より一層の充実を目指し、新しい教育課程の効果的な運用を図

る。
③関係諸機関及び保護者との連携を強化し、将来にわたり社会参加し続けるための生活
基盤を共に考える。また、卒業生の職場定着支援について進路先や就労支援機関等と
連携した体制づくりを推進する。

＊以下の各項目（分掌）の重点目標は、上記の「本年度の重点目標①②③」に関連した内容を設定した。
どれに関連しているかを下記の「重点目標」の末尾に番号で示した。

項目（担当） 重点目標 具体的方策 評価結果と課題

学校生活の 挨拶をはじ ・挨拶、礼儀に 外部講師による挨拶や礼儀、マナーについての講義
充実 めとした礼 ついて、基礎 を設定したり、全校朝礼等で挨拶言葉のもたらす意義
（高等部） 儀正しさを 知識を深める。 を伝えたりすることで、挨拶について知識を深めるこ

身につけ、 ・生徒自らが学 とができた。挨拶の大切さについての理解は深まって
本宮校舎の 校をよりよく いるが、まだ行動が伴わない生徒もいるため、今後も
一員として する活動を取 継続課題として取り組む必要がある。
愛校心を高 り入れる。 生徒会執行部で学校をよりよくするための活動につ
める。 いて話し合ったところ、挨拶運動や１分前着席の徹底
① ② 等の意見が出され、具体的な活動として実現できた。

来年度以降も積極的に生徒会が中心となった学校をよ
りよくする活動を取り入れていきたい。

学校と保護 保護者との 保護者と学校、 PTA 主催の各行事には多くの参加者や協力者が集ま
者との連携 連携（相互 保護者間の連携 り、知識を広めたり、生徒の活動への十分なサポート
体制の強化 理解）を一 がさらに深まる、 を行ったりすることができた。役員会、保護者会等へ
（総務部） 層強固なも ＰＴＡの各委員 の参加率も高く、PTA 活動に対する保護者の積極的な

のとする。 会活動を実施す 取り組みを感じることができた。今後も保護者、職員、
る。 生徒にとっても、より有意義なものになるよう連携を

③ 取って計画を進めていく。

教育課程の 新しい教育 授業実践を通し、 新しい教育課程について、新たに導入した自立活動
充実 課程の効果 よりよい指導内 と福祉の実践経過をまとめ、職員間で共有した。
（教務部） 的な運用を 容や方法、教材 次期学習指導要領の告示を踏まえ、特に自立活動の

図る。 整備の充実を図 指導の在り方について検討を重ね、更なる充実を目指
② る。 して取り組んでいくことが今後の課題である。

教員研修の 教員の資質 現職研修および 現職研修では、iPad 活用などの教員の資質向上のた
充実 向上のため 教職経験者研修 め外部講師による講座、生徒の心身の健康に関する研
（研修部） の研修体制 を核として、計 修、新設された教科「自立活動」など教育課程の充実

の充実を図 画的な研修会を を目的とした研修を行い、今年度より夏季休業中にも
る。 実施する。 自主研修を設けた。実施後のアンケートにて、教員の
② ③ 意欲の高まりを確認することができた。今後も専門的

かつ実践的な知識・技能の習得を目指し、教職員の心
身の健康を意識した研修を設定したい。



情報機器活 機器活用の ・情報機器を活 タブレット端末の利用について、総合教育センター
用の充実 ための研修 用した授業の の職員による教員向け研修会を夏季休業中に実施した。
（図書・情 及び環境整 あり方を探る。 教室でのネットワーク環境を総合教育センターと連
報） 備を図る。 ・情報機器活用 携して改善し、教員用パソコン、タブレット端末とも

② のための環境 に、教室での利用が可能となった。さらに音楽室でも
整備をする。 利用できるようにし、活用が広がった。

生徒の安全 学校安全及 ・自転車を中心 豊川市の２５０日間自転車無事故・無違反ラリーに参
確保 び登下校時 とした交通マ 加し、登下校時および在宅時での交通安全を意識する
（生徒指導 ・在宅時の ナーについて ことで無事故無違反を達成することができた。登下校
部） 交通安全に 基礎理解を深 指導については、教師の目が届かないところで一部安

係る意識を める。 全を確保できないことがあり、関係保護者には迷惑を
高める。 ・防災防犯につ かけてしまった。今後は生徒の安全を確保する工夫を

① いて自ら考え 考えるとともに生徒が自らの安全を守る意識を深める
行動できる態 指導を考えていく。防災指導については、年３回の校
度を身につけ 内での防災避難訓練を始め、下校途上での災害対応訓
る。 練も実施し、防災意識を高めることができた。

救急処置や 学校生活の 予想される事故 ５月の心肺蘇生法講習会では、豊川消防署より外部講
救急連絡体 中で起こり やけが､病気等の 師を招き、心肺蘇生法と AED の使用方法の一連の流
制の周知徹 うる病気や 対応シミュレー れを確認し、人形を使い、一人ずつ実践することで対
底 けが等の対 ションや講習会 応の仕方の定着を図ることができた。
（保健体育 応について を行う。 ６月の緊急対応シミュレーションでは、生徒の実態
部） 共通理解を に合わせ、起こりうる緊急時の対応についてシミュレ

深める。 ーションを行った。食物アレルギー、てんかん発作、
① 熱中症を題材とした。実際に起こりうる事故のシミュ

レーションを行うことで職員の意識と実践力の向上を
図った。生徒の特性や疾病についてのプリントを配布
し、生徒の実態を把握することの大切さを周知するこ
とができた。また、様々な場面を想定した緊急時対応
マニュアルを作成することができた。実際にマニュア
ルが役に立つ状況もあったので今後は、生徒の実態、
場面に合わせ、起こりうる事故対応全てのマニュアル
整備をしていきたい。

就労支援と 関係機関と 在学中から生徒 ３年生を中心に、各支援機関への情報提供を行い、密
生活支援の の連携を強 情報共有し、各 接に連携を取ることができた。また、２月の移行支援
充実 化し、職場 支援機関の役割 会議において、進路先企業や就業・生活支援センター、
（進路指導 定着支援に や学校としての 各相談支援事業所等と支援の具体的な方策について検
部） 向けての体 支援の在り方を 討していく。その中には生活部分の安定を図り、安心

制づくりを 整理する。 して職場等へ行くための必要な支援についても取り上
進める。 げ、話を進める。

③ １、２年生についても、早期から支援体制を構築して
いくために、地域の支援機関への情報発信を始めてい
る。今後もケース会等を通じながら、的確かつ柔軟な
対応を取れるようにしていきたい。

総 合 評 価 どの分掌も「本年度の重点目標」を意識した目標を設定し、具体的な取り
組みを実践した。主任が交代した分掌も多かったが、新たな視点での積極
的な実践により成果も多くあった。また、見つかった課題や反省を基に今
後さらに充実した取組を実践していきたい。



⑵ 学校関係者評価結果等

学校関係者評価を実施した ・キャリア教育の充実を目指した授業の在り方（授業改善）及び教育
主な項目 課程変更後の成果や問題点について

・将来にわたり社会参加し続けるための生活基盤の構築と職場定着を実
現するための関係諸機関や保護者との連携について

自己評価結果について ・キャリア教育の充実を目指した授業の在り方（授業改善）及び教育
課程の改善について

生徒の自己理解を促し、主体性を育てることをねらいとし、全生徒を対
象に週１時間、「自立活動の時間における指導」を開始した。指導の進め
方や具体的な実践事例を職員間で共有しながら、指導の成果を挙げること
ができた。
また、今年度より導入した教科「福祉」では、地域の障害者支援施設等

との連携を図りながら、「相手のことを思いやる優しい心」を育てるため
の指導を充実させることができた。
そして、「芸術教科（音楽・美術）の選択制」を導入したことにより、

生徒の興味・関心に応じて、これまでよりも広く、深い学習を展開するこ
とができた。
新しい教育課程の実施によって得られた初年度の成果を踏まえ、２年目

は更なる充実を目指して教育課程の定着を図っていきたい。

・将来にわたり社会参加し続けるための生活基盤の構築と職場定着を実
現するための関係諸機関や保護者との連携について

関係諸機関との連絡会議、相談支援事業所との連絡会議、職業相談等を
通して、３年生を中心とした生徒情報の提供、生徒や保護者との相談会を
実施した。特に３年生については、卒業に向けての準備として、関係機関
の担当者から具体的な支援内容をご教示いただけるような連絡体制の構築
ができた。また、移行支援会議では、本人を中心に、個々に応じたより具
体的な支援の方法を共通理解できた。

今後の改善方策について ・ 次期学習指導要領においては、各教科等におけるアクティブ・ラーニ
ング（主体的・対話的で深い学び）の視点と自立活動の充実が求められ
ている。本宮校舎としては、今年度より始めた「自立活動の時間におけ
る指導」の充実を図りながら、アクティブ・ラーニングを推進していき
たい。そして、各教科等の指導においても、アクティブ・ラーニングの
視点を導入できるようにしていきたい。
自立活動の指導力は、特別支援教育の指導力でもある。教師間の連携

を深めながら専門性向上への取組を図るとともに、生徒の長所を伸ばし、
課題を克服するための指導と支援の更なる充実を目指していきたい。

・ 本宮校舎では、「生活自立＋職業自立＝社会自立」という目標を掲げ
て取り組んでいる。よって生活基盤の安定を図るため、必要に応じてケ
ース会等を設け、相談支援事業所や市役所福祉課、GH 関係者等と連携
を取っている。開校８年が経ち、こういったケース会を設けて支援の充
実を図る取組は多くあり、養護施設の生徒や協力的な家庭の場合は、あ
る一定の効果は発揮できていると考える。しかし、学校と連携が難しい
家庭については、生徒本人にとって充分な支援ができているとは限らな
い。在学中の懇談会やＰＴＡの勉強会等で繋がりをもつ機会を増やした
り、個々の家庭に応じたアプローチの方法を検討したりして、より具体
的な支援を考えていきたい。
職場定着については、各支援機関との連携や現職員によるサポート体



制ができており、離職に繋がるケースは減ってきている。しかし、支援
機関、学校の担当者も異動等で変わる場合も今後は増えてくる。担当が
変わった時にも、現在と同様な支援ができるよう、これまで以上に情報
提供や具体的な支援方法の啓発等を行っていきたい。

その他（学校関係者評価委 【企業の方より】
員から出された主な意見、 年始めの会社の新入社員挨拶会で、４月入社予定の本宮の生徒さんがしっ
要望） かり挨拶してくれた。他の新入社員の見本であり、こういった基本が大切である。

愛知の中小企業の集まりでバリアフリー交流会をしている地区があるが、東三
河地区にはない。学校と企業の縦のつながりはあるが、横のつながりが弱い。こ
のつながりがあるとよい。そういう風土になってほしい。
【社会福祉法人の方より】
学校の先生が多忙であるとよく聞くが、どんな感じなのか気になる。
本宮校舎で行っている移行支援会議はありがたい。企業の方とも顔合わせが

でき、何かあった時に関係がすぐ持てる。大変よい会なので、もう少し一人あたり
の時間が確保できるとなおよい。
【大木町内会長より】
宝陵高と本宮校舎との関係が素晴らしい。体育祭や文化祭といった合同の

行事や他にも多くの交流があり、関係がうまく機能している。宝陵高校の生徒に
とっても将来社会に出た時にプラスになると思う。
大木会館の掃除、展示などを見て、本宮校舎の生徒達の将来の幸せを願っ

ている。世の中では社会的弱者への対策が始まっているが、まだまだだと思う。
【一宮商工会長より】
本宮まつりで生徒達を見ていると先生の指導のもと、てきぱきとやっているの

で、礼儀正しさは薄れていないと思う。
豊川商工会議所の方にも評議員に入ってもらい、本宮校舎を理解してもらう

とよいと思う。私から関係者に声を掛けてもよい。
【保護者より】
性教育について､保護者が学校のアンケートで指導内容を教えて欲しいと要

望したら、３年間の計画案や卒業前の講話などすぐ対応していただけた。それ
を元に子どもと有意義な話ができた。
ＰＴＡの役員だと会議への出席のため授業を見る機会がなくなってしまう。アン

ケートで要望した授業参観週間の実施はありがたい。
本宮校舎のアピールを子供が卒業してからもしていきたい。
部活動などによる先生方の勤務多忙化を心配している。先生が健康でないと

いけないので、それを第一に考えていただきたい。保護者が先生に甘えてはい
けないと思う。

学校関係者評価委員会の構 ・構成・・・学校評議員５名（企業関係者、社会福祉法人関係者、PTA会長、
成及び評価時期 大木町内会長、一宮商工会会長）、保護者代表２名（ＰＴＡ役員）

・評価時期・・・２月下旬


