
１ 平成３０年度の学校評価

① 生徒の安全・安心な学校生活を保障するための実践的な教育を進める。

② 学習環境を整備した上で主体的・対話的で深い学びを推進する。

本年度の ③ 一人一人の教育的ニーズを十分把握した上で、自立活動の充実を図る。

重点目標 ④ 伝統である挨拶と礼儀正しさを定着させ、個に応じたキャリア教育を推進する。

⑤ 保護者や地域および関係機関との連携を強化し、社会参加に必要な資質・能力を育

てる。

⑥ 職員が心身共に健康に働くことのできる職場環境を作る。

＊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①～⑥」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 挨拶と礼儀 ・挨拶をする意 ・企業担当者や卒業生、学校見学者などからの評価を
充実 正しさを定 味を考え、意 生徒に伝え、多角的なアプローチを行う。相手を見
（高等部） 着させ、学 識や意欲を高 ることや、笑顔、分離礼など、挨拶のポイントを具

校生活への める学習機会 体的に伝え、職員全体で学校生活を通して指導する。
安心感や本 を設ける。
宮校舎への ・学校をよりよ ・安心して生活できる学校、地域から愛される学校に
愛校心を高 くする活動を するための方策について、生徒会や各委員会等で主
める。 生徒自らが考 体的、対話的に検討する時間や、全校朝礼等で発表
① ② ④ ⑤ え、実践する 実践する機会を設定する。生徒の思いを実現できる

機会を設ける。 ように支援する。

学校と保護 保護者との ・保護者と学校、 ・授業参観週間の充実を図る。案内の内容や期間など
者との連携 連携（相互 保護者間の連 を見直し、より多くの保護者に参観してもらえるよ
体制の強化 理解）を一 携がさらに深 うに努める。また、授業内容への理解を深める。
（総務部） 層強固なも まる、ＰＴＡ ・授業改善アンケート、教育活動アンケートの周知徹

のとする。 の各委員会活 底を図り、より多くの保護者から回答を頂けるよう
② ⑤ 動を実施する。 に努める。

・創立 10周年記念事業を滞りなく進める。

学習指導の 新学習指導 ・新学習指導要 ・新学習指導要領で求められる内容について、職員間の
充実 要領の実施 領の理解を図 共通理解を図る。
（教務部） に向けて理 り、既存の各 ・各教科等の主任と連携し、新たに求められる「育成す

解推進を図 教科等の指導 べき資質・能力の三つの柱」の観点から学習目標と評
る。 内容を見直す。 価について見直しを図る。
② ④

主体的・対 ・生徒の学びの ・昨年度の取組に引き続き、生徒一人一人の学びの姿を
話的で深い 視点で日々の 把握し、よりよい授業づくりに向けて検討する。
学びを推進 授業を見直し、 ・授業参観週間等を生かし、日々の授業を客観的に見つ
する。 授業改善を図 め直す機会を計画的に設定する。

る。
②

教員研修の 教員の資質 ・現職研修およ ・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 び教職経験者 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 研修を核とし 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 て、計画的な 作りのための研修を実施する。

る。 研修会を実施 ・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 ④ する。 ・ラーニングの推進及び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し、指導
力の向上を図る。

情報機器活 機器活用の ・情報機器活用 ・タブレット端末等の情報機器の利用法を伝達し、活
用のための ための研修 のための環境 用の促進を図る。
環境作り 及び環境整 を整備し、授 ・セキュリティポリシーを周知し、情報資産の管理体
（図書・情 備を行う。 業での活用を 制を構築する。
報部） ② 促進する。



生徒や職員 学校安全及 ・防災などの緊 ・年間３回実施する防災避難訓練のうち、第２回防災
の安心安全 び緊急時の 急時の対応に 避難訓練は本宮校舎単独で実施する。組織として緊
を守る体制 対応に係る ついて、災害 急時の対応力を高めるため、実際の災害発生時を想
作り 意識を高め を想定した訓 定し、地震による火災発生やけが人の対応など、さ
（生徒指導 る。 練を計画的に まざまな状況を設定する。さらに、事前に訓練の日
部） ① 行う。 時や想定を伝えずに実施する。そして、訓練後には、

クロスロードによる言語活動を取り入れることで、
緊急時の対応に係る個々の意識を高められるように
する。

いじめや生 ・年間２回「生 ・生徒が記入しやすいアンケート様式にする。
徒の悩みに 活に関するア ・アンケート実施後、面談が必要な生徒には、担任と
ついて早期 ンケート」を 個別に話をするなど、生徒が話しやすい環境を設定
発見し、未 実施し、いじ することで、的確に実態把握できるようにする。
然防止を図 めや悩みなど ・アンケート結果について、職員間での共通理解や保
る。 について早期 護者への連絡を速やかに行い、迅速に対処できるよ

① 発見し、適切 うにする。
な対処につな ・携帯電話について、公共の場での正しい使用法や、
げる。 アプリの利活用について、携帯電話やスマートフォ

・携帯電話やタ ンの使用に関する講習会を実施する。
ブレット端末
等の使用規則
を活用し、適
切な利活用に
繋げる。

生徒の心身 学校生活の ・予想される事 ・時に応じた最新の情報を提供することに努めるとと
の健康を守 中で起こり 故やけが､病気 もに、学校生活全般において予想される病気、事故
るための体 うる病気や 等の対応シミ やけが等の緊急対応シミュレーションや講習会を実
制作り けが等の対 ュレーション 施する。
（保健体育 応について や講習会を行 ・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 う。 成し、適切な対応ができるようにしていく。

深める。 ・けがや熱中症など未然に防ぐための取組を考え、実
① 践する。

・生徒の委員会活動を通して生徒の健康に関する意識
の向上を図る。

生徒が心の ・生徒に悩みを ・年２回の「生活に関するアンケート」で全校生徒の
悩みを相談 相談できる場 小さな悩みから把握していく。
しやすい環 を提供し、学 ・定期的に悩みを相談する時間と場「心のオアシスタ
境を整備す 校医やカウン イム」を設ける。
るとともに セラーに繋げ ・状況に応じて学校医によるメンタルケア、スクール
相談体制を ていく。 カウンセラー（宝陵高校）に繋げる。
充実させる。

①

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等を通じて、対象学年や時期、
充実 諸機関、職 を利用し、家 内容等を精選して情報発信をする。企業へのアピー
（進路指導 員等へ必要 庭に周知すべ ルポイント、業種や雇用の形態等、伝えられる範囲
部） に応じた情 き内容を的確 で具体的に説明する。また、家庭のサポート力強化

報を提供し、 に伝える。 に繋がる内容も伝え、支援の重要性を周知する。
連携を深め ・関係諸機関と ・関係諸機関の役割に応じて生徒情報等を的確に伝え、
る。 の諸会議で、 卒業後、十分な支援が受けられるようにする。

⑤ 必要な生徒情 ・職場開拓の中で知り得た情報を職員に発信し、企業
報を伝える。 が求める人材育成のための指導に役立てられるよう

・企業の考えを にする。
部会等で職員
に伝える。

健全な職場 勤務時間の ・一人一人の職 ・在校時間等の状況記録の結果を職員で共有し、自分
環境作り 自己管理に 員が自分の働 の働き方について見直す機会を作る。
（管理職） 努める。 き方について ・職員室の施錠時刻についてより一層周知を図り、勤

⑥ 見直す。 務時間への意識を高める。

学校関係者評価を実施す ・主体的・対話的で深い学びの推進（教務部）
る主な評価項目 ・いじめや生徒の悩みの早期発見及び未然防止について（生徒指導部、保

健体育部）
・勤務時間の自己管理について（管理職）



２ 前年度の学校評価
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、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 経過報告と今後の課題

学校生活の 礼儀正しい ・相手を大切に ・声の大きさや表情などに課題の残る生徒もいるが、
充実 健全な生徒 する心を育む 多くの生徒は日常生活の中で自然な挨拶ができるよ
（高等部） 集団を築き、 ために、挨拶 うになった。また、現場実習や部活動大会などの行

学校生活へ の指導を丁寧 事等と関連づけた指導が効果的であったため、今後
の安心感や に行う。 も多角的なアプローチを継続していきたい。
本宮校舎へ ・学校をよりよ ・文化祭や生徒集会など生徒会が企画・運営する行事
の愛校心を くする活動を を行った。実施後に生徒から出された感想や改善案
高める。 生徒自らが考 を生徒会が集約・検討し、次年度へ申し送っていく。
① ② ③ える機会を設 ＰＤＣＡサイクルを生徒中心で行うことで、愛校心

ける。 や主体性をのばすことができた。

学校と保護 保護者との ・保護者と学校、 ・ＰＴＡ主催の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 り、知識を広めたり、生徒の活動への十分なサポー
体制の強化 理解）を一 携がさらに深 トを行ったりすることができた。
（総務部） 層強固なも まる、ＰＴＡ ・保護者の要望に応え、全学年を対象とした授業参観

のとする。 の各委員会活 週間を設定した。保護者の都合に合わせてゆったり
③ 動を実施する。 と参観を行うことができ、授業改善アンケートでも

よい評価をいただくことができた。ＰＴＡ事業委員
会主催の「豚汁の会」の会場を今年度から学校に移
したが、問題なくできた。授業参観週間を増やすこ
とも検討しながら、今後も保護者、職員、生徒がよ
り有意義な活動ができるよう連携を取って計画を進
めていきたい。

学習指導の アクティブ ・各教科等の授 ・本宮校舎におけるアクティブ・ラーニングの捉え方
充実 ・ラーニン 業にアクティ について現職研修を実施し、職員間の共通理解が図
（教務部） グの推進を ブ・ラーニン れた。研究授業等では積極的にアクティブ・ラーニ

図るととも グの視点を取 ングの実践が増えた。また生徒及び保護者への授業
に、社会に り入れる。 アンケートを実施し、授業改善のための参考とした。
開かれた教 ・教育活動にお 今後、更なる授業改善につなげたい。
育課程の実 いて地域の資 ・昨年度に続き、福祉の授業を中心に、近隣の障害者
現を目指す。 源の積極的な 支援施設での活動を進めた。地域との関わりを更に
② ③ 活用を図る。 深めていきたい。

教員研修の 教員の資質 ・現職研修およ ・現職研修については、内容の見直しを図りながら計
充実 向上のため び教職経験者 画通り月１回程度実施することができた。実施後の
（研修・自 の研修体制 研修を核とし アンケートの結果から、各校務主任からの研修では
立活動部） の充実を図 て、計画的な 本校が目指す教育活動のあり方について共通理解で

る。 研修会を実施 きたこと、外部講師による研修では職員が新たな知
① ② ③ する。 識を得ることができたことが分かった。教職経験者

研修については、各教員と連携を密にして計画通り
に進めることができた。

・自立活動について、各学年でのグループ別の内容で
の実施を提案したところ、各学年で計画、実施、評
価、見直しにより、学校全体で有用性について確認
できた。来年度の自立活動の内容に生かしたいと考
えている。

情報機器活 機器活用の ・情報機器活用 ・生徒用ネットワークにネットワーク型ハードディス
用の充実 ための研修 のための環境 クを設置し、iPad とデータのやりとりができるよう
（図書・情 及び環境整 整備をし、授 にした。これにより iPad とパソコンのデータのやり
報部） 備を図る。 業での活用を とりがスムーズにできるようになった。活用を促す

② 促進する。 ために、データの移動方法について職員研修を実施
した。

・ランチルーム、家庭科室に新たに有線 LANを引き、
ネットワークを拡張した。また音楽室には無線 AP



を常設し、利便性を向上させた。今後も情報機器の
活用を推進するため、機器の整備と研修を継続して
いきたい。

生徒の安心 学校安全及 ・自転車の安全 ・豊川市の２００日間自転車無事故・無違反ラリーに
安全を守る び緊急時の 運転を中心と 参加したことで交通安全への意識が高まり、無事故
体制作り 対応に係る した交通安全 無違反を達成することができた。
（生徒指導 意識を高め 意識を促す。 ・第２回防災避難訓練を本宮校舎単独で実施した。予
部） る。 ・防災などの緊 告なしで実施したことで、生徒自身が最善の避難方

① 急時の対応に 法を自分で考え、行動に移すという有意義な訓練が
ついて、災害 できた。事後学習では、クロスロードを取り入れ、
を想定した訓 共通のテーマについて討論したり、身近な物ででき
練を計画的に る災害グッズの紹介をしたりしたことで、災害への
行う。 意識を高めることができた。

・生徒の心の安 ・週に一度、職員打ち合わせの時間を活用して、全校
定を図るため 生徒の情報交換をした。今後も継続して行い、情報
の連携を強化 の周知徹底を図っていきたい。
する。

いじめや生 ・適宜、担任と ・保健体育部と連携し、「生活に関するアンケート」に
徒の悩みに 面談する機会 ついて一部質問項目を変更して実施した。アンケー
ついて早期 を設け、早期 トの結果に基づいた面談やその他適宜担任面談を実
発見し、未 の実態把握に 施したことでいじめや悩みについて生徒や生徒間の
然防止を図 努める。 様子を多く把握することができ、担任、学年主任と
る。 ・年間２回「生 連携して対応することができた。今後も継続して実

① 活に関するア 施するとともに、職員間の連携を深めていきたい。
ンケート」を
実施し、いじ
めや悩みなど
について早期
発見し、適切
な対処につな
げる。

救急処置や 学校生活の 予想される事故 ・心肺蘇生法講習会では、豊川消防署より外部講師を
救急連絡体 中で起こり やけが､病気等の 招き、心肺蘇生法と AED の使用方法の一連の流れ
制の周知徹 うる病気や 対応シミュレー を確認した。人形を使い、一人ずつ実践することで
底 けが等の対 ションや講習会 対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。 ・緊急対応シミュレーションでは、食物アレルギーと
部） 共通理解を 熱中症を題材にして取り組んだ。エピペンを所持し

深める。 ている生徒が入学してきたため、アレルギー症状の
① 出方や服薬、対応の仕方などを確認した。また、エ

ピペン練習用トレーナーを一人一キット用意し、実
践的な練習を行うことで知識を深めることができた。
熱中症のシミュレーションでは、実際の事故を想定
し、マニュアルを使わずに行ったことで職員の対応
力を高めることができた。また、事故が起きた際の
取組だけでなく、未然予防についても部活動ごとに
話合う機会を設けた。サーキュレーターやクーラー
ボックスを購入し、様々な熱中症対策をした結果、
熱中症の症状を訴える生徒はほとんど出なかった。
今後も職員の危機管理意識と実践力の向上を図って
いきたい。

進路指導の 家庭、関係 ・進路説明会等 ・家庭への情報提供として、企業の採用動向や雇用の
充実 諸機関、職 を利用し、家 形態、求める人物像等、より具体的に伝えられるよ
（進路指導 員等へ必要 庭に周知すべ うに内容を精選して説明した。また、パワーポイン
部） に応じた情 き内容を的確 トや資料を用いて視覚的に提示するよう努めた。た

報を提供し、 に伝える。 だ、求人状況は日々変化するため、混乱するような
連携を深め ・関係諸機関と 説明を控える必要もある。経済状況や社会情勢等の
る。 の諸会議で、 背景を踏まえた上で情報発信していきたい。

③ 必要な生徒情 ・関係諸機関へは、校内実施の連絡会議や地域で行う
報を伝える。 就労部会等で必要な情報交換ができた。

・企業の考え等 ・進路に関する職員への情報提供を充実させるため、
を部会等で職 企業から届くアンケートを提示したり外部講師によ
員に伝える。 る講義を実施したりした。職場開拓等の学校と企業

とのやりとりについては、今後、職場開拓記録（仮）
を回覧する等、伝え方を工夫して取り組んでいきた
い。

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
総 合 評 価 組を実践した。また、目標達成に向けて分掌が連携を図り、協働的に実践

することもでき、概ね目標を達成できた。見つかった課題や反省を基に、
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 ・挨拶をはじめとした礼儀正しい生徒の育成について（高等部）
主な項目 ・将来にわたり社会参加し続け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（進路指導部）
・いじめや生徒の悩みについての早期発見や未然防止について（生徒指導
部）

自己評価結果及び ・挨拶をはじめとした礼儀正しい生徒の育成について（高等部）
今後の課題

・多様な特性や実態の生徒が在籍しており、中には挨拶の声の大きさや表
情などに課題の残る生徒もいる。しかし、多くの生徒は日常生活の中で
自然な挨拶ができるようになった。集会や式典などでの分離礼も、ほぼ
全員の生徒ができるようになった。指導の際は、現場実習や部活動大会
などの行事等と関連づけた指導が効果的であった。今後も、職員全員で
多角的なアプローチを継続していきたい。

・将来にわたり社会参加し続け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（進路指導部）

・校内で実施するハローワークや障害者支援センター、相談支援事業所と
の連絡会議、地域で行われる自立支援協議会の就労部会等において、企
業についてや自立に向けて必要な生活力について有意義な情報交換がで
きた。

・家庭への情報提供として、企業の採用動向や雇用の形態、求める人物像
等、より具体的に伝えられるように内容を精選して説明した。また、就
職後の家庭のサポート力を重視される企業が多いため、現場実習での参
観や反省会等を通して、家庭での支援の大切さを意識できるように話を
した。

・いじめや生徒の悩みについての早期発見や未然防止について（生徒指導
部）

・年間２回実施する「生活に関するアンケート」について一部質問項目を
変更した。アンケート結果に基づいた面談や、学級担任との面談を適宜
実施したことで、いじめや悩みについて生徒の思いや生徒間の様子を多
く把握することができた。また、担任や学年主任と連携し適切な対処に
つなげることができた。

今後の改善方策について 【高等部】
・多角的なアプローチを継続したい。更なる拡大として、企業担当者等の
地域の関係機関の方々、保護者、卒業生などからの評価を頂き、生徒に
伝えるようにしていきたい。学校の「出口」に関わる企業担当者や卒業
生からのアプローチと同時に、「入口」に関わる地域の中学生からのア
プローチを並行して行うことで、挨拶や礼儀を本宮校舎の伝統として定
着させていきたい。評価を頂く機会と明確な評価基準を検討し、準備し
ていく。

【進路指導部】
・就労面、生活面ともにサポートの必要な生徒は多いため、これまでと同
様に、連携を深めたい。また、求人状況や福祉サービスの制度等、日々
変化するケースについては、情報を更新し、生徒や保護者、職員へ周知
できるようにしたい。

・自分自身でできることを増やしていくことは、生徒にとって最も必要な
ことである。ただ、卒業後、社会人としては未熟なところは多い。そう
いった場合に、家庭がどれだけそれに気づいてサポートできるかが、職
場定着に繋がると考える。学校同様、会社自体も家庭と連携を取って本
人の成長を促したいと考えている。進路説明会等でいろいろな事例を挙
げて、家庭の支援力の大切さを伝えていきたい。



【生徒指導部】
・各学年の職員間で連携を深めたい。次年度も週に一度、全職員で生徒情
報交換の場を設けたい。「生活に関するアンケート」実施後は、からか
いや嫌がらせもいじめにつながる要素として捉え、早期対応に努めるこ
とで、人と適切な関わり方ができるようにしていく。

その他（学校関係者評価委 【ＰＴＡ会長より】
員から出された主な意見、 ・会長の集まりで宝陵高校との併設のことが話題になる。他校にはない特
要望） 色なので、「いいですね」と言っていただくことが多い。

【社会福祉法人の方より】
・いじめ防止への取組を聞き、生徒のことにいろいろ気を配っていること
が分かった。

・企業側の障害者の受け入れ方が変わってきており、最近は積極的に雇用
しようという意識をもった企業が増えてきている。その理由の１つとし
て、本宮校舎の進路指導の取組の成果や就労した卒業生の頑張りが挙げ
られる。

・福祉科との交流は、うまく宝陵高校と連携できており、すばらしい取組
だと思う。

【大木町内会長より】
・全ての先生が生徒の将来のために真剣に取り組んでいる。大木会館の清
掃はずっと続けてほしい。地域の方から、本宮校舎や宝陵高校の生徒の
ことで困ったという話は聞いていない。しっかり指導していると思う。

・宝陵高校との合同活動をうまく行っている。幸せな環境で生徒は学べて
いる。

【豊川商工会議所の方より】
・企業の学校訪問が少ないように思えるので、商工会議所として訪問を呼
びかけていきたい。雇用率が変わるので、企業のトップの方に障害者雇
用の話をしたい。商工会議所の持っている力でできるだけ支援をしてい
きたい。

・挨拶は自分や相手の心を開くことにつながる。どんどんやってほしい。
【一宮商工会の方より】
・本宮まつりへの協力はありがたい。これからもよろしくお願いしたい。
・どこまでがいじめでどこまでがいじめではないのか、境目の判断が難し
い。明るい生徒たちなので大丈夫ではないか。

・本宮の湯での現場実習は、とてもよくやれていたと聞いている。今後も
利用していただけるとよい。

【保護者より】
・おいでん祭や本宮まつりは、販売を担当する学年の生徒だけではなく他
学年の生徒も買い手としても関わっている。みんなが参加して楽しむの
もよいこと。先輩の頑張りを見て、自分たちも頑張ろうという気持ちに
なれる。学校全体がまとまって行事に参加している。

・この学校で、困ったら人に助けを求めてよいことを学ぶことができた。
親としてうれしく思う。

学校関係者評価委員会の構 ・構成・・・学校評議員６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


