平成30年度 総括評価表

自己評価
重点課題

重点目標
（全校レベル）
リーディングハイ 中高それぞれが相乗効果を生み
スクール事業の 出し，本校の活性化に役立てる。
推進①
中高一貫教育の
推進
（下位組織レベル）
中学生と高校生の良好な関係構
築。
中高合同での月例運営委員会や
職員会議の活性化。
ＰＴＡ活動の充実。

（全校レベル）
授業の充実改善に積極的に取り
組み，きめ細かな進路指導を行
リーディングハイ う。
スクール事業の
推進②

徳島県立城ノ内中学校

（評定）A：十分達成できた，B：概ね達成できた，C：達成できなかった
評価指標と活動計画
評価指標
○「学校生活や学校の教育活動全般に満足してい
る」と答えた生徒・保護者が80％以上。

学校関係者評価

評
価 *（
）は昨年度との比較で，増減ポイント数を表す。
評価指標による達成度
総合評価
○「学校生活や学校の教育活動全般に満足している」と (評定）
答えた生徒88％(-2ｐ)・保護者92％(±0ｐ)。

A

○「勉学・部活動・学校行事など豊かな教育活動が行 ○「勉学・部活動・学校行事など豊かな教育活動が行わ
われている」と答えた生徒・保護者が80％以上。
れている」と答えた生徒93％(-3ｐ)・保護者93％(-4ｐ)。

○「中学生と高校生の関係は良好である」と答えた生 ○「中学生と高校生の関係は良好である」と答えた生徒 (所見）
徒が60％以上。
67％（-4ｐ)。
「ＰＴＡ活動や学年部会は活
発である」と答えた教職員の
○「ＰＴＡ活動や学年部会は活発である」と答えた保 ○「ＰＴＡ活動や学年部会は活発である」と答えた保護
評価指数は高い。その他の項
護者・教職員が80％以上。
者84％(-1ｐ)・教職員100％（+5ｐ）。
目においても評価指標を十分
達成している。昨年度に比較
して数値が低くなった項目も向
上させられるよう一層の努力
をしたい。
中高合同で行われる活動の
中で，子どもたちの成長過程
活動計画
活動計画の実施状況
①中高職員合同の会議を年20回以上，PTA役員会を ①中高合同の運営委員会を毎月1回，中等教育学校移 における差異をうまく生かすこ
年4回以上開催する。
行検討会議12回，職員会議12回，ＰＴＡ役員会を年4回 とができると，中学生が高校
生を模範とする機会も更に増
実施し，各課題について協議した。
える。
②中高合同の行事・作業・部活動・交流を行う機会を ②中高合同での部活動や城ノ内祭をはじめとする学校
積極的に創設する。
行事で，弓道部や吹奏楽部等の合同練習による成果が
表れ，生徒会活動の中でも連携が深まっている。
評価指標
評価指標による達成度
○「教員は生徒の学力を伸ばす教育を行っている」と ○「教員は生徒の学力を伸ばす教育を行っている」と答
答えた生徒・保護者・教職員が80％以上。
えた生徒91％（±0ｐ），保護者88％（+1ｐ），教職員
100％（+5ｐ）。
○「教員はわかる授業を目指して取り組んでいる」と
答えた保護者・教職員が80％以上。

○「教員はわかる授業を目指して取り組んでいる」と答
えた保護者85％(-2ｐ)，教職員100％（±0ｐ）。

総合評価
(評定）

A

(所見）
すべての項目で，評価指標
を上回っている。良好な結果
確かな学力と進
○「各種検定は学習の励みになる」と答えた生徒・保 ○「各種検定は学習の励みになる」と答えた生徒81％
であり，リーディングハイス
路観の育成
護者が80％以上。
（+3ｐ），保護者91％（+1ｐ）。
クールの指定を受けて，学力
伸長について，全教職員，生
○外部講師を活用した授業を，年間10回以上実施。 ○外部講師を活用した授業を，年間25回実施した。
徒がさらに意欲的に取組を進
（下位組織レベル）
めていることが伺える。各種
研究授業・授業研究会の実施。
検定への受検意欲がどの学
各種検定への参加。
活動計画
活動計画の実施状況
年においても高い。
また，外部講師を活用した取
外部講師を活用した授業の実施。 ①研究授業・授業研究会を中高合同で実施する。
①主体的・対話的で深い学びを可能とする公開実践研
組も成果を挙げている。さらに
究授業2回を含め，中高合同で14回行った。
「個」に応じての指導体制を整
②授業評価を年2回実施する。
②授業評価を年2回実施した。
えたい。
③各種検定を積極的に実施する。
③漢字検定（2回），数学検定（2回），英語検定（2回）を
公開授業を通し，多面的多
実施し，ほぼ全員がいずれかの検定を受検した。
角的な視点から授業改善を行
④外部講師を活用した授業を積極的に実施する。
④社会科，体育科，音楽科，総合的な学習の時間を中 うことができている。また，授
業評価の結果からより客観的
心に，外部講師を活用した授業を25回行った。
に授業をとらえることができて
いる。
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学校関係者の意見
総合評価Aに相応しい結果
ではないか。また，教職員の
業務のうち，取捨選択を行
い，やめてもよいことを決め
て，余裕を持ち伸びしろを確
保する時期にきているので
はないか。
「中学生と高校生の関係は
良好である」と答えた生徒が
昨年よりポイントを下げてい
るが，中学生から見ると高校
生の存在は十分大人なの
で，中学生からは近寄り難
く，評価指標が60%を超えて
いるのであれば十分高数値
ではないだろうか。

次年度の課題では，SDGｓ
（持続可能な開発目標）の視
点も加えて生徒一人一人の
GOALを考えていくのもよいと
思う。
「教員は学力を伸ばす教育
が行われている」の保護者
の数値が，生徒，教職員に
比べて低いのは，子どもの
成績を気にしているからでは
ないか。順位以外の指標を
示す必要があるのではない
だろうか。
検定に関しては，取得する
とプラスになる，利用価値が
あるとのメッセージを教員か
ら示すことによって生徒の意
識ももっと高まるのではない
だろうか。

次年度への課題と
今後の改善方策
①中高が連携し，風通しのよい
関係を構築しながら共通理解を
図り，実践する。
②平成32年度の中等教育学校
のスタートに向けて，今年度開催
された中等教育学校移行に向け
ての検討会議を校務分掌や教科
で継続し，体制の改良や6年間を
見通した生徒の発達段階に応じ
た期待する成長過程についての
共通理解を行う。

①自ら課題を発見し，周囲と協力
して解決していく力を育成するた
めに，研究テーマをより具体的に
設定する。
②授業評価は継続して行い，授
業改善につなげる。
③各種検定の受検の意義につい
て生徒に話す機会を学年，学
級，教科で設ける。
④グローカルの視点や第5期科
学技術基本計画において日本が
目指すソサエティ5.0の社会を見
据えた外部講師を招くなど，これ
からの社会で必要な力を生徒に
身につけさせる。

平成30年度 総括評価表

自己評価
重点課題

重点目標
（全校レベル）
人権教育の推進 すべての教育活動で人権教育の
推進を図る。

(下位組織レベル）
学級活動や学校行事の充実を図
る。

学校関係者評価

評価指標と活動計画

評
価 *（
）は昨年度との比較で，増減ポイント数を表す。
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
○「すべての教育活動の中で人権に配慮した指導が ○「すべての教育活動の中で人権に配慮した指導が行 (評定）
行われている」と答えた生徒・保護者・教職員が80％ われている」と答えた生徒87％（-1ｐ），保護者86％（-2
以上。
ｐ），教職員96％（+1ｐ）。

Ｂ

○「生徒は自他を大切に思う心や態度が育っている」 ○「生徒は自他を大切に思う心や態度が育っている」と (所見）
と答えた生徒・保護者・教職員が80％以上。
答えた生徒76％(-4ｐ)，保護者82％(-2ｐ)，教職員83％
「人権に配慮した指導が行
(+8ｐ)。
われている」の回答が生徒，
保護者とも昨年度に比べてわ
活動計画
活動計画の実施状況
ずかに減少しているが，評価
①人権問題についての研究授業，事前研究会を実 ①全学年合同での研究授業ではなく，各学年ごとに事 指標を十分達成している。今
施する。
前研究，全体授業等を実施した。
後さらに生徒の思いに寄り
添った教育が必要である。
②人権意見発表会を実施する。
②様々な個別人権課題を取り上げた意見発表を行っ
また，「生徒は自他を大切に
た。
思う態度が育っている」は生
③人権に関する講演会を実施する。
③同和問題をテーマに1年生で人権講演会を実施した。 徒の評価指標を下回った。自
他を大切にする選択ができる
よう日々の生活の中で生徒に
④職員研修を年3回実施する。
④人権主事研修会後に行った校内伝達研修や中高合 問い続けていく必要がある。
同の研修など，計5回の研修を行った。

（全校レベル）
評価指標
基本的生活習慣 学校は家庭と連携し，生徒の基本 ○「学校は家庭と連携し，生徒の基本的生活習慣の
の確立と道徳性 的生活習慣の確立を図る。
確立に努めている」と答えた保護者・教職員が70％
の涵養
以上。

評価指標による達成度
○「学校は家庭と連携し，生徒の基本的生活習慣の確
立に努めている」と答えた保護者76％（-3ｐ），教職員
96％（+11ｐ）。

また，いじめを絶対許さない。

総合評価
(評定）

B

○「学校生活全般において時間が守られている」と答 ○「学校生活全般において時間が守られている」と答え (所見）
えた生徒・保護者・教職員が70％以上。
た生徒71％（-12ｐ），保護者95％（+1ｐ），教職員100％
「生徒は挨拶ができている」
安全教育を徹底し，事故防止に努
（+5ｐ）。
の回答が，生徒・教職員とも
める。
70％を下回っている。学校行
事などにおける訪問者への挨
○「生徒は挨拶ができている」と答えた生徒・保護者・ ○「生徒は挨拶ができている」と答えた生徒67％（+1
拶や，保護者に対しての挨拶
教職員が70％以上。
ｐ），保護者86％（±0ｐ），教職員38％（+13ｐ）。
はできているが，日常におけ
（下位組織レベル）
○「服装頭髪などについて校則が守られている」と答 「服装頭髪などについて校則が守られている」と答えた る生徒同士や教職員との挨拶
えた生徒・保護者・教職員が70％以上。
生徒89％(+1ｐ)・保護者96％(-3ｐ)・教職員83％(-12ｐ)。 が十分でないので，より活発
なものにしていきたい。
「時間厳守」の徹底。
○「城ノ内生としての自覚を持った行動ができている」 ○「城ノ内生としての自覚をもった行動ができている」と
また，交通ルールや交通マ
と答えた生徒・教職員が70％以上。
答えた生徒82％(-1ｐ)，教職員76％(-4ｐ)。
ナーに関しては，生徒の評価
「挨拶の励行」の徹底。
○「生徒は交通ルールや交通マナーが守られてい
○「交通ルールや交通マナーが守られている」と答えた は指標の70％を上回ってお
り，昨年度より上昇している。
る」と答えた生徒・教職員が70％以上。
生徒80％（+9ｐ），教職員59％（-16ｐ）。
交通ルールやマナーを守り，
安全な行動ができているとい
「服装頭髪」指導の徹底。
活動計画
活動計画の実施状況
う自己評価であるが，教職員
積極的ないじめ認知と対応。
①始業前着席を励行する。
①教員が始業前に授業場所へ行くとともに，生活委員 から見るとまだ十分でない状
が2分前着席を呼びかけた。
況にある。
「城ノ内生としての自覚ある行動」 ②あいさつ運動を実施する。
②毎朝の教職員，生徒会役員，生活委員などによるあ
の推進。
いさつ運動を実施した。
交通ルールや交通マナーの遵守
に向けての取組推進。

徳島県立城ノ内中学校

（評定）A：十分達成できた，B：概ね達成できた，C：達成できなかった

③服装頭髪検査を定期的に実施する。

③日常的に，また学年等の集会時に，頭髪服装につい
て指導をした。

④学校生活に関するアンケート（いじめを含む）を年２ ④学期に１回アンケート調査を実施し，いじめ等の問題
回実施する。
の早期発見や生徒理解に努めた。
⑤校内外での社会マナーの指導をする。

⑤毎朝，交通委員による駐輪場の整理整頓を実施し
た。各行事を通じて社会マナーについて話をした。

⑥毎月１回交通マナーアップ運動を実施する。

⑥登校時，毎月1回生徒指導課の教員が校外で立哨し
実施した。

⑦ 交通安全教室を実施し，安全教育の徹底を図る。 ⑦日常的に，また学年等の集会時に，自転車の乗り方
や安全についての話をした。
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学校関係者の意見
「生徒は自他を大切に思う
心や態度が育っている」と答
えた生徒が指標を下回って
いる理由として，本校生は他
人には優しいが，自己評価
や自尊感情があまり高くない
ことが挙げられるのではない
か。必ずしも人権教育だけの
問題ではないだろう。勉強も
大切だが，引き続き人との関
わりも大切にしてほしい。
学校生活の中で自尊感情
を持つには，学ぶ意味の理
解や共に育つことが大事だと
思う。ユネスコ学習権宣言な
どを学ぶことが，大切な基本
的人権につながる理由を学
ぶ機会を持ってほしい。

挨拶は，家庭での問題でも
あるかも知れないが，学校の
指標達成度としては評価はC
に値する。残念ながら毎日の
取り組みが全校に広がって
いない。挨拶の習慣が身に
つく努力をさせる方策が必要
なのではないか。
いじめの問題は，深刻な問
題が起きていないうちに備え
ることが大事である。起きそ
うなケースを想定して，弁護
士などの専門家に相談して
法的な問題を整理しておい
たり，担任以外に生徒からの
情報を聞きとれる関係性を
持ったチャンネルが整備され
るとよいのではないか。
社会のしくみにおいて時間
を守ることや，服装や交通の
ルールを守ることについて
は，先生方から何度も指導さ
れていると思うが，なぜ守る
必要があるのかを中学生の
ときにきちんと教えてほし
い。信頼というのは全員が同
じルールを守っているので成
り立つと思う。

次年度への課題と
今後の改善方策
①新たな人権課題について，教
職員の知識や理解を深めていく
必要がある。そのために授業研
究や研修会を積極的に実施す
る。
②人権学習で学んだことが生徒
の生活や生き方に反映されるよ
う，掲示物や普段の声かけ等，
日常生活の場面で定着させる工
夫をする。

①集団生活における規律ある行
動や時間の遵守について，生徒
会活動など生徒の自発的な活動
から促せるよう，教職員自身が
率先し，支援・指導していく。
②服装・頭髪等の指導について
は，中等教育学校移行に向けて
全教職員が共通認識を持ち，徹
底してあたる。特に生徒指導課を
中心に，学年間での連携をとった
指導を強化する。
③挨拶の大切さや交通ルールの
遵守など日々の生活について，
あらゆる機会を捉えて指導する。

平成30年度 総括評価表

自己評価
重点課題

重点目標
（全校レベル）
災害を迎え撃つ 防災教育を徹底し，災害に備え
防災教育の推進 る。

（下位組織レベル）
防災意識の高揚に努め，防災へ
の取組を推進する。

徳島県立城ノ内中学校

（評定）A：十分達成できた，B：概ね達成できた，C：達成できなかった
評価指標と活動計画
評価指標
○「学校は防災意識の高揚に努めるとともに，防災
への取組を推進している」と答えた生徒・保護者・教
職員が75％以上。

活動計画
①防災避難訓練（火災･地震･津波）を年２回実施す
る。
②年2回以上，地域の方と連絡を取り共同で活動す
る。
③災害時における家庭との連絡体制を，より強化す
る。

（全校レベル）
評価指標
環境教育の推進 環境教育への取組を推進し，学習 ○「清掃に積極的に取り組み，美しい環境が維持で
の場にふさわしい環境を整える。 きている」と答えた生徒・保護者･教職員が80％以
上。
○「ゴミの分別や節電・節水に取り組めている」と答え
た生徒・教職員が80％以上。

学校関係者評価

評
価 *（
）は昨年度との比較で，増減ポイント数を表す。
評価指標による達成度
総合評価
○「学校は防災意識の高揚に努めるとともに，防災への (評定）
取組を推進している」と答えた生徒84％(+5ｐ)，保護者
84％(-3ｐ)，教職員95％(+35ｐ)。

A

(所見）
生徒，保護者，教職員とも評
価指標を上回っている。特に
活動計画の実施状況
教職員の割合が大幅に向上
➀防災避難訓練を青嵐認定こども園の先生，園児，地 した。また防災避難訓練で
域の方々も参加し，2回実施した。
は，様々な事態を想定して内
②防災炊き出し訓練を地域の方々も参加し，1回実施し 容を工夫しており，自分達より
立場の弱い園児や高齢者の
た。
方々と一緒に行うことで，主体
性・自主性を持たせ，防災意
③「登下校中における災害発生時避難場所カード」，
識の向上と積極的な取り組み
「緊急時の生徒引き渡しカード」をすべての学年で作成 を推進できた。
し，災害時における家庭との連絡体制を強化した。
評価指標による達成度
○「清掃に積極的に取り組み，美しい環境が維持できて
いる」と答えた生徒75％（-9ｐ），教職員82％（-3ｐ）。

総合評価
(評定）

B

○「ゴミの分別や節電・節水に取り組めている」と答えた (所見）
生徒80％(±0ｐ)・教職員86％(+1ｐ）。
清掃活動や環境保全に対し
て，熱心に取り組めている。毎
日の短時間での地道な活動
（下位組織レベル）
活動計画
活動計画の実施状況
清掃に積極的に取り組み，美しい ①日頃からゴミの分別を推進する。
①毎日の清掃活動の中でゴミ分別の指導を適切に行っ であるが，日々の積み重ねに
より環境保全の取組を確実に
環境が維持できている。
た。
継続していくことも大切である
ゴミの分別や節電・節水に取り組 ②使用水量，使用電力の推移をグラフ化して掲示し， ②高校の環境委員による使用水量，電力の推移のグラ と思われる。
む。
節水・節電への意識を高める。
フに啓発されて，中学生も節水・節電の意識を高めた。
③吉野川堤防清掃活動や学校周辺の清掃活動に， ③吉野川堤防清掃は，中高合同で1回（7月）行った。中
年2回以上取り組む。
学校だけで，校内の野外清掃を1回（12月）行った。

3

学校関係者の意見
防災士の養成は素晴らし
い取り組みだと思う。今後も
人数が増えていくとよい。学
校で熱心に取り組んでいた
だいてありがたい。
また，「登下校中における
災害発生時避難場所カー
ド」，「緊急時の生徒引き渡し
カード」の作成は，とてもよい
取り組みである。大災害はい
つ起きてもおかしくないの
で，その場で最善の策がとれ
るよう常に見直しを図ってほ
しい。
来年度は，評価指標を
80％にアップさせてもよいの
ではないか。

ゴミ分別はよくできているの
で今後も取り組んでほしい。
「清掃に積極的に取り組み，
美しい環境が維持できてい
る」と答えた生徒のポイント
が昨年と比較して大きく下
がっている。今年から中3生
の教室が中2までのように木
の教室でないためかもしれな
いが，なぜ下がったのかきち
んと解明しておく必要がある
だろう。

次年度への課題と
今後の改善方策
➀災害時の様々な事態を想定し
た防災避難訓練を継続して行
い，日頃から地域の様々な立場
の方と協力することで，防災意識
の高揚に努める。
②防災士の養成に力を入れると
ともに，中学生防災士が活躍で
きる防災活動の内容を考える。

①ゴミの分別を徹底し，節電，節
水，リサイクル活動をより一層推
進する。
②毎日の清掃活動を主体的に取
り組めるように，引き続き指導監
督をする。

平成30年度 総括評価表

自己評価
重点課題

重点目標
（全校レベル）
学校行事，部活動等の特別活動を
特別活動の活性 充実させ，学校全体を活性化す
化
る。

徳島県立城ノ内中学校

（評定）A：十分達成できた，B：概ね達成できた，C：達成できなかった
学校関係者評価

評価指標と活動計画

評
価 *（
）は昨年度との比較で，増減ポイント数を表す。
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
○「学校行事は充実しており，生徒が生き生きと取り ○「学校行事は充実しており，生徒が生き生きと取り組 (評価）
組んでいる」と答えた生徒・保護者・教職員が80％以 んでいる」と答えた生徒93％（-1ｐ），保護者95％（±0
上。
ｐ），教職員91％（+6ｐ）。

学校関係者の意見
限られた設備や時間の中
で，学校行事や部活動に活
発に取り組み，成果を上げて
いることは素晴らしい。
部活動や特別活動の分野
は，リーディングハイスクー
○「部活動は活発である」と答えた生徒・保護者・教 ○「部活動は活発である」と答えた生徒85％（-1ｐ），保 (所見）
職員が70％以上。
護者80％（+1ｐ），教職員86％（+31ｐ）。
全ての項目で目標を上回っ ルの学力軸以外の大切な柱
ている。特色ある学校行事， となるため，今後もこれらの
○「生徒会・専門委員会は活発に活動している」と答 ○「生徒会・専門委員会活動は活発に活動している」と
部活動，生徒会活動等に熱心 活動を継続・維持してほし
えた生徒・保護者・教職員が70％以上。
答えた生徒85％（+2ｐ），保護者88％（+1ｐ），教職員
い。
に取り組めている。
82％（-13ｐ）。
部活動については，週33時
（下位組織レベル）
間授業や提出課題の負担で
学校行事の内容の充実を図る。
活動計画
活動計画の実施状況
活動時間に制限があるが，教
部活動を活発にする。
①学校行事は生徒が主体的に運営に携われるよう ①各行事で生徒会執行部や委員会の生徒が中心と
職員は多忙な中，部活動指導
実施する。
なって行うことができた。
を行い，短時間でも熱心に指
生徒会・専門委員会活動の充実を ②部活動が活性化するよう広報やPRに努力する。 ②部活動の大会等の様子をホームページに掲載し，広 導にあたっている。
図る。
報活動をすることができた。

A

③これまで以上に生徒を中心とした生徒会・専門委
員会活動を増やす。
（全校レベル）
開かれた学校づ ホームページの充実や学校公開
くりと郷土愛を育 の日を実施する。
む教育の推進
地域資源を生かした多様な体験・
交流活動を行う。

次年度への課題と
今後の改善方策
①各行事について，実施方法，
内容等について見直しを図り，よ
り効率的・効果的に実施できるよ
うにする。
②行事の際の生徒の自主的な
参画について，高校とも連携し，
生徒会、委員会活動を中心に更
に強く推進する。
③部活動の時間が限られた中
で，集中して練習に取り組めるよ
うに，放課後の時間，また練習場
所について調整，工夫をする。

③生徒会執行部や各委員会では，それぞれの役割を
計画的に実施し，充実した活動を行った。

評価指標
評価指標による達成度
○「ホームページは本校を理解してもらうのに役立っ ○「ホームページは本校を理解してもらうのに役立って
ている」と答えた保護者・教職員が80％以上。
いる」と答えた保護者84％（±0ｐ），教職員100％（+6
ｐ）。
○「学校公開の日は本校を理解してもらうのに効果
的である」と答えた保護者・教職員が80％以上。

総合評価
(評定）

A

○「学校公開の日は本校を理解してもらうのに効果的で (所見）
ある」と答えた保護者95％（-1ｐ），教職員95％（-5ｐ）。
全ての項目で評価指標を大
きく上回っている。保護者や地
○「文化祭の公開は本校を理解してもらうのに役立っ ○「文化祭の公開は本校を理解してもらうのに役立って
域の高い関心と支援のおかげ
ている」と答えた生徒・保護者・教職員が80％以上。 いる」と答えた生徒91％（+3ｐ），保護者95％（-3ｐ），教
で，開かれた学校作りが推進
職員95％（-5ｐ）。
されている。
ホームページのアクセス数も
増えている。行事等の迅速な
活動計画
活動計画の実施状況
（下位組織レベル）
ホームページの更新回数を増や ①ホームページの更新に全ての教員が関わり，週2 ①ホームページへの年間アクセス数は519,085回 (昨 アップや連絡事項の周知につ
す。
回以上更新する。
年比17％増），総アクセス数3,766,889回であった〔1月現 いて理解・協力はできている
ようである。学校の教育活動
在〕。
に関心が高い家庭が多く，学
「学校公開の日」の実施。
②「学校公開の日」を実施する。
②参観者は596名（昨年度553名）であった。また，授業 校公開の参観人数が増えた。
以外の学校行事の公開を望む声もあった。
総学発表会については好評
を得ている。また，水泳や阿
城ノ内祭の公開。
③文化祭を公開する。
③各クラス趣向を凝らした楽しい体験的活動を計画し実
波踊り実習等が特色ある学校
施できた。
行事として定着している。
地域に根ざした体験活動・行事の ④阿波踊りや水泳実習・総学発表会等地域資源を生 ④計画通り実施することができた。それぞれの学習で積
実施。
かした多様な行事を実施する。
極的に活動する生徒の姿が見られた。

4

HPを使ったPRができてい
て，うまく情報発信している
ので世間から注目度も高い
ように思う。
学校行事の更なる公開に
ついては，公開を行うことで
必要になる安全確保や駐車
場等の多くの庶務をどうこな
すか，負担をどう処理するの
かなどを慎重に検討しないと
いけない。今以上に学校行
事を公開するとなると，専任
の担当者が必要なのではな
いだろうか。
校舎の老朽化等も含めて，
要は予算の限界を感じた。
学校に対してふるさと納税が
できるようなしくみの創設を
考えるべきだと思う。

①ホームページの更新につい
て，引き続き，迅速かつ内容充実
に努める。特に、各教科の授業
の様子や日常的な教育活動につ
いて，全教職員が意識して取り
組む。
②学校公開の日以外の学校行
事の公開については検討を要す
る。
③文化祭は，次年度以降も更に
生徒の体験活動を取り入れたも
のにしていく。
④学校の特色となる多様な行事
については，今後も継続的に実
施する。

