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１． めざす学校像                                             

２． 中期的目標（2018~2021年度） 

私たちの学校は、YMCAの正章に掲げる Spirit(精神)・Mind(知性)・Body(身体)のバランスを保ち、未来に希望を持ちチェンジメーカーとなる（＝社会

をよりよく変えていく）青年を育むための、自由で開かれた学校であることを目指している。そのために「命の尊厳」を教育目標とし、次の４つを教育

目的とする。 

1. 自分のペースで自分らしく学び、学ぶ楽しさを知ることから自分の中にある可能性を見つける。(学び) 

2. 自分の将来に夢と希望を持って歩む進路を見つけ、目標に向かって進む力を身につける。(進路) 

3. グローバルな視点に立って物事を考え、世界の平和を創り出す人財を育てる。(グローバル) 

4. イエス・キリストの愛と希望の生き方に学び、一人ひとりの尊厳を認め、互いの存在を大切にし、信頼しあえる人間を育む。(自尊心) 

1. 新学習指導要領に沿って、授業づくりを深め、学びの基礎を身につける教育を行う。 

(1) 通学型コースを完成させ、更なる内容の充実を図る。 

・多様化している高校生に対して、合理的な配慮を行いながら学校への定着を図り、卒業へと導く。そのために設置した「Yチャレンジ」「マイ

スペース」「マイスぺ＋」「グローバル」「進学」「健康スポーツ」「トランスリンガル」の各コースのカリキュラムを充実させる。 

・上記７つのコースを中心に、一人ひとりにあった学び直しを積極的に実施し、学力の定着を図る。 

(2) 教科力を向上する。 

・教科担当を中心に、各教科におけるカリキュラム研究・授業研究を行い、スクーリング内容の充実を図る。また、レポートの改訂に取り組む。 

・生徒が自発的かつ積極的に学習に向かうために、より興味・関心を持てるスクーリングとするための基盤を確立する。 

 

2. 生徒理解を深め、生徒一人ひとりに添った生徒支援を実現する。 

(1) 生徒支援部会を中心に、校内の生徒支援体制を構築する。 

・生徒情報の共有を密にし、担任が抱え込まず、学校全体で支援していく体制とする。教科担当講師にも必要な生徒情報を共有し、連携を図る。 

・合理的配慮の実践に全校を挙げて取り組む。 

・生徒・保護者が安心してつながることのできる居場所作りを行う。 

・研修の実施や生徒支援アドバイザーの助言によって担任の生徒支援力を向上する。 

(2) 専門家や外部との連携を積極的に行う。 

・特別支援教育コーディネーターを中心にカウンセラーとの連携を密にする。 

・キリスト教学校教育同盟カウンセリング研究会をはじめとする外部機関との連携を行う。 

 

3. 確実な進路保障の仕組みを作る。 

(1) 学び直しができる仕組みを整え、進路に向き合う力を育成する。 

・一人ひとりが学び直しに取り組むことができ、自ら進んで学習をするような仕掛けづくりを行う。 

・生徒のニーズにあったコースとなるよう各コースの内容をより充実させる。 

(2) 生徒一人ひとりにあった進路支援の充実 

・生徒一人ひとりの長所を生かした進路実現ができるように、適切な時期に保護者・生徒と面談を実施する。 

・できるだけ早期に進路への意識付けができるように進路のカリキュラムを構築する。 

(3) 自己実現可能な学習支援 

・進学コースを中心に大学受験に対応できる学習支援の仕組みを構築する。 

 

4. 開かれた学校づくりを目指し、生徒が活躍できる場を増やす 

(1) YMCA の特徴を活かした海外交流プログラムを充実させる 

・ YMCA のネットワークを通して海外の学生と交流する機会を提供し、グローバルな視点に立って物事を考える機会を持つ。 

(2) 生徒が主体的に関わるスクーリングや特別活動を実施する。また、ボランティアや世代間交流の機会を提供する。 

・総合的な探究の時間や特別活動において、YMCAの特長を生かした内容（ペアワークやグループワークなど）を実施する 

・YMCA内部での連携を通して、学校通信で学校行事やボランティア案内の掲載を増やし、生徒が積極的に取り組めるように支援する。 

(3) 他校、他機関と連携し価値教育を広める。 

・キリスト教学校教育同盟校や、NPO法人・医療・教育・福祉機関と積極的に連携を取る。 

 

 

 



３．教職員自己評価の結果と分析・学校関係者評価委員会からの意見 

5. 持続可能な学校とするための体制を確立させる 

(1) 社会の大きな変革の中で新しい学校の形を探求し、地域社会に貢献できる学校を目指す。 

・ICTの活用を図り、Edtechを推進する。 

・専修学校高等課程と共にインクルーシブ教育実践校として打ち出し、YMCAだからこそ育むことのできる生徒を支援する。 

・日本語のサポートが必要な生徒へのカリキュラムを構築する。 

(2) 組織改善の取り組みと将来を担う人材の確保をする。 

・教員間で支えあう組織作りへと意識改革を行う。 

・生徒の学力向上につなげることができる教員の確保、養成を行う。 

教職員自己評価の結果と分析〔2022年 3月実施分〕 学校関係者評価委員会からの意見 

1. 新学習指導要領に沿って、授業づくりを深め、学びの基礎を身につける

教育を行う。 

  学習指導要領の改訂に伴い、「教育計画」・「教員・教科間連携」、「教員

研修」に力を入れた。問 3「各科目の学習計画が生徒の学力に応じて適

切に作成されている」の肯定的評価は 2020年度 53.4％→2021年度

81.8％、および問 4「教員間教科間の相互理解がなされ、信頼関係に基

づいて教育活動が行われている」の肯定的評価も 2020年度 62.5％→

2021年度 91.0％と大幅に改善した。各教科担当が学習指導要領の改訂

を機に意識して取り組んでいることの表れだと考える。在籍している生

徒の学力差が幅広い現状で、生徒の学力向上実現のために充実した学習

計画の作成を今後も進めていきたい。 

「教員研修」の観点は昨年度に比べ引き続き改善した。問 34「教員間

で授業内容を評価、意見交換などを行う機会がある」および問 35「効果

的な校内研修計画を立案し、教職員に実施している」の肯定的評価は

2019 年度以降毎年 10％以上改善しており、教員研修の改善の効果が出

ていると感じる。しかし、他の項目に比べると評価が低いことに変わりは

ない。評価委員から頂いた助言をもとに更なる向上に努めていきたい。 

生徒・保護者アンケートの評価からも、生徒の多様化にあわせて必要な

学びの機会を提供し、個々の学習を支援する学校であるという評価は定

着しつつあると感じているが、「学びなおし」の取り組みが全校に行き渡

り、生徒保護者が効果を実感できているといった状況には至っていない

のが現状である。生徒の成長に大きな影響を持つことでもあり、全校的に

「学びなおし」の効果が感じられるような工夫が必要である。 

 

2. 生徒理解を深め、生徒一人ひとりに添った生徒支援を実現する。 

2017年度から特にスクール・ミッションの浸透に力を入れてきたこと

により問 1「スクール・ミッションがよく浸透している」の肯定的評価

も年々向上してきた。今年度は A評価は昨年より 13％下がったもの

の、肯定的評価は初めて 100％となった。引き続き、教職員一丸となり

スクール・ミッションの実現を最優先事項として意識し、一人でも多く

の生徒が YMCA学院高校で自己肯定感を高めて成長できるように取り

組んでいきたい。 

評価の観点別で「生徒支援」の観点が引き続き一番自己評価が高い結

果であった。また問 27「生徒支援は学校の方針に従っている」および

問 31「カウンセリングマインドを取り入れた支援体制がある」の肯定

的評価がいずれも 100％であったことからも、本校の生徒支援体制が教

職員全体のスクール・ミッション理解のもとで全校的に機能しているこ

とが示されている。 

 

3. 確実な進路保障の仕組みを作る。 

昨年度肯定的評価が 86.6％、A評価が 53.3％だった問 33「生徒一人ひ

とりの興味・関心・適性に応じた進路選択ができるような支援体制がある」

が今年はそれぞれ 81.9％、45.5％とやや評価が下がる結果となった。2016

年度に肯定的評価が 66.7％であった時点から、進路部会を中心とした進

路支援の取り組みを全校的に広げることができた結果の評価向上であっ

たが、「進路の多様化や複雑化」「コロナ禍で進路の見通しが不透明である

こと」などが影響しているのではと考える。進路部会と他の教職員との連

携、教職員への共有や研修を強化していきたい。 

幅広い学力層への対応が求められている学習支援に関しては、問 32「学

習指導において、生徒の実態に合わせた指導方法の工夫・改善を行ってい

【第 1回 5月 30日(月)】生徒・保護者アンケートについて 

○肯定的評価が下がった項目もあるが、今まで実施してきた改善策が定着

し、当たりまえのこととして捉えられてきたからではないか。生徒・保護

者どちらのアンケートとも、全体的には高い評価であると思う。 

○生徒アンケートの項目の中で１（＝思わない）２（＝あまりそう思わな

い）の割合の合計が 20％を超えているものは 2項目のみ（昨年は 7項目）

であった。これは評価できることである。 

○生徒アンケート問 5「授業は安心して受けられる雰囲気であった」問 6

「自分にあったペースで学校生活を送ることができた」の肯定的評価は昨

年度までも高い評価だったのが更に向上している。特に卒業生は 100％が

肯定的評価をつけている。合理的配慮に代表される生徒支援の充実がされ

ていることへの評価であろう。 

○生徒アンケート問 19「スクーリングでの生徒のマナーは良かった」の数

値が大幅に改善している。教育目標が校内外に浸透し、本校の教育目標に

賛同した生徒層が在籍していると言えるのではないか。 

○レポートに関する評価は昨年度よりも向上しているが、学習指導要領改

訂によるレポート内容の改訂もあるので、科目間でレポート内容の量や質

に大きな差がないかに留意してほしい。 

 

【第 2回 6月 27日(月)】生徒・保護者アンケート、アンケート項目につ

いて 

○生徒保護者アンケート両方とも「学校の理念・方針」や「生徒支援」の

項目は、多少の増減はあるが、毎年高評価で、本校が近年力を入れてきた

取り組みを評価してもらえている。また昨年度改善した卒業生保護者アン

ケートの教育内容の分野（問 12～20）も昨年よりも向上している。一方で

学びなおしに関する項目の評価が他よりも低い。本校らしい学びなおしの

仕組みの構築が必要である。 

○生徒保護者アンケート共に、全体として学校運営や教育活動には概ね評

価がされている。これに安住せず、他校との差異化を図るような YMCA学

院高校らしい特長を生かした方針を打ち出してほしい。 

○アンケート項目について 

・自己評価アンケートに教務システムに関する評価項目が必要ではない

か。また、食育に関する項目など本校の教育活動の実態と関連のない項目

の精査ができていないので改善を要する。 

・生徒が所属しているコースへの評価を問う項目がないので、設定すべき

である。 

・本校の特長の１つである、YMCAの他部門との協力に関しての評価を尋

ねる項目があってもいいのではないか。 

 

【第 3回 8月 29日(月)】教職員自己評価について、および取り組むべき

課題について 

○教育活動に関する項目は昨年よりも A評価が増えた。学習指導要領改訂

に向けて意識を高めていることが影響しているのではないか。ただ、未だ

生徒支援に比べると評価は低いので、引き続き教育活動の充実について力

を入れていくべきである。 

○問 3「教育計画」が高評価になったのは、全校上げて合理的配慮の取組

みを実践している効果が表れている。 

○問 6「会議の有効性」のＡ評価が 10％以上上がっているが、これは柔軟

に会議体（会議内容）を変えていることと、オンラインで会議に参加しや

すくなったことが反映されているのではないか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る」の肯定的評価は 2016年度以降安定していない結果となっていたが、

2020 年度に前年より 2.1％向上して 86.7％となった数値が、今年度は

72.7％と下がる結果となった。１でも取り上げた「学びなおし」の改善を

図ることで対応していきたい。 

 

4. 開かれた学校づくりをし、生徒が活躍できる場を増やす 

昨年度はコロナ禍で初めての教育活動となり、学校行事や課外活動、ボ

ランティア活動の実施は限定的であったが、生徒と教職員が取り組める

範囲での活動を実践したことが多くの賛同を得たことで、問 23「ボラン

ティア活動は活発に行われている」問 24「イベントなど学校行事は活発

に行われている。校外のイベントへの参加も活発である」の肯定的評価は

大幅に上昇した。今年度は問 23 が 86.6％→81.8％、問 24 は 82.5％→

81.9％と減少したが、以前と比べると高い評価となっている。 

「開かれた学校づくり」は地域活動に力を入れてきた YMCA としても

他の学校にはできない取り組みができる素地がある分野でもあるため、

コロナ禍での教育活動にも慣れてきた今、YMCA内外の連携によるボラ

ンティア活動をより推進していきたい。特に生徒に家庭と学校以外での

居場所と体験を提供し、生徒の可能性を伸ばすことに力を入れていきた

い。 

 

5. 持続可能な学校とするための体制を確立させる 

インクルーシブ教育の実践や日本語のサポートが必要な生徒のトラン

スリンガルコース設置など社会課題に直面している生徒への支援に取り

組んできた。しかし教育体制に関する問 18 は肯定的評価が 80.0％→

72.8％、国際理解に関する問 26は 81.8％と前年度より減少する結果とな

った。現状維持ではなく、教育活動が年々進化していると感じるような取

り組みが必要である。また Edtech推進に関しては、コロナ禍を背景に昨

年度より本格的に取り組み始めたが、未だに取り組みが一部にとどまっ

ていることから、問 15「生徒の情報活用能力の育成を図っている」の肯

定的評価が 2020 年度 60.0％→54.6％と下がる結果となった。タブレッ

トも 100 台と限定的ながらも導入したこともあり、通信制高校としての

Edtechのあり方を、専門家の意見も聴きながら模索し、確立していきた

い。 

毎年課題になっている組織改善の項目では、前年度 10％程度肯定的評

価が伸びた問 4「教員間教科間の相互理解がなされ、信頼関係に基づいて

教育活動が行われている」問 36「初任者等、経験の少ない教員を学校全

体でサポートする体制がある」は、いずれも 10％程度評価を落とし、2019

年度と同水準となった。一時的な取り組みで改善できる項目ではないが、

持続可能な学校とするためには最重要項目であるため、学校法人全体の

課題として取り組んでいきたい。 

○問 24「学校行事」、25「スポーツ・芸術文化」は谷九リーン（地域清掃

活動）、NPO 法人ひらく学校との連携等の効果で、2 年前に比べると評価

があがっているものの、昨年よりは微減である。YMCAの特徴であるウエ

ルネス部門との協同が求められる。 

○「情報教育」のカテゴリーが依然として低評価である。情報モラルにつ

いて、教職員間で取り組む必要がある。 

○「教員研修」については毎年指摘があり、それを受けて改善に取り組ん

でおり、評価が向上している項目もあるが、他の項目に比べると依然とし

て低い評価となっている。下記のような工夫を提案する。 

→新しい発見ができ楽しい内容（例：演劇など身体を動かした経験）  

 現場に即した、具体的な役に立つ研修 

一方通行でない研修 

外部の他の学校の様子がわかる研修 

また、研修を受講する際には、事前に研修計画について面談をして丁寧に

伝えていく必要がある。 

○中長期的な視点では、人材育成が大きな課題のひとつである。生徒との

関わり方、生徒の対象理解を深めることが必要である。「YMCA 学院高校

では人との関わり方や生徒支援について学べる」ということを学校内外に

伝えていけるようにしたい。 

 

 

 



４． 本年度の取組内容及び自己評価 

中期的 

目標 
今年度の重点目標 具体的な取り組み計画 評価指標 

自己評価 

（%はそれぞれ在籍生/卒業生の順） 

 
1

. 

授
業
づ
く
り
を
深
め
、
学
び
の
基
礎
を
身
に
つ
け
る
教
育
を
行
う 

(ア) 各コースのカリキュ

ラムを完成させ、更な

る内容の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) スクーリング内容の

充実を図り、より興

味・関心を持てるスク

ーリングとするため

の基盤を確立する。 

 

 

 

 

 

(ウ) 一人ひとりが自分の

レベルにあった学び

直しができ、学力の定

着ができるようにす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 各コースのカリキュラムで学び直

しや進路支援の充実を図り、生徒

が着実に学校に定着し、自分にふ

さわしい進路選択と卒業を実現で

きるようにする。2022年度設置予

定の Yリンクコースとマイスペー

スコース 3 年次のカリキュラム構

築を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 学習指導要領改訂を機に、スクー

リングの学習内容が生徒の学力と

生きていくための力となるよう充

実を図る。 

 

 

 

 

 

 

(ウ) Y チャレンジコース・マイスペー

スコースを中心に、学びなおしの

講座や Yラーニングによって学び

なおしを推進する。 

 

 

 

 

 

(ア) 生徒アンケート問 14「入

学して全体的には満足し

ていた」、及び保護者アン

ケート問 8「この学校にお

子様をいれて良かった」・

問 13「授業のカリキュラ

ム・内容は満足していた」・

問 14「教育内容はお子様

にあっていた」 

 

 

 

 

 

 

(イ) 生徒アンケート問 17「ス

クーリングでは分かりや

すい学習指導をしてい

た」・25「レポートは分か

りやすく工夫されてい

た」、及び保護者アンケー

ト問 16「本校のスクーリ

ングは学習効果が高まる

よう工夫されていた」 

 

(ウ) 生徒アンケート問 17「ス

クーリングではわかりや

すい学習指導をしてい

た」・39「学びなおしの講

座や学びなおしの取り組

みがあり活用することが

できた」、及び保護者アン

ケート問 17「基礎的な学

力を身につけさせる指導

がなされていた」・18「学

校の学習サポートは充実

していた」 

(ア) 生徒アンケート問 14 の肯定的評価は

2020 年度 90.7% / 95.6%→92.6% / 

100%であった。保護者アンケート問 8

は 94.3% / 96.5%→97.9% / 100%、問

13は 82.1% / 89.4%→87.8% /90.0%、

問 14は 87.2% / 94.2%→91.5% / 96.7%

であった。（〇） 

⇒いずれの項目も評価が向上した。生徒・保

護者のニーズに合った教育内容は提供でき

ていると考える。特に「入学して全体的には

満足していた」、「この学校にお子様をいれて

良かった」の２つにおいては卒業生は 100％

の評価であった。この評価が続くよう努力し

ていきたい。 

 

(イ) 生徒アンケート問 17 の肯定的評価は

2020 年度 86.5% / 91.1%→90.2% / 

98.3%、問 25は 81.1% / 91.8%→89.7% 

/ 98.2%であった。保護者アンケート問

16は 82.6% / 83.7→87.3% /91.7%であ

った。（〇） 

⇒いずれの項目も評価が向上した。学習指導

要領改訂を機により充実したスクーリング

としていきたい。 

 

(ウ) 生徒アンケート問 17 の肯定的評価は

2020 年度 86.5% / 91.1%→90.2% / 

98.3%、問 39は 49.5% /67.6%→67.8% 

/ 71.9%であった。保護者アンケート問

17は 87.9% / 86.0%→87.2% /91.6%で

あった(〇)。 

⇒上記の項目のほとんどで肯定的評価が向

上したが、学びなおしの活用に関する問 39

は他の項目よりも肯定的評価がかなり低い

結果である。他の項目の評価から、生徒の実

情に合った教育内容はできていると考える

が、学びなおしができている実感や、学びな

おしの取り組みの活用には更なる改善や工

夫が必要である。 



2
. 

生
徒
理
解
を
深
め
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
に
添
っ
た
生
徒
支
援
を
実
現
す
る 

(ア) 生徒支援部会を中心

に担任・講師・養護教

員・カウンセラーなど

学校全体として生徒

支援を行っていく。 

 

 

 

(イ) 合理的配慮が必要な

生徒に行き届き、申請

と実践がスムーズに

行われるよう、体制と

環境を整える。 

 

 

 

(ウ) 専門家や外部との連

携、研修への出席を積

極的に行う。 

(ア) 毎週全担任が出席する生徒支援会

議や講師への情報共有で、学校全

体として生徒支援を行い、生徒が

相談しやすい環境を作り出す。 

2023 年度にはスクールソーシャ

ルワーカーを採用予定である。 

 

 

(イ) 特別支援教育コーディネーターや

生徒支援部会を中心に合理的配慮

を行う体制を整え、生徒が学校生

活を送る上で適切な配慮ができる

ようにする。 

オンライン健康講座は引き続き持

続する。 

 

(ウ) 生徒支援アドバイザーによる助言

や研修の機会を設けるとともに、

研修の内容を校内で共有する。 

(ア) 生徒アンケート問 32「いつ

でも相談できる環境が整

っていた」、及び保護者ア

ンケート問 21「教員はお子

様に親身に接していた」・

問 22「教員のお子様への対

応の仕方に満足していた」 

 

(イ) 生徒アンケート問 34「学校

の対応は自分の状況に配

慮したものであった」、及

び保護者アンケート問 25

「学校はお子様の悩みや

相談について適切に対応

していた」 

 

 

 

 

(ア) 生徒アンケート問 32 の肯定的評価は

2020 年度 90.1% / 91.9%→93.1% / 

100%、保護者アンケート問 21は 95.4% 

/ 97.7%→97.4% /100%であった。問 22

は 94.9％ / 96.5%→93.7％ / 100%であ

った。（○） 

 

 

(イ) 生徒アンケート問 34 の肯定的評価は

2020 年度 93.3％ / 93.8%→96.2％ / 

98.3%であった。（○） 

 

 

 

⇒全体的に高い評価であり、特に卒業生の回

答では 100％の評価が目立った。生徒支援に

力を入れている学校であるという評価に恥

じることがないよう取り組みを続けていき

たい。 

3
. 

確
実
な
進
路
保
障
の
仕
組
み
を
作
る
。 

(ア) 早期に進路への意識

付けができるよう進

路のカリキュラムを

構築する。 

 

 

(イ) 生徒の状況把握に努

め、保護者との連携の

もと適切な進路支援

を行う。 

 

(ア) 進路ガイダンスや進路面談の実

施、および動画配信やメール配信

機能を利用した情報提供を行い、

一人でも多くの生徒が卒業時に希

望の進路に進むようにする。 

 

(イ) 生徒一人一人にふさわしい進路選

びの支援をし、進路決定率を上げ

る。 

 

(ア) (イ)生徒アンケート問 40

「学校は進路について適

切な相談や情報提供がで

きていた」・問 41「自分に

あった進路を見つけるこ

とができた」、及び保護者

アンケート問 23「学校は

お子様の進路について、適

切に情報提供し、相談にの

っていた」 

 

(ア) (イ)生徒アンケートの肯定的評価は問

40が 2020年度 81.6% / 92.0%→90.6% 

/ 98.2%、問 41が 53.5% / 92.8%→61.2% 

/ 94.7%であった。保護者アンケート問

23は 84.9% / 91.7%→86.7% / 95.0%で

あった。（○） 

⇒卒業生の評価はすべて 90％を超えている

とともに、昨年度と比べ数値も微増となって

おり、適切な進路支援ができていると言え

る。進路選択が多様かつ複雑化しているう

え、生徒のニーズも様々なため、引き続き通

信制高校にとってよりよい進路支援の在り

方を検討していきたい。 

4
. 

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
を
し
、
生
徒
が
活
躍
で
き
る
場
を
増
や
す 

(ア) YMCA の特長を活か

したグローバル教育

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

(イ) 総合的な探究の時間

や特別活動において、

YMCA の特長を生か

した内容を実施し、生

徒の主体性や積極性

を促す。 

 

(ウ) 医療・教育・福祉機関

など外部機関と積極

的に連携を取る。 

 

(ア) コロナ禍でもグローバル教育が実

践できるよう、グローバルコース・

トランスリンガルコースを中心

に、カリキュラムを工夫し、多文化

共生の学びが実践できるような基

盤を整える。 

 

 

 

(イ) 本校に在籍しているからこそ学べ

るような、教育目標である「命の尊

厳」に沿った総合的な探求の時間

や特別活動を実施する。またその

ための教員研修も行う。 

 

 

(ウ) 引き続き起立性障害の専門家（例：

関西医科大学）と連携するととも

に、生徒の学校外での居場所作り

や進路選択のために NPO 団体と

連携を進める。 

(ア) 生徒アンケート問 9「特別

活動やその他のプログラ

ムなどを通して地域や海

外の人と交流する機会は

充実していた。」 

 

 

 

 

(イ) 生徒アンケート問 1「学校

の理念・方針を理解してい

た」・問 20「特色ある科目

について満足していた」、

及び保護者アンケート問

20「特別活動の内容や案内

は適切だった」 

 

 

(ア) 生徒アンケート問 9 の肯定的評価は

2020 年度 50.8% / 82.2%→72.1% / 

79.0%であった。（〇） 

⇒コロナ禍であることが如実に反映された

昨年に比べて、学校行事や特別活動が増えた

こともあり評価が向上した。引き続き海外と

の交流は制限される状況なので、留学生との

交流の機会、多文化に触れる機会を工夫して

設けていく。 

(イ) 生徒アンケート問 1 の肯定的評価は

2020 年度 90.7% / 97.3%→94.0% / 

98.3%、問20は2020年度81.4% / 96.4%

→88.7% / 96.5%であった。保護者アン

ケート問 20は 86.8% / 93.0%→95.3% / 

98.3%であった（〇）。 

⇒昨年度下がった評価が、今回は向上した。

「総合的な探求の時間」のカリキュラムを見

直し、教育目標である「命の尊厳」に沿った

内容としたことで効果があったと考える。 



5
. 

持
続
可
能
な
学
校
と
す
る
た
め
の
体
制
を
確
立
さ
せ
る 

(ア) ICT の活用を図り、

Edtechを推進する。 

 

 

(イ) 日本語のサポートが

必要な生徒への支援

を充実させ、カリキュ

ラムを構築する。 

 

(ウ) 教員研修の充実に取

り組むとともに将来

を担う人材の確保を

する。 

 

(ア) クラス制コースで ICT を活用し

た教育活動を進め、全校で Edtech

を推進する足掛かりとする。 

プロジェクタ設置など教室の環

境を向上させる。 

(イ) トランスリンガルコースの 3年間

のプログラムを考案し、本校で学

びなおしと進路実現をできるよ

うにする。 

(ウ) 本校の教育活動の取り組みを発信

することで、教育目標に賛同する

教員の確保を目指す。引き続き学

校内外の研修に教員が積極的に参

加できる環境を作る。 

(ア) 自己評価チェックシート問

15「生徒の情報活用能力の

育成を図っている」 

 

 

 

 

 

 

(ウ)自己評価チェックシート問

4～6「教職員連携」項目、およ

び問 34～38「教員研修」項目 

(ア) 自己評価チェックシート問 15 の肯定的

評価は 2020年度 60.0％→54.6％であっ

た。（△） 

⇒学校全体で情報教育の充実への取り組み

を始めた 2019年度の肯定的評価（38.5％）

よりは向上しているが、全校的に ICT 活用

が実現するにはかなりの努力が必要な状況

である。 

 

(ウ)教職員連携の項目の肯定的評価は前年

度並み、教員研修についての項目は前年

度より評価が上がっており、教職員間で

の連携と教員研修に取り組んで、より良

い学校作りができる基盤は整ってきてい

るが、他の観点よりも相対的に肯定的評

価が低い結果であることは前年度までと

変わりはない。 

⇒教員研修の積極的な参加をより一層図る

必要がある。 

 


