
注：　◎大いに成果が見られた　　　○それなりの成果が見られた　　▼課題である

項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

平成３０年度　福井県立道守高等学校　学校評価書（通信制）　　　　　　　　　

学習
指導

生徒の実態を考慮
し、ひとりひとりの
ニーズに即した受講
登録ができるようさら
なる情報の共有を図
り、共通認識のもと指
導する。

○教員は単位修得に至る道筋についてわかりやすく説明し
たと答えており、生徒の通信制の学習への適応に対する保
護者の満足度も、昨年を上回り９９％と高く、生徒の受講登
録の満足度も昨年の７８％から８７％へ上昇した。これは、
昨年の１年生の満足度では４７％の生徒が「そう思わない」
「あまりそう思わない」と回答していたのが、今年は２２％に
減り改善されたのが大きいと思われる。新入生に対して
は、合格後に受講登録について詳しく説明をする機会が少
ないが、機会をとらえて必履修科目の必要性を含めた丁寧
な説明をしてきた結果と思われる。また、３・４年生について
も、選択科目が多く入るため、引き続きその内容等を丁寧
に説明していくことが大切であると思われる。

・新入生に対して、単位修得や受講登録について十分な理
解を得るために、受験前に行う「入学希望者個別相談会」に
おいて、通信制のしくみや学び方だけでなく、卒業までの道
筋を丁寧に説明する。
・さらに入学後の合格者登校日やＬＨ、個人面談等の様々
な機会を利用して、教育課程表などを見せながら卒業まで
の道筋をわかりやすく指導する。
・３年生から始まる選択科目の登録において、丁寧な学習
内容の説明が必要と思われる。本人の受講希望科目を優
先することは大切ではあるが、１・２年での学習成果と卒業
後の進路希望を基に適切な助言を与えることにより受講科
目登録への満足度を高める。

報告課題の内容を充実
させ、きめ細かな学習
支援（水曜個別指導、
添削指導、ＩＴ・放送教育
の活用）を目指し、また
学習到達度をわかりや
すく示すことや授業を工
夫することにより、意欲
を喚起し学習成果が上
がるように指導する。

○教員が授業や添削指導を工夫し、生徒の学習意欲を喚
起する指導ができたと答えているのに対し、生徒・保護者
の添削指導・授業に対する満足度も９０％といずれも昨年
度より高く、目標とする値を上回った。担任をはじめ各教員
が通信制での学習の進め方について丁寧に説明し、報告
課題の添削や面接指導を工夫して、生徒一人ひとりに対す
るきめ細かい学習指導を行った成果と思われる。さらに通
信制での自学自習の重要性を理解させ、その定着をはか
る指導をするとともに、教員側も面接指導の工夫や報告課
題の内容の構成および添削など、自学自習に取り組みや
すくする必要がある。

・報告課題の添削指導が通信制における学習指導上の重
要な特徴であることを踏まえ、教職員間の共通認識のもと
添削指導により学習の到達度をわかりやすく示し、学習意
欲を喚起する。また教科会においてその都度議論を深めな
がら、ＩＴ・放送視聴の活用や添削指導の更なる充実を図
る。
・報告課題において、基礎的な学習内容の定着とともに、生
徒の自主的な学習を促す報告課題の作成と、それに基づく
面接指導の充実を図る。
・水曜学習支援を更に周知し、個別指導を通して自学自習
をサポートする。

生活指導

特別活動
指導

学校行事や生徒会活動
及び部活動を通して、
思いやりや助け合いの
心を持って行動できる
生徒の育成に努め、い
じめの未然防止を図
る。また、アンケート調
査・担任との面接等を
通して、いじめの早期発
見や早期解決に向けた
取り組みに努める。

◎いじめの防止や早期発見を念頭に置いた「安心して学校
生活を送れているか」という問いに、生徒は９６％、保護者
８８％と肯定的評価をしており、学校行事や生徒会活動及
び部活動を通して、思いやりや助け合いの心を育成するこ
とができた。アンケートや面接を通して、生徒の状況やいじ
めの早期発見・解決を計ることができた。

・日頃から教員間、カウンセラー、保護者との情報交換を密
にすることで学校生活、家庭生活における生徒の変化を見
逃さないように努める。登校指導で生徒の心身の健康状態
を把握する。
・なるべく多くの生徒に対しアンケートや面接を実施し、学校
行事や講習会への参加を促して、他者とのよりよい関係を
築くことで安心した学校生活が送れるように努める。
・休みがちな生徒の実態、欠席理由を把握し安心して登校
できるように努める。

研修会等で具体的な問
題を提起し、生徒自身
に考えさせる場面を設
けることで、社会の一員
としての規範意識を身
につけさせる。

◎社会の一員として、交通法規や喫煙・薬物問題を念頭に
置いた「規則やマナーを守ることが出来たか」という問い
に、生徒９８％、保護者８８％と肯定的な評価をしており、今
年度も特別指導を受けた生徒が少ないなど、成果をあげて
いる。今後も交通規則や社会のマナーについての規範意
識の遵守と、その必要性について指導していきたい。

・交通事故やインターネットによるトラブル、スマートフォン
の使　用方法等、生徒の実態に即したテーマで講習会を実
施し、規範意識を遵守する大切さを生徒が自覚できるよう
に努める。
・保護者に対しても敷地内での禁煙、安全運転をお願いす
る。
・巡視や個別指導を継続して行い、問題行動の防止に努め
る。
・必要に応じて下校時のスクールバスの乗車指導を行い交
通マナーの向上に努める。

生徒に特別活動への
参加を促し、集団の
中で他者と協力する
ことの大切さを伝え
る。

○今年度は「ロングホームや学校行事に積極的に参加す
ることが出来たか」という問いに、生徒、保護者ともに目標
を上回った。若樹祭は昨年同様、１年生全員参加を呼びか
け、５０名を超える生徒が参加し、満足度も高かった。
部活動については活動する楽しさを伝え、充実感を感じる
ことができるよう地道に取り組む必要がある。

・学校行事や部活動を通して集団の中で他者と協力する大
切さ、楽しさを感じさせることに努める。
・若樹祭、および北陸三県生徒交歓会については、日程の
工夫（若樹祭プロジェクトの持ち方等）、生徒への呼びか
け、ポスターなどによるPRの充実、年度の早い時期からの
参加への啓発により、生徒の興味・関心を持たせるように
努める。　　　　　　・生徒数の減少に伴い、生徒会活動で一
部の生徒に負担が集中しないように努める。

進路
指導

進路ガイダンス、進路
オリエンテーション、
職業観育成講座、教
員との面談、様々な
関係機関との連携等
を通して、コミュニ
ケーション力を育てる
とともに、自己理解を
深めさせ、進路につ
いて考えさせる。

◎進路ガイダンス・オリエンテーションの活用、個人面談の
実施、教職員に対するキャリア研修を通して、生徒の自己
理解を促し、また、「進路だより」を発行し、進路に関する情
報を随時掲示するなど、進路について考えさせるよう努め
ており、教員の取り組みは大変高い。その結果、進路につ
いて考えたという生徒・保護者の割合はともに目標を上
回った。学校での進路に関する様々な取り組みが、家庭に
おいても、保護者とともに進路について考える機会に繋が
り協力を得られたのではないかと思われる。
  また、就職希望の生徒対象に、就職対策の問題を配布し
たり、就職・進学希望の生徒にはオリエンテーションやＬＨ
を利用して、早い時期からの意識づけをおこなったことで、
進路決定をスムーズに進めていく生徒が増えた。　しかし、
年々減少傾向ではあるが、２割程度の生徒は、進路に関す
る意識が十分とはいえず、今後も生徒の進路実現へ向け
た意欲を高める方策を考え、実施していく必要がある。

・進路ガイダンス、進路オリエンテーション、就職・進学ガイ
ダンス等の企画、ＬＨでの個人面談等を通して、入学時から
自己理解を深めさせ、働く意義や卒業後の生き方を考えさ
せる。

・引き続き、進路に関する情報を随時提示し、就職希望者
には就職対策の問題等を配布するなど、早い時期からの活
動を促す。

・多様な生徒に対応するため、外部の様々な機関との連携
をさらに密にし、進路実現のための指導をすすめる。

・教職員に対してもキャリア教育に関する研修を実施する。教職員のキャリア教
育に関する研修を実
施し、多様な生徒の
進路指導に役立て
る。



項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

◎昨年度より引き続きＬＨを活用し、「学校図書館オリエン
テーション」を企画し実施した。「通信道守」の「教師が薦め
る一冊」や「読書マラソン」、「新入生に読んで欲しい本」等
の企画、また「図書館だより」の教室掲示を継続的に実施し
たことにより、読書意識を持っている生徒の割合は、目標を
上回ることができた。しかし、活字離れは、家庭において
年々進んでいるように見える。今後も、読書活動が充実す
るよう工夫する。
○教員は、放送視聴ガイダンスを授業時間に計画したり、
高校講座視聴活動を取り入れた授業を実施したりして、生
徒に積極的に利用するように奨励しており、今後も継続し
て取り組む必要がある。

・読書活動は生涯学習の一環であるとの視点に立ち、広報
誌や図書館だよりに良書や新刊図書を紹介し、ＬＨにおけ
る図書室を利用した企画の実施など、今後も地道な取り組
みを継続し、生徒の読書意識を高めていく。

・放送視聴は、自学自習の手だてになることを踏まえ、今後
一層の広報推奨活動に努めていく。

保健
指導

生徒が美化ボランティ
アや清掃活動に自主
的に取り組むことがで
きるように、家庭と連
携しながら美化意識
を高めていく。

○「すすんで美化ボランティアや、清掃などの整理整頓に
取り組んでいる」と答えた生徒の割合が、目標を超え78％
になったが、保護者の回答はわずかに目標を下回った。
◎美化ボランティアへの参加は、登校しているほとんどの
生徒が参加し、自発的に美化活動に取り組むことができて
いる。清掃用具を整備することで、生徒がすすんで清掃に
取りかかることができたと思われる。

・昨年に比べて、家庭での整理整頓、掃除等をしていると答
えた保護者が減った。学校での美化活動への取り組みが、
家庭での取り組みに結びつくように、今後も「通信道守」等
をとおして、家庭と連携しながら意識の向上を図りたい。
・清掃時の音楽や放送によって、清掃時間の意識付けが定
着してきている。今後も継続して続けていきたい。
・生徒がすすんで清掃に取り組むことができるように、便利
で快適な清掃用具の整備に努めていく。

講演会等を通して薬
物、喫煙が体に及ぼ
す影響を理解させ健
康への意識を高め
る。健康診断の結果
を知ることで、生徒に
健康状態の把握を促
すように努める。

◎喫煙や薬物乱用防止への取り組みについて、生徒・保
護者の肯定的取り組みが目標の８０％を大きく上回った（生
徒95％・保護者91％）。薬物乱用防止教室への参加率も
年々高まっており、喫煙や薬物の体への影響を理解してい
る生徒が、ほとんどであると言える。

◎健康診断の受診率も昨年より上回った。きめ細やかな生
徒への受診の働きかけもあり、スクーリングに参加している
生徒は、ほとんど健康診断を受診している。個別の連絡
や、受診日の締め切りを延長したことも、良い影響と考えら
れる。

・講演会への参加を促し、薬物や喫煙の体に及ぼす影響を
伝えていく。
・校舎内外の巡視やゴミ拾いを継続し、喫煙防止やゴミの
分別を根気強く呼びかけていく。
・健康診断の重要性を指導し、未受診者の呼びかけを丁寧
におこなうとともに、ポスター等を利用して啓蒙活動に努め
る。今年度同様に受診期間を延ばし、一人でも多くの生徒
に健康診断を受診させたい。

渉外・広
報・図書

「通信道守」などの発
行により、生徒・保護
者に適切な情報が届
くように工夫する。

◎教員は、「通信道守」などを活用して生徒・保護者に対し
積極的に情報発信に努めている。各家庭に「通信道守」を
送付し、生徒向けには教室に掲示した。以前より、生徒・保
護者ともに「通信道守」を配布・送付していたことで必要な
情報を得ることができるということが定着しており、生徒・保
護者ともに目標を上回ることができた。年６回「通信道守」
を発行し、よりタイムリーな話題を提供できたことも要因で
あると考えられる。目標は上回ったが、これからもさらに魅
力的な内容にしていく必要がある。

・引き続き、各家庭に「通信道守」を送付、生徒向けには教
室に掲示する。さらに、入学式や保護者会、また本校ホー
ムページなどで「通信道守」の存在や内容を紹介し、学校生
活に必要な情報を得られるということを発信していく。

・「通信道守」を年６回発行し、より学校生活についての情
報や様子がわかるような話題や内容、また紙面の工夫を考
えていく。

授業・ＬＨ・広報など
様々な機会を利用し
読書の楽しみや放送
視聴の有効性を伝え
奨励する。

教育相談
（カウンセ

ラー）

生徒を支援する相談
活動や有意義な教職
員研修の実施に加
え、より正確な生徒状
況把握や欠席生徒の
初期対応を効果的に
行うことで、生徒の不
登校状態を防ぎ、心
のケアに努める。

◎今年度も生徒が先生に相談したいと感じている割合は、
目標の７０％を上回った。また、不登校状態を防ぐために連
続欠席生徒へのアンケートを送る取り組みや、定期的な事
例検討会で生徒支援を具体的に考える全体の取り組み等
により、不登校状態生徒の割合が調査開始以来最も減っ
た。
　教育相談研修会では、今年度「起立性調節障害」の生徒
が複数入学してきたため、福井大学医学部小児科医の巨
田元礼先生に「起立性調節障害の考え方」と題して講演を
お願いした。 また、昨年度に引き続き 「生徒情報交換会」
を前期後期当初に開き、教職員全体の共通理解を図ったと
ころ、教職員の生徒理解や意識向上に繋がり、教職員自
身も生徒の相談に誠意をもって取り組んだと評価してい
る。
　さらに「教育相談連絡会」を定期的に開きＳＣ・ＳＳＷと情
報交換や意見交換を行う場となった。今後も教職員全体と
の関係がさらに密になるよう工夫していく必要がある。

・連続欠席生徒への初期対応による不登校状態未然防止
の取り組みは、日頃から生徒との関係が取れてきて、担任
がこれを利用する件数は減っているが、来年度も継続して
いく。担任が生徒の状況把握が難しい場合、一つの手立て
となるよう実施する。
・教育相談研修会では、新年度の入学生の状況を踏まえて
講演内容を決める。もし特別な状況がなければ、近年重視
されている「合理的配慮」「通級指導」等について、理解を深
める研修を考えている。
・「教育相談連絡会」を定着させる。今年度は、学校全体で
実施する事例検討会にＳＣ・ＳＳＷも参加してもらい助言を
いただいた。さらに、ＳＣ・ＳＳＷが一堂に会する「教育相談
連絡会」に対応に苦慮する生徒事例を出してもらい、教員
の個別相談の場となるようにしたい。ＳＣ・ＳＳＷと学校全体
が関わりやすくするようコーディネートする。

保護者の支援が、生
徒支援につながるよ
うに、保護者面談を積
極的に行う。また「保
護者のつどい」を開催
し内容の充実を図る。

◎今年度も、教職員の生徒への対応について、保護者の
満足度は大変高かった。また、今年度も年２回「保護者の
つどい」を開催し、福井で長年不登校支援を実践し経験と
実績をもつ中嶋良三先生を招いて、「親の会」スタイルの会
を実施した。個別相談をもとに情報を共有することで学び
合う場を作ってもらい、参加者から好評価を得た。中嶋先
生は自身で『親の会』を発足させ、実践されているので、
「保護者のつどい」に参加した保護者がこの『親の会』にも
参加し、継続的な相談場所として繋げることができた。

・今後も保護者の面談を積極的に行い、生徒の支援に繋げ
る。例えばＳＣ・ＳＳＷと協力しながら、不登校状態生徒やひ
きこもり生徒をかかえる保護者に対しても要望をもとに、家
庭訪問を行うなど支援の機会を増やす工夫をする。
・来年度も年２回「保護者のつどい」を開催する。今年度お
願いした中嶋先生の会がかなり好評だったので、次年度も
引き続きお願いし、同じスタイルで実施する。さらに多くの保
護者が継続的な相談場所に繋がることも期待している。


