
松陰高等学校（通信制）評価 総括
令和2年度



【重点目標】
・スクーリング・レポート作成・テストへの個別指導の充実と教科内容の理解

・学習状況の定期的確認と生徒・保護者への連絡

・「学習の手引き」の有効な活用
・個別面談の充実と進路実現へのサポート

【重点項目】生徒一人ひとりの継続的な学習の習慣化と学力の向上

「学習の手引き」の有効活用があまりできていない。生徒指導や進路指導などが１部の教員に集中
しすぎている。複数の教員で生徒指導や進路指導を協議し、深めていくことが必要になる。また各
学習センターへの案内やアドバイスをどのようにきめ細かく行うかが今後の課題だと感じる。学習
センターによっては、どのように進路指導やキャリア教育をおこなったら良いのかわからない学習
センターもあるように思う。案内文の通知は定期的に行っているが、案内文を読んでいない学習セ
ンターもいくつかあることが懸念される。

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください

定期的な連絡等は十分できているが、学習の習慣を改善できないままの生徒がいることが改善点。

令和2年度は新型コロナウイルスの影響により、スクーリングや個別指導の行い方を工夫する必要
があり、例年と比べると難しい部分が大きかった。 次年度は、今回の反省を踏まえつつ、指導内
容を充実させていきたい。

●

●

●

スクーリングとレポート作成に計画的に取り組み、卒業、進路実現につなげる。●
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【重点目標】
・一人ひとりへのきめ細やかな進路指導の充実
・進路ガイダンス・個別面談の質の向上

【重点項目】望ましい職業感の育成

進路適性検査の実施により、生徒は客観的に自分自身を知る機会を得た。ほとんどの生徒は自信が
無く、自己の興味関心を向き合う機会が少ないように感じる。自己肯定感を高めることで、進路の
選択肢の幅を広げていけるようにしたい。会社訪問、上級学校のオープンキャンパス参加等を積極
的に呼びかけてきたい。

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください

指導は十分できているが、卒業するだけで精一杯の生徒がいることも事実。

適学適職検査を行い、その結果をもとに個別に面談を行うことで職業観の育成を図った。 次年度
以降も、このような適学適職検査等を活用していきたい。

●

●

●

専門学校や大学のオープンキャンパスへの参加を促し、卒業後の進路に関心を持たせる。●

【重点目標】

・社会性と公共心の育成、規範意識の高揚

・教職員の共通理解による生徒指導体制の充実

【重点項目】基本的生活習慣と規範意識の確立（学校生活の安心と安全）
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校外活動を通して友人との交流を楽しむことができた。生徒が充実した高校生活を送れるよう、今
後も様々な計画を立案したい。コロナ禍のため１部校外学習が中止となったが、できるだけ実施す
るように努めてきた。

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください

共通理解は十分できているが、社会性と公共心の育成は容易ではない。

校外学習等で公共施設や学外で活動をすることで、社会的なマナーや公共心を育んできた。 また、
教職員間でこまめに情報共有をすることで指導体制の充実を図った。 次年度についても継続して
活動を通じての社会性、公共心の育成や教職員の生徒指導体制の充実を図っていく。

●

●

●

家庭との連携と自立に向けた支援●

【重点目標】

・心のケアを通して学校生活を援助する体制作り

・教育相談体制の充実

・校外学習や宿泊学習を通して心身の充実や道徳教育の充実

・ボランティア活動を通しての奉仕精神の育成

【重点項目】健全な心身の育成
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１部の教員のみで取り組んでいる。全教員で取り組むことが求められる。

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください

コロナの影響で校外学習は十分に開催できなかった。過ごしやすい学校の雰囲気作りはできている。

新型コロナウイルスの影響がある中でも、工夫して校外学習やボランティア活動を行うことで、少
しでも豊かな学校生活を送ることができるようにしてきた。 今後の課題としては、スクールカウ
ンセラーを利用するなどの心のケアの体制の充実を図る必要がある。

●

●

●

個々の生徒の悩みにどのように向き合うか、生徒が安心できる空間づくり●

【重点目標】

・不登校、転編入生など多様な生徒への指導

・生徒に関する諸問題の解決を図るための家庭との連携強化

【重点項目】保護者及び家庭との連携

前回答に同じ。

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください
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定期的に三者懇談を行い、個別の相談にも対応するなど家庭との連携はできている。

例年と同じく、多くの転編入生が入学しており、それぞれの状況に応じた対応や指導を行ってきた。
今後も個々の状況に応じた対応、指導をしていくことが課題である。

●

●

登校できない生徒への対応と家庭との連携●

【重点目標】

・自然や地域との触れ合いを図るための企画内容の検討

・特別教育活動への自主的参加奨励

・ボランティア活動への積極的な参加奨励

【重点項目】郊外活動への積極的な参加

校外学習やボランティア活動は、教室で学ぶ教科とは違い、生徒も喜んで参加している姿を見るこ
とができた。学年の枠を越えた活動により、社会性が身につき、人間関係の広がりにつながった。

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください

●

コロナ以外では十分企画できている。●

令和2年度は、限定的ではあるが校外学習やボランティア活動を行うことができた。その際に、生
徒には声掛けを行い、積極的な参加を促した。 次年度は状況にもよるが、自然や地域との触れ合
いの機会となるような校外学習を行っていきたい。

コロナ禍で校外学習への制限があったが、これからもできる限り学校行事や校外学習を計画し、生
徒間の交流を深める機会を企画していく。

●

●
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【具体的方策】

・教科の年間指導計画を作成し、教科教員間の指導の連携と充実を図る。

・「学習の手引き」の構成等を検討し、正確で分かり易い内容にする。

・スクーリングや校外学習を含む年間指導計画を作成し、生徒が積極的に参加できるように

する。

・レポート・スクーリングの状況を定期的に報告し、無理なく学習できる環境を整える。

・テストに向けた勉強の支援を行う。

・生徒の能力・進路に応じた科目が履修できるような履修科目の設定を考える。

・支援システムの効率的な処理ができるようシステムの構築を図る。

・家庭との定期的な連絡を通して、生徒の学習状況の把握に努める。

・教科担当によるレポートの添削を充実させ、生徒の教科内容の理解を図る。

【評価項目】教務

【具体的目標】
・生徒一人ひとりが各々の目標を達成できるよう、学校の運営に取り組む。

・基礎学力を定着させ、単位 修得に向けての学習の支援 を図る。

今年度はレポートの進捗状況も良く、積極的にスクーリング等への参加が見られた。コロナ禍で
あったが、教職員間の連携もスムーズにできた。レポートの誤字脱字や訂正が例年より少なかった
が、多数見受けられた。学習センターや生徒に迷惑にが掛からないように工夫する必要がある。

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください

個別に十分対応できている。

●
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レポート提出状況を把握し、進まない生徒へのフォローをする。●

令和2年度は、当初計画していたの年間指導スケジュールが崩れてしまい、生徒には少々負担が
かかってしまった。しかし、レポートの提出状況やスクーリングの出席状況を定期的に家庭に報
告し、状況が芳しくない生徒には提出や出席を促すことで、休校期間の分のロスを埋めることは
できた。 次年度は、今回のような事態が起こりうるということを念頭に置きつつ、レポート指
導やスクーリングを行っていく必要がある。

●

【具体的方策】

・自分の興味・関心に気付かせ、それを踏まえて進路の方向性を考えていくようにする。

・保護者との連携を深め、生徒の進路に関して三者が共有できる環境を整える。

・進路行事を提供し、自己の進路を考える機会を与える。

・学年に応じて段階的な進路指導の徹底を図る。

・個々の生徒の進路相談を充実させるため、進路関係の情報収集、提供に努める。

【評価項目】進路

【具体的目標】

・生徒の進路実現のため、個に応じた学習計画を立て、前向きな姿勢で学習に取り組めるよ

うにする。

・進路における情報収集を図る。
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定期的な三者懇談で進路について考える機会を設けることができている。
●

模試や進路適性検査を通して、客観的に自分を知る機会を設けることができた。進学や就職が難
しい生徒が多かった。求職者職業訓練という第３の選択肢を持てたことが、生徒に安心感を持た
すことができた。

●

【具体的方策】

・場をわきまえた行動がとれるように個々への指導を深めると同時に、自分の行動に責任が

持てるような人間形成を目指す。

・スクーリング、講演、面談などを通して薬物の危険性、有害情報の提供、交通ルールや喫

煙マナーなどを指導していく。

・人の心の痛みが分かり、思いやりを持った行動がとれるようになる。

【評価項目】生活指導

【具体的目標】

・学習する環境を整える。

・公共マナーの向上と社会的規範の遵守を図る。

・思いやりのある心の育成を図る。

適学適職検査を活用したり、総合的な探究の時間で進路について考える時間をつくったりするな
ど、自分の進路に対して向き合う機会を設けている。 また、それらの機会を利用して進路指導を
行い、生徒の希望進路につなげている。 今後の課題としては、さらに自分自身で進路について考
える機会や時間を設けていき、職業観、進路観の育成を図っていきたい。

学年に応じた進路指導、情報提供、教職員間の情報共有

●

●

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください
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困っている生徒に対して対応できた。●

前回答に同じ●

【具体的方策】

・生徒同士が生き生きと、お互いの良さを認める雰囲気作りに努める。

・生徒との信頼関係を構築し、生徒の心に寄り添った対応をする。

・教職員の情報交換を密にし、生徒の理解に努める。

・インターネット等による書き込みを含んだ「いじめ」を未然に防ぐ対応をする。

【評価項目】いじめ対策

【具体的目標】

・いじめ対策防止基本方針の策定を行い、学校の基本方針を明確にする。

・教職員間の情報交換を密にし、いじめを未然に防ぐ環境つくりに努める。

・ネットにおける生徒の動向を把握し、情報モラルの指導を行う。

・外部機関との連携を図る体制つくり

挨拶や声掛けを積極的に行い、良い雰囲気づくりをすること意識的にすることができた。
生徒同士の状況把握に気を配る

●

●

一人ひとりとの対話の時間を大切にしている●

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください

10



機会を設けて指導することはできている。周りに配慮することができる生徒は多い。●

スマートフォンと向き合う時間が多い生徒に対し、時間の使い方への指導を行っていく必要があ
る。山口県警察岩国署と連携しながら、情報モラル教室を開催できたことは大きい。

●

【具体的方策】

・生徒の健康診断を実施し、個々の健康維持・安全衛生面について配慮していくことで、生

徒が良好な学校生活が送れるように努める。

・基本的生活習慣の確立を目指し、自己管理能力を高める。

・不登校傾向にある生徒に対しては、家庭訪問を行いながら家庭との連携を図り、生徒が学

校生活が送れるよう信頼関係の構築に努める。

・不審者や緊急事態への対応の機能の充実を図る。

・地域の関連機関との連携を深め、生徒理解に努めることで、生徒を取り巻く環境の改善を

図る。

・生徒の健全育成を図るため、社会のルールを守るよう指導する。

【評価項目】安全健康管理

【具体的目標】

・心身の健康と自己管理能力の育成を図る。

・教育相談の有効活用を図り生徒の悩みに対応できる体制作りを行う

令和2年度は限定的ではあるが校外学習で外部の施設や公共の場で活動をすることで、一般的な
ルールやマナーを遵守することを学ばせる機会を設けてきた。 次年度以降も校外学習等を通じて
学ばせていきたい。

タイミングを捉えた指導と学校としての学習環境作り

●

●

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください
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健康管理はできている。指導は続けているが基本的生活習慣の改善は容易ではない。●

クーリング、レポートの実施状況の把握と、生徒が計画的に学習していける支援を行ってきた。
コロナ禍であったが、生徒たちは登校できる喜びを感じていたように見受けられた。

●

【具体的方策】

・学校案内パンフレット、ホームページの内容を工夫・充実させる。

・地域・他校との連携を深め、生徒募集の効果的な広報に工夫・努力する。また、関係する

学校・機関の訪問を積極的に行い、生徒の理解に 努める。

【評価項目】生徒募集

【具体的目標】

・生徒募集のための広報に努める。

・地域との連携を深めながら

・本校の教育目標を理解してもらう。

生徒に健康診断を受けさせたり、新型コロナウイルス対策を実施したりするなど健康維持・安全
衛生面に配慮した環境づくりを行っている。 通信制という特殊な環境なため、生活習慣が崩れる
生徒もいるが、日々の声掛けや指導を行うことで基本的な生活習慣の確立を図っている。 今後は、
安全衛生面のさらなる配慮が必要となってくるので、そこが課題である。

健康診断の定着を目指す

●

●

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください
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コロナの影響で学校訪問する機会が無かった。

●

コロナ禍のためすべての学校訪問を中止した。中止をしたが、問い合わせや新入生の入学者数は
前年よりも多かった。学校訪問やガイダンスも必要かもしれないが、電話や見学に来た生徒保護
者の困りごとを丁寧に伺い、親身になってどれだけ聞くことができるかが、重要である。

●

【具体的方策】

・指導内容を振り返り、次のスクーリングに生かす。

・基礎学力の定着をはかり、生徒ができることの喜びを感じさせる。

・生徒一人一人の能力・実態に合わせた教材の提供を行う。

・基本的生活習慣を身に着けさせ、計画的に学習させる。

・レポート指導や添削で生徒への理解をうながす。

・生徒の個性や能力に応じた教科指導の実践を図り、進路の実現を図る。

【評価項目】教科

【具体的目標】

・個々の生徒の個性や能力に応じた教科指導の実践

・教科の特性を生かした指導

・担当教科との連携による生徒の指導と把握

令和2年度は新型コロナウイルスの影響で学校訪問をほとんどすることができなかったが、それ
でも入学してくる生徒は多くいた。 今後の課題としては、幅広く浅く広報活動を行うのではなく、
地道な学校訪問や相談者対応の充実が挙げられる。

コロナ禍での生徒募集方法について、検討が必要

●

●

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください
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全体指導では難しい生徒に対して、個別で対応しフォローできている。

●

レポート進捗やスクーリングの参加状況を適宜把握してきた。●

【具体的方策】

・自己の進路目標を設定し、自分に向き合う姿勢を育成する。その中で自信を持たせるような

環境作りを目指す。

・通信制のシステムの中で、個別指導をきめ細かく行う。

・場をわきまえた行動がとれるような学習の環境作りを施す。

・体験学習や学校行事への積極的な参加を促す。

・生徒の様々な状況を把握し、各生徒に適切に対処できるように心がける。

【評価項目】1年生

【具体的目標】

・基本的生活習慣の確立と学習活動の定着化

・学習環境作りの推進

・多様な生徒への配慮

レポートの添削や個別指導を充実させることで、個々の生徒に応じた教科指導を行っている。 今
後は新教育課程に移行していくので、その対応が課題である。

コロナ対策を考慮した授業の展開をどうするか

●

●

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください
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個別に対応して新たな学校生活への不安を払拭できている。

●

生活習慣の見直しをさせることで、基本的生活習慣の確立に繋げた。それは、高校生へのスター
トを始めさせる契機ともなった。個々の生徒に対する教育的配慮を心がけたが、全員にそれが対
応できたかは多少の疑問も残る。常に生徒の様子を見ていくことが必要。

●

【具体的方策】

・個別指導を通して生徒の自覚を促し、スクーリング・出席率・レポートの提出率の向上を目

指し、学力の向上を図る。

・悩みを抱えている生徒の情報把握・生徒理解に努め、適切な対応に心がける。

・進路の情報収集に努め、進路目標を持たせる。

・学校行事への参加を呼びかけ、友人との交流を図る。

【評価項目】2年生

【具体的目標】

・学習の習慣化の定着による学力の向上

・進路意識の向上を目指す。

・学校行事への積極的参加

レポートの添削や個別指導を充実させることで、個々の生徒に応じた教科指導を行っている。 今
後は新教育課程に移行していくので、その対応が課題である。

令和2年度は、スタート時から休校に入ってしまったので学校に慣れるのに時間がかかってし
まった。 次年度は、今回のような事態が起こりうるということを念頭に置きつつ、生徒対応し
ていきたい。

●

●

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください
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中だるみの時期なので、個別に声掛けをするなど学習意欲を維持できるように努めている.。

●

学校の中心的存在としての意識づけをさせることで、生徒が自信をもてるような雰囲気作りに努
めた。家庭学習の定着を図り、学力を向上させることを目指したが、個々の能力に応じた指導は
まだ課題が残る。次年度に向けた学力の定着や進路の意識づけを行いたい。

●

【具体的方策】

・スクーリングや面談を通じて学習指導の徹底を図り、単位取得を促し、 卒業への意欲を高

める。そのためにも、生徒や家庭との連絡を密にとり、三者の思いを共有する。

・将来に向けての動機付けを行い、進路に対する意識を向上させる。

【評価項目】3年生

【具体的目標】

・単位取得の徹底と卒業への意識づけ

・進路希望の実現

・スクーリングや校外学習への積極的な参加による学校生活における充実感の向上

・学習意欲の持続・学力の向上

・進路指導の充実

令和2年度は、スタート時から休校に入ってしまったので、春休み明けの新年度の学校生活に対
応するのに時間がかかってしまった。 次年度は、今回のような事態が起こりうるということを念
頭に置きつつ、生徒対応していきたい。

１年次の反省をもとにレポート学習、テスト対策に早めに取り組むよう指導する。

●

●

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください
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高校生活の集大成としての意識を持たせ、進路実現に向けた指導をできている。

●

大学入試改革が始まり、情報収集に明け暮れた１年だった。次年度向け、生徒や保護者にも情報
を伝えていく必要がある。個別面談の徹底を図ることで、生徒の不安や悩みを軽減し、自信へと
繋げる契機とした。

●

・経験から学ぶ体験学習をはじめとした学校行事への参加を呼びかけ、地域と学校との一体感

を味わわせる環境づくりに努める。

・個別面談あるいは個人学習状況表の確認などで、生徒のレポート提出やスクーリングの参加

状況を把握し、生徒の卒業を確実に行う。

・常勤・非常勤教員と連携し、生徒一人ひとりに応じた適切な学習・進路指導に努める。

【評価項目】事務関係

令和2年度は、スタート時から休校に入ってしまったので、最終学年としての学習や進路指導の
開始が少し遅れてしまったため、生徒には少し負担がかかってしまった。 次年度は、今回のよう
な事態が起こりうるということを念頭に置きつつ、生徒対応していきたい。

３者面談で共通理解を図り、個々にに応じた情報提供を行う

●

●

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください

【具体的目標】

・生徒、保護者からの依頼文書等の対応を適切に行う。

・関係機関との信頼関係の構築を図る。

・学校業務が円滑に図れるよう心を配るようにする。
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学割や奨学金については適切に対応、処理を行ってきた。 今後も継続して行っていきたい。

●

スムーズに処理することができている。●

迅速かつ正確な事務処理をこころがける。

就学支援金事務については、全生徒の保護者の個人番号(特定個人情報)を取り扱う重要性を鑑み、
マイナンバーは所属学習センターには提出せず、岩国学習センターに各家庭から直接郵送し窓口
を一本化することで、個人情報流出や書類紛失などのリスクヘッジを図っている。 また、行政
機関（山口県学事文書課）との書類等のやり取りの際も細心の注意を払い、適切且つ丁寧な対応
を心掛けている。 課題としては、生徒数・教員数が多い学習センターでは、窓口となる担当者
に制度の概要や書類の取扱いについて説明を行っても、その他の教員まで共通理解されていない
場合があるので、学年担任によって制度の理解度が大きく異なる事が挙げられる。 担当者に
よって対応が違ったり、書類の取り扱いを間違う事の無い様、担当者への指導を強化していく必
要があると感じている。

●

●

- 学校全体の評価と次年度への課題を記述してください

【具体的方策】

・学割や定期、願い届出等に対しての処理を適切に行っていく。

・関係機関との信頼関係を築きながら、必要となる文書の作成や生徒・保護者への配布などを

適切に行うようにする。

・学校業務を行う上での環境の整備に心がける。また、学校への問い合わせ等の外部との対応

も的確に行うようにする。
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