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府立八尾北高等学校
校 長 岡本 泰弘

令和２年度

学校経営計画及び学校評価

１ めざす学校像
地域に根ざした総合学科高校として、多様な人々がともに生きる社会の形成者を育成する学校
１ 総合学科の特性を活かし、多様な生徒の多様な学びと多様な進路実現を保障する。
２ 人権教育を軸にして、主体的に社会に参画し、他者と協働できる資質・能力を育む。
３ 地域とともに学び、地域の教育力の向上に貢献する。
２ 中期的目標
１．総合学科の特性を活かし、
「確かな学力」を育む
（１）総合学科の特色を生かしたカリキュラムマネジメント推進体制の確立
ア 生徒の学力を把握・分析し、本校の取組みを評価・改善していくシステムを確立する。
・生徒の生活実態、学習状況、進路意識等に関する調査を継続的に実施する。
イ 学習意欲を高め、
「基礎学力の充実」と「生涯にわたり学び続ける学習力」を育むカリキュラムを再編する。
・新学習指導要領の趣旨を踏まえ、多様な科目の内容を一層充実させるとともに、科目どうしの系統性を考慮したカリキュラムを編成する。
・生徒の学びへの意欲向上と学習習慣の確立をめざし、家庭の理解と協力を求めるとともに、幅広く外部人材の活用も進める。
（２）生徒が安心して安定した高校生活を送るための環境整備
ア 生徒の支援体制、相談体制を整える。
・ＳＳＷと協働し、生徒を支援する体制を整え、具体事例への対応をすすめる。
・教育相談体制を整備し、不登校や退学を防止する。
※担任以外で気軽に相談できる教員がいる」肯定率令和４年度 85％（H29:69.3％、H30:75.9％、R１:76.3％）
イ 生徒の自律・自立に向けた生活指導・キャリア教育を推進し、将来展望を持って積極的に学ぶ意欲を養う。
・自他を尊重し、様々な人が共に生きる社会で通用する規範意識を育む。
・生活背景をふまえた生徒理解をもとに丁寧な生徒指導を行う。
ウ 校内美化に努め、生徒が学習に集中しやすいように落ち着いた環境を作る。
※自己診断（生徒）清掃が行き届いている肯定率令和４年度 65％（H29:43.4％、H30:54.9％、R１:49.4％）
（３）教職員が自ら学び、専門性を高め、質の高い教育実践を推進する組織づくり
ア 教員の授業力向上を不断に進めるためのシステムづくりと条件整備を行う。
・業務の適正化、効率化を組織的に進め、教員が授業づくりにかける時間を確保する。
・校内授業研究を継続的に実施し、教員の授業力を向上させる。
イ 計画的な教員研修の実施、教職員の様々な研修への参加、他校との交流を積極的に進める。
２．ともに生きる社会の形成者としての資質、能力を育む
（１）キャリア教育の充実
ア これからの社会で必要とされる資質・能力を踏まえ、
「社会への扉（産業社会と人間、総合的な探究の時間）」及び「課題研究（総合的な探究の時間）」
の充実を図る。
・総合学科の学びの柱として、３年間を見通した系統的な学習プランに基づき、全教職員の共通理解のもとに進める。
※３年生学校自己診断「進路決定に際し適切な助言を受け、自分の進路を決定できた。」
肯定率令和４年度 85％以上（H29:76.9％、H30:83.6％、R１:80.8％）
イ 本校キャリア教育の拠点としての「インフォメーションルーム」を活用し、ガイダンス機能を充実させる。
・学習や進路に関しての情報を得られる場として、生徒が積極的に活用できる環境づくりを進める。
・生徒からの相談に応じて適切な支援を行えるよう、教員のスキルを高め、就職率 100％を維持し、生徒の希望進路を実現する。
※希望進路決定率令和４年度 98％以上（H29:92.5％、H30:93.9％、R１: 95.5％）
（２）生徒の自主活動育成
ア 生徒会・委員会活動をさらに充実させる。
・生徒が学校づくりに参画していけるような支援体制を整える。
・地域で活動する様々な団体等と連携し、社会にも働きかける活動を行う。
イ クラブ活動を活性化する。
・生徒のクラブ加入率を高めるための条件整備を進める。
・クラブ活動を支える条件整備、クラブ顧問の指導力向上、外部人材の活用等により、クラブ指導体制の充実を図る。
（３）人権尊重の学校づくり
ア 人権が尊重される学校文化の確立
・生徒が人権の課題を自分の課題としてとらえ、確かな人権感覚を養う系統性のある学習を継続する。
・教職員の人権に関する知識や感性を常にハイレベルで維持し、すべての教育活動を通して人権教育を行う。
イ 配慮を要する生徒への支援を全ての分掌・教科・学年等の連携により進める。
・日本語指導が必要な生徒、障がいのある生徒等に対する支援体制を整える。
・配慮を要する生徒が他の生徒との関わり、ともに成長できる集団づくりを進める。
３．地域と連携・協働し、ともに地域の教育力の向上をめざす
（１）家庭・中学校・地域との連携強化
ア 保護者の学校教育への理解と参画を促進するとともに、家庭の教育力を高めるための支援を行う。
・学校教育目標やその実現に向けた取組みについて保護者に丁寧に説明し、協働して子どもを育成できる信頼関係を構築する。
・保護者対象の講演会等を企画し、保護者が子育てに関する情報を収集し、相談できる機会を作り、家庭の教育力を高めるようにする。
※自己診断（保護者）
「家庭への連絡や意思疎通」肯定率令和４年度 85％（H29:69.8％、H30:75.6％、R１:73.4％）
イ 中学校と日常的な情報共有を行い、信頼関係を築き、連携をさらに強化する。
・中学校に対して本校の取組みを積極的に発信し、生徒の成長を見守り、支援していただける関係づくりを行う。
（２）地域の社会教育資源を活かした教育実践の実施
ア 本校の教育活動を積極的に地域に発信し、地域の次代を担う若者の育成という視点で、理解と共感を得る。
・本校ホームページでの発信をはじめ、地域の方々に本校をご覧いただく機会を増やし、本校の教育活動への理解を深め、教育のあり方について
ともに考えられる関係をつくる。
イ 本校の教育を理解し、参画していただける方を増やす。
・
「社会への扉」や「課題研究」の取組みをはじめ様々な取り組みにおいて、生徒が地域に出て学ぶ機会を積極的につくり、地域の方々の理解を得る
とともに協力を仰ぐ。
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（３）地域との協働を深め、地域の教育力向上に貢献する。
ア 地元中学校区地域教育協議会への参画を通して、学校の教育資源を地域の教育力向上のために活用する。
・地域の教育機関との連携を深め、協働して子どもを育む顔の見える関係をつくる。
・本校の特色のある授業や施設を地域に開き、地域の方々の学びの場、活動の場として提供する。
イ 生徒の学習活動の中に、生徒が地域課題を理解し、課題解決の方法を考え行動する取組みを行う。
・
「社会への扉」の授業や生徒会活動等において、生徒が社会で活動する方々と協働する機会をつくり、生徒の社会参画への意識を育てるとともに、
地域の課題解決に寄与する。
【学校教育自己診断の結果と分析・学校運営協議会からの意見】
学校教育自己診断の結果と分析［令和２年 12 月実施分］

学校運営協議会からの意見

【１年生】
１． 肯定的意見が 80％超えている項目 31 項目（52 項目中）
肯定値が年々増加している。（８→22→31）
① 学校の特色・教員の姿勢に関すること（他の学校にない特色がある。ＩＣＴ
機器活用。
）
② 人権教育に関すること（多くの外国籍生徒が共に学んでいる。）
２．否定的評価が 40％を超えている項目 ２項目（52 項目中）
昨年度と変化していないが、数値は改善している。
（２→２）
① 授業や部活動・学校行事等を通じて、支援学校と交流する機会がある。
② 学校のホームページをよく見る。
（否定値 84.9→64.5％）
【２年生】
１．肯定的意見が 80％超えている項目 28 項目（52 項目中）
肯定値が年々増加している。（17→22→28）
① 校内でのマナーに関すること（挨拶ができた）
②授業に関すること（ＩＣＴ機器活用。）
２．否定的評価が 40％を超えている項目 １項目（52 項目中）
年々、減少している。
（８→２→１）
① 学校のホームページをよく見る。
（否定値 67.1％）
【３年生】
１．肯定的意見が 80％超えている項目 33 項目（63 項目中）
昨年度から増加した。
（33→29→33）
① 多文化理解に関すること（多くの外国籍生徒が共に学んでいる。）
② 個人情報保持に関すること（プライバシーが守られている。）
③ 身についた力、学んだ成果に関すること（総合学科で学んでよかった、
他の学校にない特色がある。）
２．否定的評価が 40％を超えている項目 ２項目（63 項目中）
昨年度と変化していない。
（２→２）
① 授業や部活動・学校行事等を通じて、支援学校と交流する機会がある。
② 学校のホームページをよく見る。
【保護者】
１. 肯定的評価が 80％を超えている項目（19） 項目（42 項目中）
昨年度から減少した。
（21→23→19）
①教多文化理解に関すること（多くの外国籍生徒が共に学んでいる。
）
② 学校行事に関すること（体育祭・文化祭に子供が積極的に参加している。）
③ 教個人情報保持に関すること（プライバシーが守られている。
）
２． 否定的評価が 40％を超えている項目（１）項目（42 項目中）
昨年度から減少した。
（２→２→１）
①
ＰＴＡ活動への参加
【教職員】
１．肯定的意見が 80％超えている項目 43 項目（78 項目中）
肯定値が年々増加している。（46→58→68）
① 学校行事に工夫・改善をしている。
④ 生徒会活動を学校全体で支援している。
⑤ 生徒・保護者のニーズに合った特色がある。
３． 否定的評価が 40％を超えている項目（４）項目（78 項目中）
年々減少している。（32→19→10）
①支援学校との交流の機会を積極的に設けている。
②指導内容について、他の教科と話しあう機会がよくある。
＊否定的評価が高い項目
・ＨＰ閲覧については、改善してきたので継続策を考える。
・引き続き、清掃状況、部活動等について、改善していけるよう検討する。
・保護者に本校教育への理解をさらに深めるために様々なツールを活用し、日
常的な情報提供を行い、併せてＰＴＡ活動への参画も求めていく。
・授業について、教科間では話し合っているが他教科まで広げる策を検討する。
＊その他
・保護者から、
「学力をつけるための様々な取り組みがなされている」等の質問
について、
「分からない」と言う意見が寄せられている。
・同じ内容を多く含む質問項目は同じようなアンケート結果が出ている。
・質問項目について、令和３年度より見直しをする。
⑥ 教育の内容に関すること（新しい教育課題、人権、規範、豊か

【第１回 ７月 16 日新型コロナウイルス予防のため書面会議】
[協議]
・専門学校進学について、目的・卒業後の進路、安くはない学費等についての考察
が必要。
・遅刻の学年別頻度では学年進行とともに増加する。遅刻に対する生徒の意識改革
が必要。
・入試倍率が高かったのは良い。前期後期入試がなくなったが、学校の取り組みが
志願者増加に繋がっている。
・遅刻が思っていたよりも多くて残念である。減少させる取り組みを進めてほしい。
[令和２年度取り組みの重点について]
・人権教育の年間計画は、学年の実情に応じて実施。
・新型コロナウイルス感染予防についての取り組みは、府教育庁の指針通り実施。
・活用力、対応力が求められる「変化が激しい時代」こそ「正しいことを知ってい
ること」がベースになる。フェイクが飛び交う世の中だからこそ「基本や基礎」に
重心を置くことを理解できる。
[令和２年度学校経営計画について]
・教員の授業力向上のため、教員同士が相互に授業見学を行うことは素晴らしい。
その後、どのようにリフレクションしあって専門性を高めてゆくかということが大
切。
・進路決定率が年々上昇しているのは、丁寧な進路相談・指導・キャリア教育の充
実の成果である。
[令和２年度の状況について]
・日本語が十分でない生徒や保護者への情報提供は多言語で、あるいは優しい日本
語で情報提供をお願いしたい。
・生徒が良好な状態であることはうれしく思います。
・新型コロナウイルスの問題は、感染・予防が主であるが、
「社会問題」として教育
することに意義がある。
【第２回 11 月 26 日】
[授業見学]
・第３学年課題研究（第１ＬＡＮ教室他）
・令和元年度課題研究発表大会金賞受賞者録画視聴
[本校で取り組む課題研究について]
（第３学年課題研究担当教員より説明後、意見を伺った。
）
・発表内容と方法のバランスが大切。
・ある会社の社長は、発表時にＰ．Ｐ．を使用させない。内容を重視している。
・生徒らしさが出ていて良かった。例えば、
「カードゲームについて」の発表は、生
徒を感じることができた。
・生徒は、他生徒の発表をよく聞いている。他者理解につながるので良い。
・ゼミ形式で進めているのが評価できる。「先生が一方的に教えるだけではない。」
ことの重要性を実感できた。
・課題研究のような授業をもっと進めていってほしい。
[その他]
・宇都宮大学（国立）へ進学したオアシス生徒がとても頑張っている旨、大学から
連絡があった。オアシス生徒の学力・進路保障の取り組みを続けてほしい。
【第３回 ２月４日
[令和２年度報告]
・学校自己診断（学年・教職員）
・重点目標達成状況報告（分掌・学年・担当）

（意見）
・１年生、２年生、３年生すべてにおいて肯定値が昨年より増加していて良い。
[令和２年度学校経営計画達成状況の評価及び令和３年度学校経営計画について、各
委員より]

・コロナ禍の中、様々な行事が開催されたことに感謝している。
・来年度導入されるタブレットを利用した授業展開について研究するように。
・学校運営と生徒会の連携について、スカート丈の指導について生徒に考えさせ
てみること等はどうか
・「学校に行くのが楽しい」と答える生徒が 100％になるように我々は考えてい
かなければならない。
・コロナ禍の中でも、様々な進路があり、進学、就職に影響が少ないことは総
合学科の強みである。
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本年度の取組内容及び自己評価
中期的
目標
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具体的な取組計画・内容

評価指標

自己評価

ア．ガイダンス部は、教育産業を活用し学力生 ア．学力生活実態調査の分析結果報告書を作 ア．コロナ禍のため、２年生は
活実態調査の実施・分析を行い、生徒の学
成（年２回）。それぞれの分析結果に基
学力生活実態調査を１回し
力向上のための課題を整理し、各教科はそ
づき、各教科が効果検証を行い、指導方
か実施できなかった以外は、
れに基づいた授業プランをつくる。
針を見直す等、ＰＤＣＡサイクルを確立
例年通り実施できた。（〇）
イ．新教育課程委員会の役割をカリキュラムマ
する。
イ．予定通り教育課程を編成で
ネジメント推進委員会が担い、課題別小委 イ．カリキュラムマネジメント推進委員会が
きた。
（〇）
員会に諮りながら総合学科の特色を活か
中心となり、年度末までに「確かな学力」
した新教育課程の編成をすすめる。
を育む教育課程を編成する。

（２）
生徒が安心して
安定した高校生活
を送るための
環境整備

ア．生活指導部保健担当は、担当窓口を設置し ア．発達障がいに関する教職員の理解を深め ア．支援が必要な生徒の支援計
てスクールカウンセラー生徒の個別支援
るための研修会を開催。支援が必要な生
画を作成した。
（〇）
ができる体制をつくる。
徒の支援計画を作成。
イ．自己診断（生徒）「生徒指
イ．生活指導部生徒指導担当を中心に、全教職 イ．自己診断（生徒）「生徒指導における教
導に おける教 員同士の協
員の意思統一を図りながら、生徒の生活背
員同士の協力」肯定率向上（R１:85.6％）
力」肯定率 90.1％（◎）
景をふまえた生徒理解のもと、ポジティブ
自己診断（生徒）「担任以外で気軽に相
自己診断（生徒）「担任以
な行動支援を行い、生徒の自律を促す生徒
談できる教員がいる」肯定率 80％
外で 気軽に相 談できる教
指導を行う。
（R１:76.3％）
員がいる」肯定率 78.7％
ウ．日常の清掃指導を丁寧に行い、生徒の校内
自己診断（生徒）清掃が行き届いている
（△）
美化の意識を高める。
肯定率 54％
（R１:49.4％）
自己診断（生徒）清掃が行
き届いている肯定率
66.4％（◎）
（３）
ア．学習指導部は、授業力改善チームと連携し、 ア．授業力向上のための授業見学会・研修会 ア．授業力向上のための授業見
教職員が自ら学び、
教員の授業力向上のため、教員同士の授業
を授業公開週間（年間２回）に併せて実
学会・研修会を授業公開週
専門性を高め、質の
見学、授業研究等の具体的取組みを計画・
施。
間（年間２回）に併せて実
高い教育実践を推
実施する。
イ．職員室に情報共有スペース（掲示板、書
施した。（〇）
進する組織づくり
イ．全教職員は様々な研修機会を有効に活用す
籍ラック等）設置。職員会議において研 イ．職員室に情報共有スペース
るとともに、他校の実践事例の収集や学校
修等で得た情報を提供する時間を確保。
（掲示板、書籍ラック等）
視察等も積極的に行い、そこで得た情報を ウ．業務適正化・効率化プランを作成・実行、
設置するとともに、学校掲
随時他の教職員に提供する。
超過勤務時間数縮減。連絡事項等は個人
示板を積極的に活用した。
ウ．各部署は業務の適正化・効率化について検
レターケースを活用し、職員会議時間を
（〇）
討し、具体的方策を実行する。
定時（17 時）までに終了する。
ウ．職員会議時間を概ね定時
（17 時）までに終了出来
た。（〇）
（１）
ア．ガイダンス部の社会への扉担当は、本科目 ア．「社会への扉」３年間学習プランを年度 ア．自己診断（１年生）「社会
キャリア教育の
を探究科目として再定位し、３年間の学習
当初に作成。学年ごとに全担当者による
への扉」肯定率 84.5％（△）
充実
プランを再構成する。引き続き全担任・副
教科会議を定期的に開催。
イ．自己診断（生徒）「進路に
担任が担当する科目として、担当者間の共
自己診断（１年生）「社会への扉」肯定
ついての情報」肯定率
通理解を深めながら、総合学科の学びの柱
率向上
（R１:86.1％）
88.3％（〇）
としての充実を図る。
イ．自己診断（生徒）
「進路についての情報」
自己診断（３年生徒）「進
イ．ガイダンス部進路支援担当は、インフォメ
肯定率向上
（R１:89.0％）
路決 定への助 言」肯定率
ーションルームを生徒が活用しやすい環
自己診断（３年生徒）「進路決定への助
83.0％（〇）
境と、教員の相談体制を整える。
言」肯定率 83％
（R１:80.8％）
希 望 進 路 決 定 率 91.2 ％
希望進路決定率 96％（R１: 95.5％）
（△）
（２）
生徒の自主活動育成

（３）
人権尊重の学校づくり

ア．生活指導部生徒会担当は、体育祭・文化祭
の取組みへの参加意識を高め、社会とつな
がる力・他者と協働する力を育成できるよ
う、計画的・段階的に刷新する。
イ．生徒の部活動や委員会活動への参加率を高
める取組みを進めるとともに、外部指導員
等の活用を促進できるよう、地域にも働き
かける。
ア．人権教育担当は、人権の今日的な課題を見
据え、３年間の人権学習プランを再構築す
る。
イ．本校のすべての教育活動が、人権教育の視
点に立って行われるよう、特に全教職員が
配慮を必要とする生徒についての理解を
深め、全ての生徒がともに学び・育つ学校
づくりをすすめる。
ウ．多文化共生部オアシスは、文化祭での舞台
発表や地下鉄通訳ボランティア、地域行事
等に参加し、多文化理解をさらに進める。

ア．自己診断（生徒）生徒会行事に対する参 コロナ禍のため、文化祭・体育
加意識肯定率 78％。
（R１:74.9％） 祭は日程・内容を変更し、部活
動は、活動を縮小した影響が出
た。
イ．現状の部活動加入率 55％。
（R１:52.3％） ア．自己診断（生徒）生徒会行
事に対する参加意識肯定率
72.5％。（△）
イ．部活動加入率 46.8％。
（△）
ア．自己診断（生徒）「人権の取組みについ ア．自己診断（生徒）「人権の
ての意識」肯定率向上。
（R１:87.0％）
取組みについての意識」肯
自己診断（教職員）「人権尊重に関する
定率 89.6％。（〇）
十分な話合い」
肯定率 65％（R１:58.5％）
自己診断（教職員）「人権
自己診断（保護者）「人権尊重意識を育
尊重 に関する 十分な話合
てている」肯定率向上（R１:86.1％）
い」肯定率 72.2％（◎）
イ． 配慮を要する生徒が安心して学校生活
自己診断（保護者）「人権
を送っていること、及び生徒の満足度の
尊重意識を育てている」肯
確認。自己診断（保護者）「生徒の人権
定率 79.0％（△）
を尊重する」肯定率向上（R１:86.1％） イ．自己診断（保護者）「生徒
ウ．自己診断（生徒）「外国籍生徒との交流
の人権を尊重する」肯定率
が自然に行われている」肯定率 80％（R
78.0％（△）
１:75.2％）
ウ．自己診断（生徒）「外国籍
生徒 との交流 が自然に行
われている」肯定率 74.1％
（△）

№１００５

府立八尾北高等学校

３
．
地
域
と
連
携
・
協
働
し
、
と
も
に
地
域
の
教
育
力
の
向
上
を
め
ざ
す

（１）
家庭・中学校・地域
との連携強化

ア．各学年、各分掌は、保護者への積極的な情
報提供をＨＰ、メルマガ、教育産業のシス
テムを活用した「校内グループ」等を通し
て行い、保護者の本校教育活動への理解を
深める。
イ．生徒の出身中学校と日常的な情報交換を行
い、信頼関係を築き、連携して生徒を支援
する。また学校見学会、出前授業等を充実
させ、中学生の進路選択に貢献するととも
に、展望を持って本校を志望する生徒を増
やす。

（２）
地域の社会教育資
源を活かした教育
実践の実施

ア．ガイダンス部の広報委員会は、本校ホーム
ページを充実させ、様々なツールや機会を
利用しながら、保護者や地域の方々の学校
理解を深め、本校への協力を得られるよう
にする。

イ．
「社会への扉」
「課題研究」をはじめ、多く
の選択科目等において、積極的に地域の教
育資源を活用し、地域の方々の意見も伺い
ながら、社会に開かれたカリキュラムの実
現をめざす。

（３）
地域との協働を深
め、地域の教育力向
上に貢献する。

ア．引き続き人権教育担当を中心に、地域教育
協議会に積極的に参画するとともに、保・
幼・小・中・高の連携をさらに促進できる
よう、顔の見える関係づくりを進める。
イ．地域の方々や団体等が本校の教育資源や施
設を活用することにより、地域づくりや地
域の教育力向上に貢献できる取組につい
て、地域と協議する。

ア．保護者対象講演会等の企画をＰＴＡの協 ア．自己診断（保護者）「学校
力を得て実施。
の教育方針の理解」肯定率
自己診断（保護者）「学校の教育方針の
79.0％（△）
理解」肯定率向上（R１:85.9％）
イ．全教員による中学校訪問
イ．全教員による中学校訪問（年２回）実施。
（年２回）実施。中高の日
中高の日常の連携関係を維持。
常の連携関係を維持。（〇）
生徒の入学目的や生活背景の把握。
コロナ禍にもかかわらず、
中学校等への出前授業等 10 回
中学校との連携を実施可能
（R１:10 回）
範囲で進めることができ
中学校等への学校説明会 10 回
た。中学校等への出前授業
（R１:10 回）
等５回（〇）
中学 校等への 学校説明会
３回（〇）
ア．学校行事への保護者・地域の方々の来校 ア．自己診断（保護者）「家庭
機会と来校者数を増加させる。
への連絡や意思疎通」肯定
自己診断（保護者）「家庭への連絡や意
率 73.8％（△）
思疎通」肯定率 77％（R１:73.4％）
自己診断（保護者）「学校
自己診断（保護者）「学校のＨＰをよく
のＨＰをよく見る」肯定率
見る」肯定率 35％（R１:30.1％）
37.6％（〇）
ＨＰ更新 100 回以上。
ＨＰ更新 166 回。（◎）
イ．地域の教育資源を活用した取組みを、各 イ．コロナ禍のため外部との交
学年で年間複数回実施。選択科目の取組
流が大幅に減少した。自己
みとしても複数の科目で実施。
診断（生徒）「授業や部活
自己診断（生徒）「授業や部活動を通じ
動を通じての保護者・地域
ての保護者・地域の人々との関わり」肯
の人々との関わり」肯定率
定率 55％（R１:50.7％）
46.3％（△）
自己診断（生徒）「授業や部活動を通じ
自己診断（生徒）「授業や
ての他校・幼稚園・保育園等との関わり」
部活動を通じての他校・幼
肯定率 60％（R１:55.1％）
稚園 ・保育園 等との関わ
り」肯定率 45.0％（△）
ア．地域教育協議会の会合への全回出席。
ア．コロナ禍のため多くの地域
（R１:10 回）
連携行事が中止になった
地域のイベント等への積極的関与。
が、会合への全回出席。
（〇）
イ．地域の取組みにおける本校施設の活用及 イ．コロナ禍のため回数が減少
び、本校の特色ある授業を地域の方が体
したが、ビオトープを地域
験できる機会の提供。
の福 祉施設が 活用してい
本校ビオトープの活用について、地域の
る。本校ビオトープの活用
方を招いて協議する会を開催５回以上。
について、地域の方を招い
てビ オトープ を活用する
活動を行った。
（〇）

