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を入れ ており︑ 生徒の意 識や考

授業評価、学校評価の取り組み、そして反
省と課題を生かした教育活動は、生徒の学
校生活にもより良い影響を及ぼしていると
考えます。
その成果の一つとして、進路について意欲
的に考えるようになり、各種検定に挑戦す
る生徒が増えていることがあげられます。
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じ ます︒こう したこと から︑６

自己分析による取り組みにより、生
徒自身の意欲向上が見受けられます
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