
　

【日置校舎】
　・学校運営　地域連携が深化し、その中で生徒の実践力、コミュニケーション能力の向上が図れている。
                  地域に密着したプロジェクト学習等の取組が、地域の活性化に繋がるよう取組を充実させたい。
　・学習指導　朝学習や授業内での中学校段階の振り返り学習によって、学習意欲の向上と基礎学力の定着が図られつつある。
                  各教科の学習内容の工夫改善を行い、更に基礎学力の定着及び向上を図りたい。
　・進路指導　    「総合的な学習の時間」や専門学習を通して、計画的・系統的なキャリア教育が推進できている。
                    ２年次のインターンシップについて、学科に関連したインターンシップ先の検討が課題である。進路指導課と農業部、家庭科が連携し、学科に関連したインターンシッ
　　　　　　　　　プ 先の開拓を進める。
　・生徒指導　実社会に対応できる人間関係づくりを目的に、基本的生活習慣（服装、態度）の確立をさらに進める。また、情報モラル教育の充実を図る必要がある。
　・そ の  他　３校舎の生徒会による新聞発行や定期的な代表者会議により、３校舎生徒の交流が深まりつつある。

【水産校舎】
　・学校運営　地域に開かれた学校づくりを目指し、積極的なＰＲ活動を展開した結果、オープンスクールへの中学生参加数が過去最高を実現した。しかし、「船」というアピール
　　　　　　　　  効果のある技術科が志願倍率を大きく伸ばしたのに対し、「水産資源増殖」・「食品製造」分野の科学科に対する中学生の関心を高めることが出来ず、志願状況
                   は低下した。海を核とした特色ある教育の取り組みについては、カッター訓練、すいこうレガッタ、遠泳訓練等、集団行動の訓練に成果が現れた。これは、教職員
                   が一致団結して、平素の基礎訓練を徹底した効果であり、何よりも青海島一周カッター訓練を３年連続で達成したことに現れている。
　・学習指導　基礎学力向上や授業規律の確立等に取り組んだ結果、欠点保有者は大幅に減少したが、授業改善や授業規律の確立には継続して取り組む必要がある。
　・進路指導　企業開拓等、担当者の努力をサポートし、推進する体制が整っている。インターンシップや総合実習、地域の学校連携事業も積極的な取り組みが行われ、生徒の
　　　　　　　　  進路意識に貢献した。特に生徒の進路希望情報の共有や２年次からの早期の進路指導の充実が就職・進学の実現に繋がった。
　・生徒指導　社会に貢献する人材育成のため、人格形成醸成、社会性の育成等に全教職員で取り組んだ。数的には減少したが、再犯事案が多くみられ、問題行動の基本的
　　　　　　　　　抑制にはまだ課題が残る。引き続き、平素の啓発はもちろんのこと、目標を定め、積極的な取り組みを図っていきたい。
　・その他　　 これまでの活動に加え、カリキュラム充実事業を活用し、地域連携の取組を充実したことにより、生徒の社会人としての基盤づくりや自己有用感の育成に繋がった。

平成２７年度　山口県立大津緑洋高等学校　学校評価書　　　校長(  中　村　彰　利   ）

【平成２７年度　学校スローガン】
　「自らの力で、未来を創造し、地域から世界へ飛躍する大津緑洋」
【教育目標】
（１）一人ひとりの可能性を伸ばし、一人ひとりの夢や目標の実現を支援する。
（２）自主・自立の精神を育て、主体的に進路選択ができる能力を育成する。
（３）Ｔｈｉｎｋ　Ｇｌｏｂａｌｌｙ，Ａｃｔ　Ｌｏｃａｌｌｙ
【大津校舎】
　地域の期待に応える進学校としての充実を図るとともに、３ｷｬﾝﾊﾟｽのﾒﾘｯﾄを生かし多様な教育活動を展開し、グローバルな社会で活躍できる人材を育成する。
   (1) 自ら学び、考え、判断し、挑戦・実行していく力を育む。
   (2) 多様な体験を通して、多面的に物事を捉える力を育て豊かな人間性を育む。
   (3) 国際教育を推進し、コミュニケーション・ツールとして、英語の習熟を図る。
【日置校舎】
　地域の期待に応える専門学科としての充実を図るとともに、３キャンパスの連携による生徒の自主的活動を充実させ、地域社会に貢献できる人材を育成する。
   (1)地域産業との連携を強化することにより、社会に貢献できる人材を育成する。
   (2)学校行事等の自主的活動の充実を図り、人間関係能力の向上を図る。
   (3)系統的・組織的なキャリア教育の推進により、一人ひとりの夢の実現を図る。
【水産校舎】
　海に学び、自信と誇りを持って海を核とした産業社会に貢献できる人材の育成を図る。
   (1)海に生きるための規律ある行動と体力を身につけさせる。
   (2)海のスペシャリストとして必要な知識・技能を身につけさせる。
   (3)生徒一人ひとりを大切にして、達成感や感動のある教育活動を実践する。

１　学校教育目標

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

【大津校舎】
　・学校運営　特色ある教育活動の充実発展を図り、魅力ある学校づくりを進め、中学生の意欲的な普通科志願を促進し、入学定員を確保する必要がある。
　・学習指導　学力差に対応した少人数指導や習熟度別指導、授業づくり等の改善充実を行い、良好な学習の取組状況や意欲・学力の向上等、一定の成果が出ているが、自ら計
　　　　　　　　　画的な自学自習や思考、判断、表現ができる自己学習能力の一層の育成が必要である。
　・進路指導　広島大学等の出前授業やインターンシップ等体験学習などを充実し、生徒の進路意識と学ぶ意欲を高めることに努めた。大学進学とその先を見据え、３年間を見通し
　　　　　　　　　たより効果的な取組となるよう工夫改善するとともに、教職員間の連携協働を進め、生徒の多様なニーズ等に応じたよりきめ細かな指導支援の充実が必要である。
　・生徒指導　挨拶や身だしなみ等の基本的生活習慣の確立、校則遵守等の規範意識の醸成は確実に達成されてきている。今後はさらに生徒の自己有用感を高める主体的、自主
　　　　　　　　　的な取組と生徒の多様な課題へのきめ細かく、迅速な対応が求められる。
　・そ の 他　 韓国中馬高校訪問やマレーシア・シンガポール方面への修学旅行、地域を学ぶ「長門学」の充実等により、国際感覚の醸成とグローバル人材育成を推進した。引き続
　　　　　　　　　き、国際交流等の機会の拡充を図るとともに、地域との連携を強化し、地域を愛し、地域に学ぶ機会の充実が必要である。

【３校舎共通】
　・企画調整会議等を月１回開催し、情報の共有と連携を図ることができたが、細部の役割分担等については、さらに体制を改善する必要がある。
　・中学校卒業者数の減少が加速する長門市の現状を踏まえ、本校の将来に向けて、学習内容、部活動、体験活動の進め方についてはさらなる改善を図っていく必要がある。
　・３校舎合同行事を実施し、交流を図ることができたが、生徒会を中心とした交流促進も今以上に進め、３校舎のさらなる一体感の醸成を図りたい。
　・地域連携においては長門市とも連携して日置校舎・水産校舎の専門学科を中心に取組を進めている。今後も取組を継続し、内容の深化を図りたい。
　・大津校舎では地域のニーズに配慮し、進学校としての役割を強化する教育課程の再編成を行ってきたが、来年の普通科１学区への統一を踏まえ、さらなる特色づくりが必要で
    ある。
　・３校舎の情報発信は十分行えており、生徒募集にも効果的であった。ホームページの内容更新については、校舎間で差があり、改善が必要である。
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【３校舎共通】
　・３校舎間の連携をさらに図り、学校運営をスムーズに行うための工夫改善に取り組む。
　・社会の変化に対応して、３キャンパス制の特色を活かした教育活動、部活動、体験活動のさらなる充実を図り、生徒が元気に活動し、中学生にも魅力的な学校づくりを行う。
　・「地域に愛される学校づくり」を柱として地域と連携した取組を充実させ、地域に貢献できる人材の育成を行う。
　・３校舎合同行事の充実を図り、生徒会によるチャレンジ目標の決定など、生徒会を中心としたより活動的な生徒間交流も促進する。
　・ホームページの改訂、保護者・生徒への緊急メールシステムの活性化など、校外、保護者・生徒への情報発信に努める。

【大津校舎】
○魅力ある質の高い学校づくり
　　・３校舎や地域の関係機関等の特色を生かした連携協働等を進め、インターンシップ等体験学習や総合的な学習の時間、部活動等の特色ある教育活動の充実発展を図る。
　　・授業力向上による学力向上と進学指導の充実を進める。
　　・ホームページの活用等を充実改善し、地域、保護者、中学生等に積極的な情報発信を行い、本校舎の魅力をＰＲする。
○一人ひとりを大切にした教育の推進
　　・学力の二極化に対応するために、少人数指導や習熟度別指導、学び合い等の授業づくりなどを一層工夫し、生徒一人ひとりに応じたきめ細かい指導を図るとともに、朝学習や
　　　小テスト、週末課題等の徹底を図り、学習習慣の確立と学習意欲や学力の向上を促進する。
　　・各課・学年間の連携協働を深め、生徒の実態やニーズの共有化、的確な進路情報の提供等により、生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導支援を充実する。
○豊かな人間性の育成
　　・学校行事や生徒会活動、ボランティア活動等に主体的に取り組ませ、自己有用感を高め、地域のリーダーとして自ら基本的生活習慣や規範意識の確立ができるようにする。
○キャリア教育の充実
　　・職場体験学習の工夫改善や大学との連携強化による出前授業等の充実など、体験的な学びを生かした取組の改善充実を図り、取組全体を通して、主体的な進路意識・意欲
　　　の向上を効果的に進める。
○グローバル人材の育成
　　・海外修学旅行や韓国中馬高校との交流に加え、世界スカウトジャンボリー等の取組を促進するとともに、校舎間や地域との連携を強化し、地域を学ぶ「長門学」の充実を図る。
○安心・安全な学校づくり
　　・全教職員やスクールカウンセラー等との連携を深め、生徒情報の交換・共有化や相談しやすい体制づくりを進め、きめ細かく、迅速な生徒支援に取り組むとともに、保護者や
　　　３校舎の連携を強化する。

【日置校舎】
〇分かる授業の実践に努め、学力の向上を図る。
　・生徒の授業評価を反映した授業改善に取り組む。
　・全校体制での朝学の実施、繰り返し学習に重点を置き、学力の確実な定着を図る。
　・体験的な学習、作業的な学習を取り入れ、生徒の活動意欲を高める。
〇　系統的・組織的なキャリア教育を推進し、一人ひとりの夢の実現を図る。
　・３年間を見通した進路指導により、望ましい職業観・勤労観を育てる。
　・インターンシップや進路ガイダンス、学校・企業見学会を通して、自己理解を深め、進路意識の高揚を図る。
　・きめ細やかな面談や課外授業、個別指導等を行い、個々のニーズに対応した進路実現を図る。
〇　地域との連携を強化する。
　・「学校・地域連携協議会」や地元の関係機関との連携を強化する。
　・地域の課題を題材にしたプロジェクト学習を推進する。
　・６次産業化の基礎を築くために、直売所を活用した生産から加工、販売までの一貫した教育を展開する。また、商品開発に挑戦する。
〇　学校行事等の自主的・実践的な活動を通して、生徒の人間関係能力の向上を図る。
　・３キャンパス制のメリットを生かした体験活動を実践し、３キャンパスの一体感の醸成を図る。
　・生徒会を中心とした交流を促進し、協調性やコミュニケーション能力を育てる。
　・ボランティア活動、奉仕活動を通して、社会奉仕の精神を育てる。

３　本年度重点を置いて目指す成果・特色、取り組むべき課題

【水産校舎】
○地域連携の推進による特色ある学校づくり
　・特色ある水産教育をアピールするため、今後も地域連携事業への積極的参加、中学校への積極的な学校紹介や訪問、異校種との交流授業等の相互参加により、更なる
　 特色ある学校づくり、開かれた学校づくりを展開する。
○基礎学力定着による進路実現
　・わかりやすい授業の実施等により、確実な学力の定着を目指し、授業規律の確立や家庭学習の充実を図る。また、よりきめの細かい面談の実施等により、進路希望を実現
　 と社会に貢献できる人材の育成に向け積極的展開を図る。
○一人ひとりを大切にする教育の推進
　・平素の生徒の状況を全教職員で共有し、支援の必要な生徒への早期の対応、倫理観醸成のための意識付けに積極的に取り組むことで、問題行動の徹底した未然防止を
　 図り、落ち着いた学校生活を送ることが出来るように取組の充実を図る。

【チャレンジ目標】
   ☆愛し　愛される　大津緑洋
　　　・先言後礼（先に挨拶してから礼をする）　　・正しい身だしなみ（ネクタイ・スカート・髪型など、きちんとした身だしなみをする）
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4　自己評価

評価
領域 重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準

達成
度 重点目標の達成状況の診断・分析

学校関係者からの
意見・要望等

評
価

･拡大企画調整会議の開催等によ
り、３校舎の連携協働の充実と一
体感の醸成を図る。

４　拡大企画調整会議を年３回開催し、協議する中で、３校
　　舎の連携協働と一体感の醸成が十分に進んだ。
３　拡大企画調整会議を年２回開催し、協議する中で、３校
　　舎の連携協働と一体感の醸成が進んだ。
２　拡大企画調整会議を年１回開催したが、３校舎の連携
　　協働と一体感の醸成は進まなかった。
１　拡大企画調整会議を開催することができず、し、３校舎
　　の連携協働と一体感の醸成が進まなかった。

3

・４月、11月に拡大企画調整会議を開催
し、学校評価や入学定員の減少に伴う課
題等の対応の検討等を行い、３校舎間の
共通理解と連携協力の促進を図ることが
できた。
・ＰＴＡ総会や県高校総合文化祭等におい
て、３校舎の連携協働が進み、充実した
運営等が図れ、一体感の醸成も実感でき
ている。
・第３回は２月末に実施予定である。今
後、引き続ききめ細かく連携協働を図って
いく必要がある。

・地域の関係機関等との協働体制
を確立し、地域と一体となった教
育活動の充実を推進する。

４　地域の関係機関等との協働体制を確立し、地域と一体
　　となった魅力ある教育活動を十分に進めことができた。
３　地域の関係機関等との協働体制を確立し、地域と一体
　　となった魅力ある教育活動を進めることができた。
２　地域の関係機関等との協働体制を確立したが、地域と
　　一体となった魅力ある教育活動を進めることができな
か
　　った。
１　地域の関係機関等との協働体制を確立することができ
　　なかった。

3

・コミュニティ・スクールを視野に置いた地
域とともにある高校づくりの推進に資する
ため、地域の関係機関等の委員で構成す
る学校・地域活性化検討委員会を設置
し、４回開催した。
・３校舎の地域連携の取組が地域の課題
解決の取組として評価されるとともに、本
校コミュニティ・スクールの在り方や取組
等について協議し、今後の協働体制の確
立と地域の課題解決のための取組や魅
力ある教育活動の展開に向け、共通認識
を深め、地域との連携協働の充実強化の
方向性を明確にすることができた。

ＰＴＡ活動の
充実

・ＰＴＡ行事の保護者への案内方
法を工夫し、参加率を向上させ
る。

４　参加率が６０％以上であった。
３　参加率が５０％以上であった。
２　参加率が４０％以上であった。
１　参加率が３０％以上であった。

4

・ＰＴＡ総会（全体会）の参加率は６０％以
上であった。校舎ごとに参加率の差があ
るので、この差を縮める必要がある。ＰＴＡ
総会に欠席した保護者を対象に、大津校
舎では再集会を実施し、参加率の向上を
図った。

3校舎の連携
強化

・調整会議やクラウドを利用し、連
携を図り、行事の企画・運営・反省
を行う。

４　調整会議を開催し、課題を　全て解決することができ
　　た。
３　３校舎の調整会議をほぼ毎月１回のペースで開催し
　　た。
２　３校舎の調整会議を毎学期２回のペースで開催した。
１　３校舎の調整会議を毎学期１回のペースで開催した。

4

・企画調整会議の前に３校舎の主任が集
まって、学校行事の準備計画を協議した。
また、３校舎で連携して、学校行事の円滑
な運営に努めた。クラウドの活用が定着し
てきた。

・学習内容の確実な習得を図る。

４　全ての教員が積極的かつ十分な取組を行い、授業に
　　集中して取り組む生徒が９０％以上であった。
３　全ての教員が積極的かつ十分な取組を行い、授業に
　　集中して取り組む生徒が８０％以上であった。
２　全ての教員が積極的かつ十分な取組を行い、授業に
　　集中して取り組む生徒が８０％未満であった。
１　９割強の教員が積極的かつ十分な取組を行い、授業に
    集中して取り組む生徒が８０％未満であった。

3

・授業アンケートの「授業中集中して取り
組んでいる」の項目において、大津校舎
96.1％、日置校舎76.2％、水産校舎72.0％
と授業に対する取り組みは概ねよい。今
後、より積極的に授業に取り組めるような
雰囲気作りや工夫改善に努めていきた
い。

・授業参観と公開授業の活性化を
図る。

４　全ての教科で授業公開週間等を活用し、授業研修を実
　　施した。
３　９割以上の教科で授業公開週間等を活用し、授業研修
　　を実施した。
２　７割以上の教科で授業公開週間等を活用し、授業研修
　　を実施した。
１　７割未満の教科で授業公開週間等を活用し、授業研修
　　を実施した。

3

・授業公開週間や初任者研修の研究授業
等を利用して授業参観や授業研究を行っ
た。今後も積極的に授業参観、授業研修
を促していきたい。

・行事の精選と日程の調整を行
う。

４　全ての３校舎の行事を円滑に実施することができた。
３　９割強の３校舎の行事を円滑に実施することができた。
２　８割の３校舎の行事を円滑に実施することができた。
１　８割未満の３校舎の行事を円滑に実施するにとどまっ
　　た。

4

・３校舎の教務主任で月に１回程度会議
を持ち、行事を円滑に実施することができ
た。今後も連絡を密に取り、行事等が滞り
なく行われるように努めていきたい。

・ＴＰＯに関する指導を徹底する。
４　生徒のＴＰＯに関する意識が十分に高まった。
３　生徒のＴＰＯに関する意識が高まった。
２　生徒のＴＰＯに関する意識がやや高まった。
１　生徒のＴＰＯに関する意識が高まらなかった。

3
・各校舎において定期的な服装頭髪検査
の実施と指導を要する生徒への継続的な
指導を実施した。

・場面に応じた挨拶ができるよう指
導する。

４　生徒は場面に応じた挨拶が十分にできた。
３　生徒は場面に応じた挨拶ができた。
２　生徒は場面に応じた挨拶がややできた。
１　生徒は場面に応じた挨拶ができなかった。

3
・各協議会等で外部や地域の方から挨拶
についてのお褒めの言葉をいただいたり
と浸透しつつある。

・好ましいコミュニケーション能力
を育てる。

４　生徒のコミュニケーション能力が十分に向上した。
３　生徒のコミュニケーション能力が向上した。
２　生徒のコミュニケーション能力がやや向上した。
１　生徒のコミュニケーション能力が向上しなかった。

3
・学校行事や地域行事への参加を通じて
生徒間のコミュニケーション能力や生徒た
ちの社会性の向上が図られた。

・自他の人格、人権を尊重する態
度を育てる。

４　自他の人格、人権を尊重する態度を十分に育成でき
　　た。
３　自他の人格、人権を尊重する態度を育成できた。
２　自他の人格、人権を尊重する態度をやや育成できた。
１　自他の人格、人権を尊重する態度を育成できなかっ
　　た。

3
・積極的なボランティア活動などへの参加
を促し、自他の人格、人権を尊重する態
度の涵養に努めた。

３校合同行
事の円滑な
運営

・野球応援、スポーツレクリエー
ション、部活動など体育的行事や
活動を通して、３校舎の交流を促
進し、一体感の醸成を図る。

４　各行事で３校舎の交流が十分に醸成された。
３　各行事で３校舎の交流が醸成された。
２　各行事で３校舎の交流があまり醸成されなかった。
１　各行事で３校舎の交流が醸成されなかった。

3

・野球応援では３校舎の生徒、教員、事務
が協力し、一体感のある組織、応援がで
きた。
・部活動では校舎間連携を取りながら交
流が図られている。
・今後、合同スポーツレクリエーションに向
けて、校舎間の交流がなされるよう連携を
図っていきたい。

生徒カウンセ
リング体制の
強化

・スクールカウンセラーの活用と個
人面談の充実により、学校不適応
やいじめの未然防止及び早期対
応を図る。

４　支援を９０％以上達成した。
３　支援を８０％以上達成した。
２　支援を７０％以上達成した。
１　支援が７０％未満であった。

3

・生徒情報に関して、関係部署で再三情
報交換、共有をしたり、細かな会議を増や
すことにより組織として動きつつある。
・年度途中でＡＦＰＹを取り入れたり、ＦＩＴ
やアンケート等の分析を関係部署で行っ
た。

5　学校関係者評価

３　校　舎　共　通 ３校舎共通

・見かける生徒はとても
さわやかで服装・頭髪も
きちんとしており、継続的
な指導の成果である。

・通学時の挨拶は、声も
小さく元気がない。褒め
られるほどのものではな
い。

・県内でも認められるよう
な特色ある礼儀・マナー
を身に付けさせてほし
い。

・学力は勿論であるが、
色々な体験活動を通して
自主、自立の精神を育
んでほしい。

Ｂ

Ｂ

・水産校舎のカッター
レースに他校舎の生徒
の参加があるとよい。

・いじめ防止の取り組み
についての保護者アン
ケートで「わからない」の
回答が多く、保護者への
情報発信が不十分であ
る。

・学校生活や部活動を通
してよりよい友人・人間
関係を育み、自他の人
格や人権を尊重できる
心を培うことのできるよう
今後も努めてほしい。

保
健
体
育

健
康
支
援

Ｂ

Ａ

Ｂ

・生徒募集のためには、
大津緑洋高校の特色を
生かした魅力ある学校づ
くり、学校運営が必要で
ある。

・入学定員減になったこ
とに対し、危機感をもっ
て検討してほしい。

・３校舎の連携も大切だ
が、３校舎それぞれの魅
力づくりに力を入れア
ピールするべきである。

・中学校卒業者数の減
少に伴い、募集定員の
確保は大変難しい課題
である。今後も３キャン
パスのメリットを十分に
生かし、生徒募集に努
め、多様な教育活動を通
して、社会が求める人材
育成に取り組んでほし
い。

【学校関係者評価基準　Ａ：優れている　Ｂ：よい　Ｃ：おおむねよい　Ｄ：要改善】　

・分かりやすい授業、魅
力ある授業を目指してい
ると思う。

・研究授業や参観授業で
意見交換をし、さらに創
意工夫をした授業展開を
してほしい。

・入学定員確保のために
も小中学校への出前授
業や参観授業等を実施
した方がよい。

・グローバル社会に対応
するためにも、生徒一人
ひとりが高校３年間で
個々に応じた学力を身に
付けることは大切であ
る。まずは生徒が将来に
ついて考えることのでき
るよう教育的な指導が求
められていると思う。

３校舎間や
地域との連
携の深化と
協働体制の
充実強化

学
校
運
営
等

生
徒

（
指
導

）

・ＰＴＡ総会の出席率が
上がっているのは、すば
らしいことである。

・ＰＴＡ総会がマンネリ
化、形骸化しないように
工夫が必要である。

・行事の同時開催等がな
いよう検討、調整が必要
である。

・学校を取り巻く社会環
境が厳しい中、学校と保
護者の綿密な連携は重
要であり、今後も学校運
営の一環としてＰＴＡ活
動の充実に努めてほし
い。

総
務

人間力の醸
成

基本的生活
習慣の確立

教
務

学力の定着
及び３校舎
間の理解と
交流の促進

3



キャリア教育
の充実

・担当学年等と協力してインターン
シップや進路ガイダンスを実施し、
職業観の育成や将来の目標設定
機会の充実を図る。

４　1，2年次からの進路意識が十分に醸成された。
３　1，2年次からの進路意識が醸成された。
２　1，2年次からの進路意識があまり醸成されなかった。
１　1，2年次からの進路意識が醸成されなかった。

3

・進路ガイダンスや、講演会、企業訪問の
実施により、進路意識を高めることができ
た。また、インターンシップの実施により、
進路選択に対する意識を高めることがで
きた。

進路指導体
制の充実

・校舎間、各課、各学年と連携を
取りながら、個々のニーズに対応
した指導を行う。

４　十分に情報を共有し、進路指導を充実させた。
３　ほぼ情報を共有でき、進路指導を円滑に行った。
２　あまり情報を共有できず、進路指導が不十分だった。
１　情報を共有できず、進路指導を行えなかった。

3

・各課、学年と連絡、報告、相談を行い、
個々のニーズに対応した指導を行った。
また、生徒や保護者のニーズも多様化し
ているので、今後も絶えず個々のニーズ
に対応した進路指導を考えていく必要が
ある。

校内組織お
よび業務の
改善・見直し

・企画調整会議が各校舎の職員
会議、運営委員会と連動したもの
として運営され、共通理解を得るも
のになるようにする。そのために、
職員会議における企画調整会議
の報告や学期に１回の拡大企画
調整会議を有効に実施し、ＰＤＣＡ
サイクルを確立する。

【３校舎の校務分掌主任を対象にアンケートを実施】
４　90％以上が「良い・ほぼ良い」
３　70％以上が「良い・ほぼ良い」
２　50％以上が「良い・ほぼ良い」
１　50％以下が「良い・ほぼ良い」

3

・「校内組織及び業務の改善・見直しがで
きているか」の質問に対する回答で、ほぼ
できているという割合が81.3％であった。
・企画調整会議の報告を直近の職員会議
で行い、３校舎の教職員が、学校運営に
ついて共通理解ができるようにした。
・本年度から拡大企画調整会議を学期に
１回実施することにより、協議が活発化し
た。今後、入学定員減など新たな課題に
ついて、３校舎全体の意見を集約し検討
できるような会議にしていく方向にある。
企画調整会議やその他の会議における
協議により、校舎間でそろえて取り組むこ
とができる業務が増えてきた。

大津緑洋未
来ビジョン検
討会の立ち
上げ

・各校舎で（仮称）大津緑洋未来ビ
ジョン検討会を立ち上げ、3年・6年
後の学校のあるべき姿を検討し、
年度末の拡大企画調整会議にお
いて3校舎の意見を集約し、方向
性をまとめる。

４　各校舎とも年3回以上の検討会を実施した。
３　各校舎とも最低年2回の検討会を実施した。
２　各校舎とも最低年1回の検討会を実施した。
１　各校舎とも検討会を実施しなかった。

3

・各校舎において、大津緑洋未来ビジョン
については、まだまだ深い検討はないが、
大津緑洋高校開校以来からの課題の洗
い出しや、入学定員減など新たな課題へ
の対応についての協議を実施した。
・大津緑洋高校の振り返り及び将来ビジョ
ンに関するアンケートを実施したが、熱心
で前向きな意見が数多くあり、今後、これ
らの意見を集約し検討していく。

Ｂ

・中学校の職場体験と同
じような内容にならない
よう工夫が必要である。

・卒業後の進路が、生徒
募集に大きく影響するた
め、適切な進路選択とな
るように指導してほしい。

・生徒が自分の将来につ
いて考え、方向性を見い
だせるように、今後も進
路指導の充実に取り組
んでほしい。

・入学定数減が部活動に
及ぼす影響への対策と
して、部の統廃合等を早
急に行い、大津緑洋らし
さのある文武両道を目指
して欲しい。

・生徒募集についてもっ
と早くから活発に協議す
るべきであった。魅力あ
る学校づくりに腐心して
ほしい。また、中学校の
進学説明会に在校生、
卒業生の参加やホーム
ページ等、情報発信の
工夫・充実が必要であ
る。

・大津緑洋高校が、これ
から何を目指すのか明
確なビジョンがほしい。

・学校が取り巻く環境が
非常に厳しくなる中、業
務改善については、状況
に応じた対応ができてい
ると思う。

Ｂ

進
路

（
指
導

）

業
務
改
善

4



積極的な学
校情報の提
供と入学定
員の確保

・ホームページの活用等を充実改
善し、地域、中学校、保護者等へ
の情報発信を積極的に図り、中学
生の意欲的な本校舎志願を促進
する。

４　学校情報を十分に提供し、志願倍率が1.1を超えた。
３　学校情報を十分に提供し、志願倍率が1.0～1.1となっ
　　た。
２　学校情報を十分に提供したが、志願倍率が1.0未満と
　　なった。
１　学校情報を十分に提供することができず、志願倍率が
　　1.0未満となった。

3

・毎月の大津校舎学校状況のホームペー
ジ掲載や自治会会報発行、中学校の進
学説明会参加、体験入学（オープンキャン
パス大津緑洋）、中学校訪問等を実施し、
地域や中学生、保護者に学校情報を積極
的に提供している。ホームページの改善
が必要である。
・体験入学に昨年度とほぼ同数の152名
の中学生と40名の保護者の参加があり、
志願倍率1.0を超える見通しである。

校舎間や地
域との連携
の促進によ
る教育活動
の充実及び
業務改善の
推進

・学校行事や生徒会、研究授業、
研修等の取組などをとおして、３校
舎や地域の関係機関等の特色を
生かした連携協働を進め、教科・
特別活動等の充実や授業力の向
上、校務処理の効率化を図る。

４　校舎間や地域の関係機関等との連携協働が進み、教
　　育活動の充実や授業力の向上等の成果が大いにあっ
　　た。
３　校舎間や地域の関係機関等との連携協働が進み、教
　　育活動の充実や授業力の向上等の成果があった。
２　校舎間や地域の関係機関等との連携協働があまり進
　　まず、教育活動の充実や授業力の向上等の成果が一
　　部にとどまった。
１　校舎間や地域の関係機関等との連携協働が進まず、
　　教育活動の充実や授業力の向上等の成果がなかっ
　　た。

3

・体験学習や文化祭、生徒会等で校舎間
連携を強化し、充実した取組とすることが
できた。
・世界スカウトジャンボリー等のボランティ
ア活動などにおいて、地域の関係機関等
との連携協力を進めることができ、生徒の
自己有用感の高揚やコミュニケーション能
力の向上を図ることができている。
・教育実習や中高連携、授業公開週間等
を活用して、３校舎連携の研究授業や協
議を実施し、授業力の向上を図っている。
・校舎間及び地域と引き続ききめ細かく連
携協働を図っていく必要がある。

総
務

保護者参加
型PTA活動
の実践

・各分掌・学年と連携しPTA総会に
工夫を加え、総会出席率の向上を
図る。

４　ＰＴＡ総会９０％以上の出席率であった。
３　ＰＴＡ総会８０％以上の出席率であった。
２　ＰＴＡ総会７０％以上の出席率であった。
１　ＰＴＡ総会６０％以上の出席率であった。

4
・総会と当日参加できなかった保護者の
ために再集会を実施した。出席率は
90.4％であった。

・素晴らしいと思う。

Ａ

学習習慣の
確立と主体
的な学びに
対する積極
的な支援

･ 学力の二極化に対応するため、
朝学習や小テスト等を利用して基
礎学力を定着させる。
･ 総合的な学習の時間を活用し
て、各自の進路に対する意識の醸
成を図る。

４　全ての教員が積極的かつ十分な取組を行い、予習・復
　　習を行う生徒が８０％以上であった。
３　全ての教員が積極的かつ十分な取組を行い、予習・復
　　習を行う生徒が７０％以上であった。
２　９割強の教員が積極的かつ十分な取組を行い、予習・
　　復習を行う生徒が７０％以上であった。
１　９割強の教員が積極的かつ十分な取組を行い、予習・
　　復習を行う生徒が７０％未満であった。

3

・始業１０分前登校を推進し、各学年で計
画的に朝学習や小テストを実施した。
・２学期の授業評価アンケートにおいて予
習・復習をしっかりしていると答えた生徒
が72.7％(１学期　72.4％)であった。今後、
より予習・復習に取り組ませるような雰囲
気作りや工夫改善を全教員で取り組んで
いきたい。

生徒の自己
実現に対応
できる教育課
程の研究と
編成

･ 新学習指導要領に伴う大学入
試の変更に対応できるように作成
した教育課程の深化を図る。

４　大学入試の変更に十分に対応でき、生徒の進路実現
　　にも十分に生かせた。
３　大学入試の変更に十分に対応でき、生徒の進路実現
　　に生かせた。
２　大学入試の変更にあまり対応できず、改善を図った。
１　大学入試の変更にあまり対応できず、改善を検討中で
　　ある。

4

・前年度の課題や大学受験に対応するた
めに、教育課程についての課題をしっかり
と検討することができ、来年度の教育課
程より実践する運びとなった。今後は大学
入試のシステムも大きく変わるので早期
から教育課程の深化や授業改善に取り組
んでいきたい。

地域の文化
への理解と
国際教育の
推進

･ 長門学を活用し、地元への理解
を更に深化する。
･ 長門の文化･日本の文化を理解
し、国際交流に積極的に生かす。

４　新たな教材を２つ以上作成し、実践した。
３　新たな教材を１つ作成し、実践した。
２　これまでの教材を工夫改善し、実践した。
１　これまでの教材を従前どおり実施するにとどまった。

3

・今年度は村田清風についての新たな教
材を作成した。これまでに作成した教材に
関しても工夫改善し、授業を実践した。ま
た、韓国中馬高校で長門の文化や日本の
文化に関する授業を行った。

基本的生活
習慣の確立
（『形』）

・生徒心得を遵守し、高校生らしい
清潔感のある服装・頭髪、着こな
しに心掛ける。
・登校時間や授業の始業時間等を
遵守する。
・感謝の気持ちと思いやり、そして
誰に対してもその場に応じた挨拶
が出来るようにする。

４　３つの具体的方策が十分に達成されている。
３　２つの具体的方策が十分に達成されている。
２　１つの具体的方策が十分に達成されている。
１　どの具体的方策も十分に達成されなかった。

3

・朝の正門での挨拶運動により、きちんと
場に応じた挨拶ができるようになってきて
いる。今後は更に定着するように働きかけ
を継続していく。
・授業の始業時間を守ったり、身だしなみ
を整えることはほとんどの生徒ができてい
て好感が持てる。しかし、朝の登校時間を
守れない生徒が１０人～１５人程度いるの
で、引き続き粘り強く指導していく。

規範意識の
醸成（『心』）

・校則を熟知した上で遵守する。
・交通法規を守り、マナーの向上
に努め、特に施錠、傘差し運転、
並進等に気をつける。
・携帯電話等の使用について、校
則を守るとともに社会一般での使
用マナーの徹底を図る。
・大津緑洋高生としての自覚を持
ち、社会の一員として道徳心の向
上に努める。

４　４つの具体的方策が十分に達成されている。
３　３つの具体的方策が十分に達成されている。
２　２つの具体的方策が十分に達成されている。
１　１つの具体的方策が十分に達成されている。

3

・校内外において、大津緑洋高生としての
自覚を持って行動し、地域の小中学生の
手本となるように努めていた。
・交通マナーを守ることについては、ごく少
数の生徒を除いて概ね良好な状態を保つ
ことができた。
・年間を通して、地域からの生活態度に関
する苦情が昨年より少なかった。

自己の健康
意識の向上
と運動習慣
の改善・定着

・定期的な身体測定を通じて、生
活習慣の見直しの機会とする。
・スポーツテストや体育的行事を
通じて体力の向上を意識させる。

４　本校舎が健康や体力の増進に努めているとのアンケー
　　ト結果が７５％以上であった。
３　本校舎が健康や体力の増進に努めているとのアンケー
　　ト結果が６５％以上であった。
２　本校舎が健康や体力の増進に努めているとのアンケー
　　ト結果が５５％以上であった。
１　本校舎が健康や体力の増進に努めているとのアンケー
　　ト結果が５５％未満であった。

3

・体育や保健の授業では、「健康」の大切
さや、生活全ての基本となるものという意
味は理解しているが、行動や思考が伴わ
ない生徒が大半である。一方、毎年同時
期に実施するスポーツテストにおいて、自
分の健康・体力を客観的にとらえ、何をす
べきかを把握し、将来に繋げようとしてい
る生徒も見受けられる。部活動の活性化
が起点となってくれば、後者の全体的な広
がりが期待できる。

健診結果に
基づく事後措
置率の向上

・長期休業前に個人指導を行う。
・受診状況を長期休業後に把握
し、個人指導を行うとともに、勧告
者一覧表を担任に配布し協力を
得る。
・保護者会を通じて保護者の協力
を得る。
・学校保健安全委員会の結果を保
健委員を通じて生徒へ反映させ
る。

４　疾病保持者の事後措置率が昨年度より１０％以上上
　　がった。
３　疾病保持者の事後措置率が昨年度より５％以上上
がっ
　　た。
２　疾病保持者の事後措置率が昨年度とほぼ同じであっ
　　た。
１　疾病保持者の事後措置率が昨年度より下がった。

3

・事後措置率は、歯科63.6％、視力56.9％
となり、昨年度より各々10％、5％上がっ
ている。
・事後措置率は、長期休業期を境に伸び
てくるという一定のパターンがある。その
要因として通常は学習や部活動等に時間
を取られるが、長期休業期になると受診
の時間を確保しやすくなるということが考
えられる。しかし、根本的には教職員が呼
びかけなければ行動を起こせないというこ
とが問題であるとも考えられる。自己の体
を大切にし、健康は自然にあるものでは
なく、自分でつくるものであることを、早期
治療と対応の二次予防とともに指導して
いく必要がある。

教育相談体
制の充実

・ＳＣとの効果的な連携を図り、生
徒の学校不適応等への対応や未
然防止に努める。
・教職員の研修会等を通してカウ
ンセリング技術や指導力の向上を
図る。

４　教育相談会議や研修会等を８回以上実施し、支援の充
　　実が十分に図れた。
３　教育相談会議や研修会等を６～７回実施し、支援の充
　　実が図れた。
２　教育相談会議や研修会等を４～５回実施し、ある程度
　　支援できた。
１　教育相談会議や研修会等の実施が３回以下となり、支
　　援に課題が残った。

3

・SCとの連携の上、情報交換を綿密に行
い、教育相談関係者、保護者、学年団と
の協議を行うなど生徒の支援につながっ
た。
・教育相談会議に加え、ケース検討会を
実施する中で、生徒課、教務課との連携
を深めながら共通の視点に立った支援計
画を進めることができた。
・教職員研修会を通して、発達障害とその
支援の在り方についての理解や見識が高
まった。
・不登校傾向にある生徒もおり、早期対応
及び支援の一層の改善充実が必要であ
る。

大津校舎

Ｂ

教
務

保
健
体
育

・体験入学参加者数と志
願者数に開きがある。在
校生の意見を取り入れ
るなど、体験入学に工夫
が必要である。

・３校舎の連携が大津校
舎生徒のために生かさ
れるように、改善見直し
が必要である。大津校舎
らしさも大事にしてほし
い。

・ホームページの更なる
充実が必要である。

・ホームページが改善さ
れよくなっているが、もっ
と工夫・改善が必要であ
る。

Ｂ

Ｂ

・学力の二極化への対
応については、両方に十
分な配慮が必要である。

・国際交流が積極的に行
われているととらえてい
ない生徒もいるのは今後
の課題である。

・長門市全体もそうであ
るが、良いものをもっとア
ピールすべきである。

・十分な方策が講じられ
ている。

・いじめの未然防止につ
いては、中学時代からの
人間関係も参考になる
ので中高の密な情報交
換を望む。

・疾病保持者の受診につ
いては、各家庭での管理
も重要である。また、生
徒も忙しそうで時間がと
れない面もあるかもしれ
ない。

・アンケート結果をみる
と、教育相談活動が少し
気がかりである。

Ｂ

学
校
運
営
等

・学校では、よく挨拶して
いるが、通学途上や地
域では積極的に元気よく
挨拶ができていないよう
に感じる。

大　津　校　舎

生
徒
指
導
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キャリア教育
の一層の充
実

・進路講演や職場体験学習を通し
て、職業観や将来のビジョンを育
てるとともに自己の適性について
理解を深める。
・出前授業や大学訪問を積極的に
取り入れ、将来自分が学びたいこ
と、学ばなければならないことを考
察する機会とする。

４　職場体験学習や出前授業等が進路選択に役立ってい
　　るとの回答が８０％以上であった。
３　職場体験学習や出前授業等が進路選択に役立ってい
　　るとの回答が７０％以上であった。
２　職場体験学習や出前授業等が進路選択に役立ってい
　　るとの回答が６０％以上であった。
１　職場体験学習や出前授業等が進路選択に役立ってい
　　るとの回答が６０％未満であった。

3

・１年生は、文理選択を前に将来の職業を
視野に進路講演を聞き、将来のキャリア
について考え進路意識を高めた。２年生
は職場体験とそのまとめ学習を通して、職
業観や自己理解を深め将来の進路選択
について深く考える機会となった。さらに、
保護者を対象にキャリア教育講演会を開
き、家庭との共通理解を深めることができ
た。
・１、２年生全員が九州大学芸術工学部
の出前授業を受講し、多くの生徒が専門
的な内容に感化され大学での学びに興味
をもった。１年生全員で山口大学のオープ
ンキャンパスに行き、大学についての理
解と関心を深めた。２年理系を対象に広
島大学生物生産学部の出前講義・大学で
の実験実習体験を行い、大学進学に向け
た意欲を高めることができた。

進学指導体
制の連携強
化と改善

・学年やクラス担任との連携を図
りながら、生徒の実態とニーズに
応じた進学ガイダンスを提供す
る。
・個々のニーズに適した課外授業
や個別指導を教員間が連携をとり
ながら行い、学習効果の向上を図
る。

４　連携を図ることで生徒のニーズ等に応じたガイダンス
　　や課外授業等を大いに充実させることができた。
３　連携を図ることで生徒のニーズ等に応じたガイダンス
　　や課外授業等を充実させることができた。
２　連携を図ったが、生徒のニーズ等に応じたガイダンス
　　や課外授業等の充実はあまりできなかった。
１　連携を図ることができなかった。

4

・１、２年生にはｽﾀﾃﾞｨｻﾎﾟｰﾄの結果を分析
し、それを踏まえた効果的な学習方法に
ついてガイダンスを行った。夏季休業前に
は講師を招き、２、３年生に、夏休みを活
用した効果的な学習方法についてガイダ
ンスを行った。３年生の保護者１２名の参
加もあった。
・課外は、夏季前期・後期の開講科目の
割り振り、開講講座の増設、習熟度別の
一部導入で生徒のニーズに可能なかぎり
応じた。

学校運営の
活性化

・３校舎事務職員との連携を強化
し、事務の見直し等を行い、円滑
な学校運営を図る。
・事務職員と教員の連携を強化
し、学校教育目標達成のための予
算執行を行う。

４　連携を強化し、円滑な学校運営を行うことができた。
３　連携を強化し、事務の見直しを行うことができた。
２　連携は強化したが、事務の見直しには至らなかった。
１　連携の強化が、あまりできなかった。

4

・限られた予算の中で効率的に執行でき
るよう物品の購入に関しては調達執行管
理表を他校舎と交換するなどした。
・教員からの予算要望について必要なも
のは迅速に調達することができた。

接遇の向上
・来客に対する接遇の向上（お待
たせしない）を図る。

４　来客等の接遇が大幅に向上した。
３　来客等の接遇が向上した。
２　来客等の接遇があまり向上しなかった。
１　来客等の接遇が全く向上しなかった。

3

・管理職の動静把握や朝のミーティング時
に行事の確認を行うようにした結果接遇
は向上した。その一方で名札の着用につ
いてなかなか定着しなかった。

Ａ

【総合所見】
・学校運営、各分掌等の目標達成のため教職員一丸となって創意工夫、努力している。
・文武両道で大津校舎らしさを示してほしい。
・進学と部活動の両立は難しいが、どちらも中途半端にならないようにしてほしい。

・キャリア教育について
は、様々な方策が講じら
れ成果も上がっている。

・職場体験は、中学校と
同じにならないようにす
ることが大切である。

・生徒の実態とニーズの
応じたガイダンスや進路
指導がされており、素晴
らしいと思う。

Ａ

・電話の対応等が素晴ら
しく、好印象を与えてい
る。

事
務

進
路
指
導
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スペシャリス
トの育成と入
学定員の充
足

・専門学科の教育を充実し、体験
的な学習を通して実践力を高め
る。
・日置校舎の良さをＨＰやマスコミ
等を活用し、情報発信に努める。
また、中学校訪問や中学生一日
体験入学の内容を充実する。

４　HPの更新やメール配信、マスコミへの情報発信を昨年
　　度の２倍行った。
３　HPの更新やメール配信、マスコミへの情報発信を昨年
　　度の1.5倍行った。
２　HPの更新やメール配信、マスコミへの情報発信を昨年
　　度以上行った。
１　HPの更新やメール配信、マスコミへの情報発信を昨年
　　度未満であった。

4

・行事毎のＨＰの更新、毎週金曜日の保
護者へのメール配信、マスコミを通じた情
報発信に努めた。ＴＶ放送３回、新聞26回
加えて、教員、生徒等への情報発信を図
ることが必要である。

地域連携の
推進

・産学公一体となった地域連携を
推進し、地域に愛され、地域ととも
にある日置校舎づくりを行う。

４　産学公一体となった地域連携を１５回以上行った。
３　産学公一体となった取組を１０回以上を行った。
２　産学公一体となった取組を５回以上行った。
１　十分な取組が行えなかった。

3

・幼稚園、小学校、施設、関係機関との連
携活動は活発である。一方向の活動から
双方向への活動へ移行するために、生徒
が企画・運営する地域連携の推進が求め
られる。

基礎学力の
定着

・学習内容の確実な習得をを図る
ため、繰り返し学習に重点を置く。
・朝学を実施する。

４　週３回の朝学と毎日家庭学習をした生徒が７０％以上
　　であった。
３　週３回の朝学と毎日家庭学習をした生徒が５０％以上
　　であった。
２　週３回の朝学と毎日家庭学習をした生徒が３０％以上
　　であった。
１　週３回の朝学と毎日家庭学習をした生徒が３０％未満
　　であった。

4

･週３回の朝学は定着し、学期末の確認テ
ストで理解度を確認することができた。
･授業の繰り返し学習（予習、復習）をして
いる生徒は、全体の９４％である。
･毎日の家庭学習の平均時間は平日１．２
時間、休日１．４時間である。ただし、平日
１時間以下の生徒は８０％（休日７３％）で
ある。

授業改善へ
の積極的な
取組

・生徒授業評価を反映した授業に
取り組む。

４　授業改善により８５％以上の生徒が「わかる」と評価し
　　た。
３　授業改善により７５％以上の生徒が「わかる」と評価し
　　た。
２　授業改善により６５％以上の生徒が「わかる」と活用し
　　た。
１　授業改善に取り組んだが十分な成果が得られなかっ
　　た。

4

・授業の進め方については、全体の９６％
の生徒が「分かりやすい」と回答しており、
普段の授業において分かる授業への取り
組みがなされている。
・２学期には、各教科で研究授業を実施
し、研究協議を行うことで、授業改善に役
立てることができた。さらに、他教科から
の参観を呼びかけていきたい。

基本的生活
習慣の確立

・服装、頭髪に関する指導を徹底
する。
・さわやか挨拶運動を通して、自ら
挨拶できる指導を徹底する。

４　基本的生活習慣の確立が十分図られた。
３　基本的生活習慣の確立が図られた。
２　基本的生活習慣の確立がやや図られた。
１　基本的生活習慣の確立が図られなかった。

3

・毎月の頭髪服装指導において、数名の
軽微違反者がいるものの、指導には素直
に従い、すぐに改善が図られた。
・さわやか挨拶運動に関しては、全校生徒
で行っていることが非常に良く、生徒もよく
挨拶を行っている。

好ましい人間
関係の確立

・学校行事、授業、部活動を通し
て、自他の人格・人権を尊重する
態度や言葉遣いを醸成する。

４　好ましい人間関係の確立が十分図られた。
３　好ましい人間関係の確立が図られた。
２　好ましい人間関係の確立が やや図られた。
１　好ましい人間関係の確立が図られなかった。

3

・行事や諸活動を通じて、好ましい人間関
係が構築されてきているが、自分本位な
行動で気づかないうちに他人に嫌な思い
をさせている状況が多少見られた。
　また、ＴＰＯをわきまえた言動が取れるよ
うになることが、今後の継続的な課題であ
る。

心身共に健
康な生活習
慣の育成～
自分自身を
見つめよう～

・ＨＲ担任と連携を密にして、早期
発見・早期治療を行う。
・保健だよりを毎月発行し、自らの
健康に対する意識を高める。
・保健整備委員会活動の活性化を
図る。

４　健康に関心を持ち、歯科の受診率が８０％以上であ
　　った。
３　健康に関心を持ち、歯科の受診率が６０％以上であ
　　った。
２　歯科の受診率が３０％以上であった。
１　歯科の受診率が３０％未満であった。

2

・歯科受診率は現在４６％だが策は講じて
いるので今後伸びていく見通しだ。
・保健だよりの発行や、委員会を通しての
活動等は活性化している。

部活動の活
性化～友達
づくり・体力
づくり～

・３校舎合同での部活動の活性化
を図る。
・全員参加を呼び掛ける。

４　部活動を通じて交流が図られ、かなり活性化した。
３　部活動を通じて交流が図られ、活性化した。
２　部活動を通じての交流があまり図られなかった。
１　部活動を通じての交流も図られず活性化しなかった。

3

・部活動は全員参加していて、校舎間の
移動も昨年より増え活性化している。
・移動には大変な思いをしながらも、根気
強く部活動に取り組んでいる生徒が多
い。

学習環境の
美化・安全管
理

・学期毎の環境衛生・安全点検表
を活用する。
・大掃除の充実を図り、物を大切
にする心を養う。

４　学校環境の美化・安全管理が徹底された。
３　学校環境の美化・安全管理が図られた。
２　学校環境の美化・安全管理があまり図られなかった。
１　学校環境の美化・安全管理が図られなかった。

4

・以前に比べ、先生方のご指導もあって
か、掃除を真面目に取り組む生徒が多く
なった。
・各部署で安全点検、管理は徹底されて
いる。

教育相談の
充実

・教員間の情報交換をしっかりと
行い、効果的な教育相談を実施す
る。

４　不登校等の未然防止がしっかりとできた。
３　不登校等の未然防止ができた。
２　不登校等の未然防止があまりできなかった。
１　不登校等の未然防止ができなかった。

3

・担任をはじめ、関係教員の働きかけもよ
り、不登校は出さずにすんでいる。
・問題を抱えている生徒あるいは教員が、
もっと気軽に相談できる体制が整うとい
い。
・情報収集能力を磨きたい。

３年生の進
路実現

・効果的な課外授業を実施し、全
教員と連携した面接、小論文指導
の充実を図る。

４　進路決定率が１００％達成できた。
３　進路決定率が９６％以上達成できた。
２　進路決定率が９４％以上達成できた。
１　進路決定率が９４％未満であった。

4

・１００％達成できた。
・希望者を対象に課外や小論文指導を
行った。また、面接指導は副校長以下、部
課長、進路課、学年を中心に行ったが、面
接指導についてはもっと早期からの実施
が必要である。

進路意識の
早期育成

・進路ガイダンスやインターンシッ
プの充実と総合的な学習の時間
を活用したキャリア教育を推進し、
３年間の系統的な取組により進路
意識の育成を図る。

４　1・2年次からの進路意識が十分に醸成された。
３　1・2年次からの進路意識が醸成された。
２　1・2年次からの進路意識があまり醸成されなかった。
１　1・2年次からの進路意識が醸成されなかった。

3

・進路ガイダンスや企業訪問の実施によ
り、進路意識を高めることができた。また、
１年次のライフプランの作成から２年次の
インターンシップにつなげることで、進路
選択に対する意識を高めることができた。

地域との連
携

・校内や校外において、他団体と
連携・交流を行う。

4　延べ数で１００団体以上と連携と交流を図ることができ
た。
３　延べ数で８０団体以上と連携と交流を図ることができ
た。
２　延べ数で６０団体以上と連携と交流を図ることができ
た。
１　延べ数で６０団体未満と連携と交流を図ることができ
た。

4
・1月までに、１１８団体と連携を図ってき
た。今後の課題として、連携の質の向上を
目指したい。

専門の基礎
的知識や技
術の取得

・資格取得を奨励し、学習意欲の
向上を図る。

４　受検者数が生徒数の７０％以上であった。
３　受検者数が生徒数の５０％以上であった。
２　受検者数が生徒数の３０％以上であった。
１　受検者数が生徒数の３０％未満であった。

4

・農業技術検定３級の受検を、２年生全員
に義務づけた。全体で、延べ１７５人の受
検者があっが、難関資格の合格率は低
い。今後は、受検者数よりも、合格率を評
価基準にしていきたい。

A

Ｂ

Ａ

・プロジェクト学習発表会
では、生徒の様々な取
組を聴き、頼もしく思っ
た。更に充実させてア
ピールできれば良いと思
う。

・資格取得について、農
業関係に拘らず、様々な
資格に挑戦することで、
合格したときの喜を感
じ、学習意欲の向上に繋
がると思う。

Ａ

・授業アンケートから、家
庭での学習時間につい
て２時間以下という生徒
が殆どで、ひょっとすると
０に近いのではないかと
思われる。家庭での学習
時間の確保が大切と思
われる。

日置校舎日　置　校　舎

健
康
支
援

Ｂ

・今年度は早い段階で生
徒が希望する進路先に
決定した。地元の就職者
を増やすために何らか
の対応をお願いする。

・地域連携等で外部の
方々と接する機会が多
いと思うので、ＴＰＯに応
じた行動・態度ができる
ように今後も指導を継続
してほしい。

・歯科受診率は、昨年度
１２％、今年度４６％とか
なり向上している。今後
とも受診率向上に向け
て、努力してほしい。

・部活動の活性化は学
校の活性化に直結して
いる。部活動の活躍を期
待している。

・専門分野のプロジェクト
の取り組みや地域との
連携は、よく知られてお
りマスコミでも取り上げら
れ、活動状況が地域、県
内の人々に発信できて
おり、特色を生かした学
習ができている。

・保護者、生徒アンケー
トの結果から充実した学
校生活を送っている。ま
た、長州黒かしわ、長門
ゆずきち、白オクラなど
の地元の特産品を生か
した地域連携や商品開
発など日置校舎の独自
性が充分発揮されてい
る思う。

Ａ

生
徒
指
導

進
路
指
導

学
校
運
営
等

農
業

学
習
指
導
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学校運営の
活性化

・３校舎事務職員との連携を強化
し、事務の見直し等を行い、円滑
な学校運営を図る。

４　連携を強化し、円滑な学校運営を行うことができた。
３　連携を強化し、事務の見直しを行うことができた。
２　連携は強化したが、事務の見直しには至らなかった。
１　連携の強化が、あまりできなかった。

3
・３校舎間において内部監査を実施し、事
務の点検・改善等を行うことができた。

・円滑な学校運営を図る
ため、３校舎間での内部
監査等の取り組みは、継
続してほしい。

接遇の向上
・来客に対する接遇の向上（お待
たせしない）を図る。

４　来客等の接遇が大幅に向上した。
３　来客等の接遇が向上した。
２　来客等の接遇があまり向上しなかった。
１　来客等の接遇が全く向上しなかった。

3
・教職員の動静の把握により、スムーズな
対応ができた。

・迅速な対応は大切です
が、丁寧な接客も忘れる
ことがないよう今後も気
をつけてほしい。

【総合所見】
・昨年度卒業式の答辞は、生徒３名のうち、内容、読む態度の最も良かったのは、日置校舎の生徒であった。プロジェ
クト発表会では、年間を通した学習成果や生活態度をみることができた。また、様々な方策と取組が浸透しつつあるこ
とを実感した。地域との連携と魅力ある学校づくり今後も進むと期待している。

B
事
務
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水産校舎将
来ビジョンの
検討

・海洋技術科、海洋科学科の全教
員による水産科会議と選出メン
バーによる水産校舎ビジョン検討
委員会を開き、水産教育や水産校
舎、大津緑洋高校の中長期的な
ビジョンについて検討する。

４　水産科会議を立ち上げ、年４回以上の会議を実施し
　　た。
３　水産科会議を立ち上げ、年３回の会議を実施した。
２　水産科会議を立ち上げ、年２回の会議を実施した。
１　水産科会議を立ち上げたが、複数回の会議を実施で
　　きなかった。

4

・科の枠を越え、普通科も加わり、３回の
アンケートやそれを活用して４回以上の会
議を実施した。
・１０月の会議では、４つのグループ分け
をし、２学期初めまでにアンケートで洗い
出した喫緊、中長期の課題についての検
討を行った。さらに、これを受け、関係者
による課題解決のための小会議も実施し
た。

地域連携の
充実

・地域の企業、団体や学校等と連
携した諸活動を充実することで、
地域から必要とされる特色ある学
校作りをするとともに、積極的な情
報発信により生徒募集に繋げる。

４　十分な取組により、両科ともに志願倍率が1.0を超え
　　た。
３　十分な取組により、技術科又は科学科の志願倍率が
　　1.0を超えた。
２　十分な取組をしたが、両科ともに志願倍率が1.0未満と
　　なった。
１　取組が不十分で、両科ともに志願倍率が1.0未満となっ
　　た。

4

・例年どおりの地域の企業、団体や学校と
の連携した諸活動に加え、更に新しい取
組についても開始し、より一層充実した教
育活動を展開することができた。
・「平成２７年度産学公と連携したカリキュ
ラム充実事業」も計画どおり実施し、活動
の評価・成果・課題の確認まで行うことが
できた。これらの取組について報道機関を
活用してのＰＲも積極的に行った。

総
務

円滑な業務
遂行

・十分な準備をする。一人一役全
員主役を徹底する。日本一の裏方
に徹する。

４　概ね４週間前にPTA行事の案内を発送した。
３　概ね３週間前にPTA行事の案内を発送した。
２　概ね２週間前にPTA行事の案内を発送した。
１　概ね１週間前にPTA行事の案内を発送した。

4

・各行事の案内文書を１カ月以上前に発
送し、総会や研修旅行、すいこう祭などの
行事が運営できた。課内の役割分担が機
能した。

・今後も、保護者や地域
の方々に水産校舎に来
ていただき、学校運営や
教育活動に対し、理解と
協力がもらえるように遂
行してほしい。

A

基礎学力の
向上

・出席率の向上を図るとともに、担
任、学年主任、他の分掌や各科と
連携を行い、欠点保有者を減少さ
せる。定期考査後に欠点２科目以
上保有する生徒に対して特別指
導を行う。

４　毎日の家庭学習をした生徒が７０％以上だった。
３　毎日の家庭学習をした生徒が５０％以上だった。
２　毎日の庭学習をした生徒が３０％以上だった。
１　毎日の家庭学習をした生徒が３０％未満だった。

3

・学習状況・出席状況ともに昨年度並みで
あった。苦手科目の学習意欲が低下傾向
にあり、来年度に向けて対策が必要であ
る。

授業規律の
確立

・学期毎に全教員、生徒に授業ア
ンケートを実施し、現状を把握し、
課題点に対応する。授業態度の
報告を継続し、学年、他の分掌や
各科と連携を行い、迅速に根気強
く指導する。

４　授業改善により８０％以上の生徒が「わかる」と評価し
　　た。
３　授業改善により７０％以上の生徒が「わかる」と評価し
　　た。
２　授業改善により６０％以上の生徒が「わかる」と活用し
　　た。
１　授業改善に取り組んだが、十分な成果が得られなかっ
　　た。

2

・教員アンケートの２回目の結果は、１回
目に比べ評価の落ち込みが見られた。今
後も、さらに授業改善等を行いながら、根
気強く指導を継続していく必要がある。

規範意識の
向上

・学年、学科及び保護者との協
力・連携体制を整え、指導を必要
とする生徒への早期対応を図る。
・生徒会を中心にした呼びかけ運
動（挨拶、マナーなど）等、生徒の
主体的な取組によって、生徒一人
ひとりの意識向上を図る。

４　生徒の規範意識の向上が十分にみられた。
３　生徒の規範意識の向上がみられた。
２　生徒の規範意識の向上がややみられた。
１　生徒の規範意識の向上がみられなかった。

3

・指導を必要とする生徒には、関係機関と
連携しながら適切な対応を心掛けた。特
に１年生の基本的生活習慣の確立と規範
意識の醸成のために根気強い指導が必
要であった。次年度は問題行動の未然抑
止に重点を置き、指導の充実を図りたい。

活気ある生
徒会の運営

・生徒会行事の実施要項を早期立
案するとともに、生徒会執行部と
の綿密な打ち合わせや運営の指
導助言を行う。

４　活気ある生徒会の運営が十分に行われた。
３　活気ある生徒会の運営が行われた。
２　活気ある生徒会の運営がやや行われた。
１　活気ある生徒会の運営が行われなかった。

3

・生徒会執行部を中心に地域行事やボラ
ンティア活動への積極的に参することがで
きた。また次年度を担う１、２年生は生徒
会執行部を希望する生徒が多かったこと
から、より一層の活動の活性化を期待で
きる。

基礎体力の
向上

・学校行事や部活動を通して、体
育授業との連携を図り、体力の向
上に繋げていく。

４　体力向上に９０％以上繋ぐことができた。
３　体力向上に７０％以上繋ぐことができた。
２　体力向上に５０％以上繋ぐことができた。
１　体力向上に５０％未満であった。

3

・運動の好きな生徒が多く、休み時間を利
用して体育館等で積極的に活動をしてい
た。
・遠泳やマラソン大会等の事前指導では、
粘り強く指導し、体力向上に繋げることが
できた。
・部活動では、１年生に退部する生徒が多
く、新たな受け皿を確保することが課題で

治療率の向
上

・自己の健康に関心を持たせ、治
療が完治していない生徒に対し、
クラス担任と連携を取り、保護者
への連絡を徹底する。

４　治療率を９０％以上達成した。
３　治療率を８０％以上達成した。
２　治療率を７０％以上達成した。
１　治療率が７０％未満であった。

3

・保健だよりの発行や養護教諭による個
別の面談を通して、自己の健康管理に関
心を持たせることで治療率向上に繋げ
た。

進路目標の
早期設定

・進路面談の充実と担任との情報
交換会を実施する。生徒の進路希
望情報を教員で共有する。1学年：
1月、2学年：11月、3学年：5月

４　面談等の実施回数が4回以上であった。
３　面談等の実施回数が3回であった。
２　面談等の実施回数が2回であった。
１　効果的な面談等が実施できなかった。

2
・全校生徒を対象に複数回の面談を実施
すること目標に、進路指導課と学年が協
力しながら進路指導の充実に努力した。

進路希望の
実現

３年生の就職希望者に対して、十
分な情報提供を行い、希望先企業
への年度内の内定をめざす。

４　内定率が90%以上であった。
３　内定率が80%以上であった。
２　内定率が70%以上であった。
１　内定率が70%未満であった。

4

・就職内定率100％を達成した。進学でも
国公立大学合格者もおり、ほとんどが希
望校に合格することができた。１、２年生
においては、進路意識の向上に向け、面
談等を継続する予定である。

寮則違反ゼ
ロの実現

・寮則違反ゼロの実現に向け、舎
監一丸となって取り組む。

４　寮則違反が一年間なかった。
３　寮則違反が年間１件であった。
２　寮則違反が年間２件であった。
１　寮則違反が年間３件であった。

1

・舎監全員で、集団生活と規範意識の向
上に努めたが、１年生に基本的生活習慣
が身に付いていない生徒も多く、寮則違
反が３件以上発生した。今後も根気強く指
導していかなければならない。

寮内清潔保
持の確立

・日頃の清掃活動を徹底し、学期
末には寮生、舎監により大掃除を
実施する。

４　日々の掃除の徹底、計画的な大掃除に寮全体で取り
　　組めた。
３　日々の掃除の徹底、計画的な大掃除に舎監全体で取
　　り組めた。
２　日々の掃除の徹底、計画的な大掃除に寮務課で取り
　　組めた。
１　日々の掃除の徹底、計画的な大掃除が実施できなか
　　った。

4
・日々の掃除の徹底、学期末の大掃除と
もに寮生、舎監全体で取り組むことがで
き、寮内の清潔保持の確保が出来た。

健全な心身
の育成

・カッター訓練を通して青海島一周
に耐えうる心身を養う。

４　青海島を１周した。
３　青海島の３分の２周ほど漕いだ。
２　青海島の半周ほど漕いだ。
１　青海島の４分の１周しか漕げなかった。

2

・海上の風と波の状況が悪かったため予
定を変更し、仙崎湾一周コースで実施し
た。青海島一周の約6割の距離に相当す
る９．５海里を漕いだ。

目的意識の
育成

・各種資格取得を目指すことによ
り、本校で学ぶ目的を確かなもの
とする。

４　８０％以上の者が取得した。
３　６０％以上の者が取得した。
２　４０％以上の者が取得した。
１　２０％以上の者が取得した。

3
・海洋技術科１年生29名中１8名が丙種危
険物に合格（62.1％）した。

・心身を鍛えるためにも
カッター訓練は大切な行
事であるので頑張ってほ
しい。

・資格取得により、生徒
に自信をもたせ、次のス
テップに繋げてほしい。

・生徒一人ひとりが大津
緑洋高校の生徒として自
覚し、有意義な高校生活
が過ごせるように、今後
も指導してほしい。

B

・生徒の健康管理につい
ての意識を高め、精神的
にも体力的にも自立した
社会生活が将来できる
ように、指導の充実に取
り組んでほしい。

B

C

・厳しい社会環境の中
で、高校生が自ら考え方
向性を見出すことは難し
いが、進路選択が適切
にできるように、今後も
進路指導の充実に取り
組んでほしい。

B

B

・水産業を取り巻く環境
は非常に厳しいが、今後
も水産業を支える人材を
育成するために努力して
ほしい。

水産校舎

B

A

・水産業を担う人材であ
ることを自覚させ、何を
すべきか理解させるため
に、教育活動を通して根
気強く指導してほしい。

教
務

生
徒
指
導

保
健
体
育

寮
務

海
洋
技
術

進
路
指
導

学
校
運
営
等

水　産　校　舎

・多様な生徒が入寮して
くるため評価基準を工夫
しながら、今後も努力し
てほしい。

・集団生活を通して、共
存・共有の精神を培い、
社会生活に向けての心
構えを育ててほしい。
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・アカモクの増養殖に関して関連
企業等との共同研究を実施し、実
用化や商品開発への道筋をつけ
る。

４　活動日数が４０日以上であった。
３　活動日数が３０日以上であった。
２　活動日数が２０日以上であった。
１　活動日数が１０日以上であった。

2

・アカモクの増養殖を水産研究センターの
指導のもと、養殖への実用化を目指し研
究した。種は付着したがその後の管理が
うまくいかず、枯れてしまい活動日数が減
少した。
・地元企業からもアカモクの注目度が高
く、１月からは関係団体と連携・協力し、組
織的な活動を行っている。

・科目「課題研究」を通して、小中
学校を対象にした講座を実施す
る。

４　年に３回以上の講座が開催できた。
３　年に２回以上の講座が開催できた。
２　年に１回以上の講座が開催できた。
１　講座が開催できなかった。

4

・仙崎小学校や通小学校との連携授業は
1、２学期に計６回行った。３年生の科目
「課題研究」で、連携授業を通してプレゼ
ン能力を高めることを学習テーマとし、生
徒達による授業という形態で実施できた。
概ね年間計画どおりの内容を実施し、成
果を上げることができた。

・市の主催事業に積極的に参加・
協力し、行政との連携を深める。

４　年に３回以上参加できた。
３　年に２回以上参加できた。
２　年に１回以上参加できた。
１　参加できなかった。

4

・年間を通して、積極的に本校の施設開
放を行い、市の主催事業に参加・協力し、
連携を深めることができた。また、公民館
や地域サロンのコラボ事業としての新しい
取り組み（マグロの解体とマグロ料理作
り）も実施することができた。３月には社教
と連携し、クジラを使った料理教室も開催
し好評であった。

・将来の船舶職員としての自覚に
たって、服装の整備、挨拶の励行
の徹底を図る。

４　全員がきちんとしていて、注意することがなかった。
３　一人だけ注意することがあった。
２　数人注意しなければならなかった。
１　注意しても全く改まらなかった。

2
・定期的に頭髪服装のチェックを行い、素
直に指導に従った。挨拶や服装に関して
は概ね良好であった。

・専攻科２年生全員の３級海技士
免許の取得を目指す。

４　全員が資格を取得した。
３　数名が資格取得できなかった。
２　半数のものが資格取得できなかった。
１　殆どのものが資格取得できなかった。

3

・３月中旬に３級海技士口述試験が実施
されるため、卒業考査以後も学習計画を
立て、模擬口述試験日も２回実施した。卒
業考査や取り組み状況から、少なくとも８
割以上の合格率を期待している。

・遅刻、欠席、早退の多い生徒に
対して、担任及び各分掌との緊密
な連携をとり、迅速な対応をする。

４　事案に対して速やかに対応し、改善された。
３　事案に対して時間は掛かったものの対応が為され、
　　改善された。
２　対応が後手に回り、改善が及第とはいえないものの
　　やや改善する方向に導かれた。
１　改善が全く出来なかった。

3

・１学期に進路変更が１名出たが、昨年に
続き不登校や進路変更をする生徒が例年
に比べて激減している。問題行動もあった
が、事案に対して学年としての緊密な連
携ができ、速やかに対応できたと思われ
る。今後も十分な連絡を取り合いきめ細
かい対応を継続し、全員進級を目指した
い。

・好感の持てる挨拶・返事・言葉使
いや頭髪の整った礼節ある生徒
指導の徹底を図る。

４　全員に徹底された。
３　僅かな生徒に徹底が為されなかった。
２　半分程度の生徒が及第点であった。
１　殆ど徹底できなかった。

3

・年間を通して、毎月の頭髪服装検査で
再検査の対象となる生徒が減少するよう
にはなったが違反する生徒は、ほぼ同じ
生徒である。指導に全く従わない生徒は
いないが、検査日に必ず合格するような
平素からの指導を徹底していく必要があ
る。

・清掃活動を徹底し、学習環境を
整える。

４　全員がまじめに取り組んだ。
３　数名のものが指導を受けたが全体的にまじめに取り組
　　んだ。
２　重ねて指導を受ける生徒がおり時間を要した。
１　全体的に取組が雑で課題を残した。

3

・学年目標として、学期に１度の大掃除を
LHRで実施した。平素の掃除についても
徹底して行うよう指導しており、また定期
考査前にはノート教科書の完全持ち帰り
を徹底している。今後も学習環境を整える
意識を徹底していきたい。

２
年

規律正しい
学校生活と
進路意識の
高揚

・個々の目標設定を促していくとと
もに、生活面の指導を継続的に
行っていく。

４　生徒たちが自覚と責任のある学校生活をおくれた。
３　徐々にであるが生徒たちの自覚と責任ある学校生活
　　が垣間見れた。
２　生徒たちの自覚と責任ある学校生活はまだまだ不充
　　分である。
１　生徒たちは自覚と責任ある学校生活をおくれなかった。

3

・年間を通して、他学年に比べ問題行動
の件数も少なく、比較的落ち着いた学年
であった。授業態度では１学期に指導され
ることが多く、２学期のスタート時も問題行
動に始まり心配されたが、これも徐々に落
ち着きを取り戻してきた。頭髪服装検査で
再検査の対象となる生徒は、ほぼ同じ生
徒である。ねばり強く指導していく必要が
ある。

３
年

社会人に必
要な人格の
形成

・社会人として必要な基礎学力の
充実や、コミュニケーション能力の
定着を図り、社会人として必要な
心構えを学ばせ、職場で活躍でき
る人材を育成する。

４　生徒の人材育成のための行事を年間５回以上実施し
　　た。
３　生徒の人材育成のための行事を年間３回以上実施し
　　た。
２　生徒の人材育成のための行事を年間１回以上実施し
　　た。
１　生徒の人材育成のための行事を年間１回も実施でき
　　なかった。

3
・社会人としてのコミュニケーション能力や
心構えを進路指導課と協力して講演や面
談を通して定着を図った。

学校運営の
活性化

・３校舎間における事務室の連携
（内部牽制体制の確立及び物品
調達の共同）

４　連携を強化し、円滑な学校運営を行うことができた。
３　連携を強化し、事務の見直しを行うことができた。
２　連携は強化したが、事務の見直しには至らなかった。
１　連携の強化が、あまりできなかった。

3

・他校舎の業務について書類等をチェック
することにより、事務処理の共通認識が
図れた。
・３校舎で共通して使用する物品等は１つ
の校舎で契約することにより、経費節減等
が図れた。

・３校舎による学校運営
は色々な対応が必要で
あり大変だと思うが、今
後も綿密な連携の中で、
円滑な運営をのぞむ。

・接遇の向上
・事務室内での名札着用及び電話
の対応の向上

４　電話の対応が大幅に向上した。
３　電話の対応が向上した。
２　電話の対応があまり向上しなかった。
１　電話の対応が全く向上しなかった。

3

・事務室内の朝礼において行事予定、来
客の有無、管理職の動静を伝えることに
より電話対応の向上が図れた。
・名札の着用については徹底できなかっ
た。

・事務室の電話の対応
は、素晴らしいと思う。今
後も継続してほしい。

・全国的に藻場の減少が
進む中、アカモクの増養
殖の取組は大変素晴ら
しい研究だと思う。生徒
には色々な体験学習に
より自信をもって未来に
羽ばたいてほしい。

B
事
務

基本的な生
活習慣の確
立と規範意
識の育成

１
年

B

・生徒には自覚と誇りを
もって高校生活をおくっ
てほしい。社会人と心構
えが培えるように指導の
充実を図ってほしい。

海
洋
科
学

産学公連携
を通して、地
域の活性化
や社会へ貢
献する取組
みの実践

専
攻
科

専攻科生とし
ての知性と
教養の養成

・専門職としての自覚と
チャレンジ精神をもって
努力してほしい。

B

B

【総合所見】
・特色ある学校行事、授業等が行われ、目標達成のため教職員がよく努力している。
・個性豊かな生徒の学習に対する意欲の向上、寮生活の規範意識の確立・指導に工夫をしているが、今一歩の創意
工夫が必要である。
・昨年度に比べ、各項目で評価が高くなっていることは素晴らしいと思う。
・寮生の清掃態度等が良くなったことは、今後更に良くなる可能性があると思う。小さなことでも取り上げて褒め、その
ことを発信するなどイメージを変える努力を継続することが大切である。
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6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　　次年度への改善策

【日置校舎】
・生徒定員の削減に伴う教育課程の編成や農場運営の在り方等検討し推進する。
・更なる基礎学力の定着に向けた取り組みと家庭での学習時間の確保を図る。
・生徒の情報共有に努め、健康観察・健康相談、教育相談等の充実を図る。
・生徒が早い段階に高い進路目標を設定できるようキャリア教育の更なる充実を図る。
・生徒のプロジェクト学習等の取り組みが、地域の活性化に繋がるよう関係機関との連携を強化し、充実した取り組みを推進する。
・各種資格取得を推奨し、指導体制の充実を図る。

【水産校舎】
・地域連携、地域貢献の活動が、水産教育への理解と生徒募集に繋がるよう活動の充実を図るとともに、積極的・効果的な情報発信に取り組む。
・生徒の基礎学力向上、学習意欲向上のために、分かりやすい授業と指導方法の充実に向け、全教員が一致協力して取り組む。
・生徒が安心・安全で充実した学校生活を送れるよう生徒指導、相談活動等の充実を図り、生徒理解と情報共有に努め、問題行動やいじめ等の未然防止に取り組む。
・生徒の進路希望の実現と海のスペシャリスト育成に向け、計画的・組織的できめ細かい指導と面談等の実施、充実に取り組む。

【３校舎共通】
・３校舎の連携を図るとともに、スムーズな学校運営を行うため、やまぐち総合支援センターのサテライト研修並びに教務システムの構築を進めることができた。
・３キャンパス制の特色を活かした活動を行う中で、これまでの「学習発表会」に加えて、昨年度から始めた「合同スポーツ大会」も開催することができた。また、これまで同様、
日置校舎の生徒の資格取得を水産校舎の教員が指導したり、大津校舎の農業系大学志望者を日置校舎の専門教員が指導するなど、校舎間の連携による指導の成果が継
続的なものになってきた。
・これまで、「地域に愛される学校づくり」を柱として地域と連携した取組を充実させてきたが、今年度は、「地域とともにある学校づくり」をテーマに外部の皆様の意見を聞きなが
らこれまでの取り組みを整理し、県内初の高校のコミュニティースクールの指定に向けて県教委に申請することができた。
・保護者・生徒へのメールシステムを活用して、保護者・生徒への情報発信に努めたが、引き続き、ホームページの改善やＦａｃｅｂｏｏｋの利用を検討するなど、情報発信に対す
る工夫・努力が必要である。

【大津校舎】
・毎月の学校状況のホームページ掲載や中学校訪問等、積極的な情報発信に取り組み、志願倍率が１．２となった。ホームページの改善等により本校舎の取組等を一層情報
提供する必要がある。
・学力差に対応し、朝学習や週末課題、課外授業等の徹底を図るとともに、少人数指導や習熟度別の導入、グループワーク等による学び合い等、学習指導の工夫改善に取り
組み、良好な学習の取組状況にあり、意欲や学力の向上を図ることができた。生徒一人ひとりにより効果的な取組となるよう、一層の工夫改善を進めるとともに、予習・復習等
の学習習慣の確立や意欲の向上、基礎・基本の定着、思考力・表現力等の育成を一層図っていく必要がある。
・インターンシップの改善や広島大学等の出前講義等の充実など、体験的な学びを生かした取組を工夫改善し、進路ガイダンス等の充実とともに、主体的な進路意識と学ぶ意
欲の高揚を図った。大学進学とその先を見据え、３年間を見通した、より効果的な取組となるよう、さらに改善を図る必要がある。
・世界スカウトジャンボリーの取組や韓国中馬高校との交流、マレーシア・シンガポールへの修学旅行等により国際感覚の醸成等を進めるとともに、新たな教材を作成するな
ど、「長門学」の充実も図った。地域との連携を深めて、地域の学びから地域に対する理解や愛着を一層深めていくことが必要である。
・生徒は概ね落ち着きがあり、身だしなみも整っており、規律ある生活態度で、学校行事や部活動、ボランティア活動等に熱心に取り組んでおり、満足度も高い。自己有用感を
高め、主体性や自主性を育み、地域の期待に応えるリーダーとしての意欲や資質能力を育成する必要がある。
・定期的な生活アンケートと教育相談会議等により生徒情報の収集、緊密な交換・共有化を進めて、教職員やスクールカウンセラー等の連携を深め、生徒支援を行うことがで
きた。学習等への不安により不登校傾向にある生徒等、様々な課題のある生徒に対して、早期対応やきめ細かな支援等、生徒支援の一層の改善充実が必要である。

【日置校舎】
・入学定員の充足に対応して、体験入学や各中学校での進学説明会、各中学校への訪問、ＨＰの活用、マスコミへの報道依頼等情報発信に努めたが、十分な成果は現れな
かった。
・地域（関係機関）との連携活動は活発に行われているが、中学校や大学等異校種間の連携が不足している。特に大学との連携を充実させ、より質の高い教育を目指したい。
・基礎学力の定着を図るため、国語・数学・英語の朝学の実施や基礎学力テストの判定、少人数指導の充実等、生徒一人一人を大切にした指導を実践することができた。ま
た、生徒の授業評価を反映した授業公開や全科目の代表者による研究授業を通して、授業改善に取り組むことができた。
・年間を通して、全校生徒が順番に校門に立つ「さわやか挨拶運動」を通して、生徒同士の好ましい人間関係づくりを図ることができた。また、先生方や来校者に対し、よく挨拶
をし、学校の明るい雰囲気をつくることができた。
・生徒が希望する進路先に殆どの生徒が早い段階で決定することができた。進路決定率１００％が達成できた。
・２年次のインターンシップについて、学科に関連したインターンシップ先で体験する生徒はやや増加したが、更なる対応が課題である。
・歯の治癒について、保護者会や委員会での呼びかけ、保健だよりへの掲載、保護者宛の勧告書の郵送等行った結果、受診率はかなり向上した。

【水産校舎】
・地域連携の活動では、長門市・漁協・水産研究センターと連携し、未利用資源である「アカモク」の増養殖・商品開発や「アワビ」の放流・育成環境の整備に取り組んだ。また、
食品製造実習施設を活用した取組では、仙崎・通小学校児童への体験授業や長門市の主催事業「わくわく土曜塾」を実施するなど、地域の活性化に貢献できた。
・学習指導では、学習状況、出席状況ともに昨年度と同様であったが、アンケート結果から苦手科目の授業への取組状況に課題があり、個々に応じた指導の充実が必要であ
る。
・生徒指導では、１年生に基本的生活習慣の確立が不十分な生徒が多く、入学時から根気強い指導を要した。学校行事や部活動、資格取得など達成感や自己有用感を持つ
ことのできる取組の充実が必要である。
・進路指導では、就職内定率100％を達成した。進学でも国公立大学合格者もおり、ほとんどが希望校に合格することができた。
・生徒募集では、全教員で協力して7月と12月の2回、約90校の中学校を訪問し、ＰＲを行った。志願状況は、「海友丸」という大きな広告塔をもつ海洋技術科は昨年度と同様に
高倍率を維持したが、海洋科学科は低調であった。地域連携、地域貢献に頑張っている海洋科学科の効果的なＰＲ活動の検討、実施が課題である。

【３校舎共通】
・平成２８年度からの県内初となる高校のコミュニティスクールとして、地域と連携した高校づくりを一層推進する。
①コミュニティスクール運営の中心となる学校運営協議会を効果的・効率的に運営し､魅力のある学校づくりを推進する。
②単に地域と連携した取り組みを増やすだけではなく､連携活動の「量から質への転換」を意識することも必要であり､各学科に対する期待に応えるために高校として行うべきこ
とをしっかりと行う。
③高校の取り組みや良さを認識してもらうため、小・中学校の児童生徒、保護者、先生をはじめ地域の皆さんにしっかりと情報発信し､地域が一体となった学校づくりを推進す
る。

【大津校舎】
・３校舎や地域の特色を生かした連携協働等を進め、特色ある教育活動の充実発展を図り、ホームページのトップページの改善と効果的活用等の充実改善を進め、一層の情
報発信に取り組む。
・学力の２極化に対応し、朝学習と週末課題、課外授業等の徹底を進め、少人数指導や習熟度別指導等をより一層工夫し、生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導を充実さ
せ、自ら計画的に予習・復習等に取り組む学習習慣の確立を図るとともに、グループワーク等による学び合いなど授業づくりの工夫改善に取り組み、意欲の向上と基礎・基本
の定着、思考力・表現力等の育成を進める。
・大学の出前講義や大学訪問、インターンシップ等体験学習、韓国中馬高校との交流、海外修学旅行など、体験的な学びを生かした取組の質的な改善充実を進め、取組全体
を通して、進路ガイダンス等進路指導の充実と併せ、大学進学とその先を見据えた主体的な進路選択に向け、意欲の向上を図るとともに、学校行事や生徒会活動、部活動、
地域と連携したボランティア活動等の積極的な取組と併せて、自己有用感等を高め、地域の期待に応えるリーダーとしての主体性や自主性を育成する。
・全教職員やスクールカウンセラー、中学校等の連携を深めて、生徒情報の積極的な収集、綿密な交換・共有化や相談しやすい体制づくりを進め、生徒の多様な課題の解決
に向けて、家庭との連携のもと、迅速な初期対応や生活リズムの改善を図るなど、きめ細かく、速やかな生徒支援に取り組む。
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