
　

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

【日置校舎】
　・学校運営…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。
　・学習指導…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。
　　　　　　　　　 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。
　・進路指導…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。 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。
　・生徒指導…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。
　・そ の  他…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】
　・学校運営…地域と連携した活動では、漁協と連携した漁業後継者育成の取組や６次産業の取組、長門市役所・漁協と連携したアワビの放流と育成場整備の取組、水産研究セ
                   ンター・漁協・企業と連携したアカモクの増養殖と商品開発の取組など、地域の水産業の活性化に貢献するとともに学習活動・体験活動の充実を図ることができた。
                   また、地元小学校と連携した授業では、小学生が本校舎の実習施設を使用して色々な食品の製造を体験し、食に対する興味関心の向上に繋げた。特色ある活動を
                   より積極的、効果的に情報発信することが必要である。
　・学習指導…学習状況、出席状況ともに昨年度に比べ改善が見られた。苦手科目の取組状況に引き続き課題がある。資格取得では、取得率も上がり学習意欲の向上に繋がった。
　・生徒指導…アンケートや相談活動、情報共有等の充実など、未然防止の取組の強化により昨年度に比べ問題行動等が減少した。ＳＮＳを使用したトラブル防止等に課題がある。
　・進路指導…進路面談や事前指導の充実により、進学では全員が希望校に合格したが、就職では若干名の未定がでた。内定率１００％に向けた、１年次・２年次での指導の充実
                   が課題である。
　・そ  の 他…生徒募集では、全教員で７月・１２月に県下の中学校を訪問し、生徒募集・学校ＰＲを意欲的に行った。その成果もあり、志願倍率は海洋技術科１．８倍、海洋科学科
                   １．０倍となり昨年度を上回った。長門・萩地区からの志願者増加に向け、取組の充実が必要である。
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【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キャンパス制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】
　３キャンパス制のメリットを生かすとともに、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・技能を身につけた人材を育成する。
   (3)生徒一人ひとりを大切にし、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

【大津校舎】
  ・学校運営…ホームページの活用や中学校訪問等、積極的な情報発信に取り組んだが、結果として昨年度の志願倍率は０.９であった。中学校訪問の地域拡大も検討しながら、
                   ホームページや「学校だより」 による情報発信を一層充実させていく必要がある。
　・学習指導…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、グループワーク等を工夫したアクティブラーニングの導入等、学習指導の
                   工夫改善を積極的に進めた結果、生徒の学習への取組状況は良好である。生徒にとって、より効果的になるよう一層の工夫改善を進め、予習・復習等の学習習
                   慣の確立や学習意欲の向上を図っていく必要がある。
  ・進路指導…インターンシップや出前講義等、体験的な学びを生かした取組により、主体的な進路意識と学ぶ意欲の高揚が図られている。大学進学とその先を見据え、３年間
                   を見通した組織的な取組となるよう、さらに改善を進める必要がある。
　・生徒指導…生徒は概ね落ち着いており、身だしなみも整っている。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、学校生活の満足
                   度も高い。引き続き、自己有用感を高め、主体性や自主性を育みながら、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していく必要がある。
                   定期的な生活アンケートや教育相談会議により、生徒情報の収集や共有化を進め、スクールカウンセラーとも密に連携しながら、生徒支援を行うことができている。
                   引き続き、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、支援体制の一層の充実が必要である。
　・そ  の 他…韓国中馬高校との交流は昨年度実施できなかったが、今年度については現在日程調整を進めている。マレーシア・シンガポールへの修学旅行では、生徒の感想
                   からも、国際感覚の醸成が図られている。訪問先の再検討など、さらに効果的に進める工夫が必要である。
                   「長門学」については、毎年の改善により、充実した内容になっている。今年度はコミュニティ・スクールの関係からも、一部に外部講師の招聘を予定し、地域との
                   さらなる連携を深めていきたいと考えている。

【３校舎共通】
・県内初の高校コミュニティ･スクールの指定を受け、各校舎の特徴を生かしながら、学校運営・地域支援・地域貢献など「地域とともにある学校づくり」の推進に向けて一定の成果
  が表れた。
・生徒会と市内の食品製造会社「フジミツ」・「深川養鶏協同組合」が一緒になって、「長門の特産品を使った加工品」をテーマに商品開発に取り組み、一定の評価を受けた。
・生徒指導に関して、各校舎共通のルールで指導していることで、生徒の意識が高まり、場に応じた行動を自らの判断で対応することができる生徒が増加した。
・授業公開週間や研究授業をこれまで通り継続するとともに、異校種にも目を向け、小・中学校で行われる研究授業等に積極的に参加し、授業改善に役立てることも必要である。
・インターンシップや進路ガイダンス、大学・企業訪問などを計画的に行い、職業観の育成や目標設定の機会の充実を図ることができた。地元企業への就職を増やすことが、引き
  続き望まれる。

【３校舎共通】
・学校運営協議会を効果的・効率的に運営し、魅力ある学校づくりを推進する。
・地域と連携した取組については、単に回数を増やすだけでなく、連携活動の質の向上を目指す。
・体験乗船や農業体験などの実施に加えて、更に各校舎間の特徴を生かした教育活動の展開を検討する。
・地域の皆さんに、本校の良さを認識してもらうため、しっかりとした情報発信を行う。特に小・中学校の児童生徒、保護者、教員には創意工夫した情報の発信に努める。
・少子化が進む中、活力ある教育活動の展開を工夫し、更なる「魅力ある学校づくり」を推進する。
・ＰＴＡ活動においては、総会やＰＴＡ行事を進める中で、全ての保護者が相互理解を深めることができるよう工夫・改善に努める。

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
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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、３校舎の連
     携協働と一体感の醸成が進まなかった。

3

・拡大企画調整会議は、年間計画に従っ
て予定どおり実施している。
・学校行事等においては、３校舎間での
連携により円滑な運営が行えている。
・「拡大企画調整会議」での協議内容につ
いては、各校舎で開催する職員会議にお
いて報告することにより全職員への共通
理解を図った。

・コミュニティ・スクールとして、地
域と一体となった教育活動の充実
を推進する。

４　地域と一体となった魅力ある教育活動を十分進めるこ
　　とができた。
３　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　地域と一体となった魅力ある教育活動を進めることは
　　あまりできなかった。
１　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。

3

・生徒と地元企業が連携した商品開発や
各種地域行事への積極的な参加により、
生徒の体験活動が充実すると共に地域
貢献にもつながった。
・普通科で実施している「長門学」におい
て、地域の専門家による講話を取入れる
ことにより、生徒の興味をより高めること
ができた。

総
務

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。
・準備と確認を徹底する。

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。

3

・密に連絡調整ができた。月に一度の調
整会議は実施しなくなったが、成果は十
分あげられた。・行事の分担が定着してき
た。各総務課が機能してきた。

・３校舎の連携強化を図
るためには、綿密な連絡
調整は不可欠と思われ
る。

Ｂ

３　校　舎　共　通 ３校舎共通

【大津校舎】
○特色ある学校づくりと積極的な情報発信
　　・コミュニティスクールの導入により、３校舎や地域との連携協働をより一層深めながら、各校舎の特色ある教育活動をさらに充実させる。また、それらの取組を積極的に生徒、
     保護者、地域に情報発信することで、本校の教育に対する理解を得る。
○基礎基本の徹底ときめ細かな学習指導
　　・学力の２極化に対応するために、学力差に応じた朝学習や週末課題、課外授業等の工夫を検討し、生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導を充実さる。
　　・自主的に予習・復習に取り組む学習習慣の確立を図るとともに、アクティブラーニングを意識した授業づくりを工夫し、生徒の学習意欲の向上と基礎・基本の定着、思考力・表
     現力等の育成を進める。
○将来を見据えた系統的・組織的な進路指導
　　・大学の出前講義や大学訪問、インターンシップ等の体験学習、韓国中馬高校との交流等に積極的に取り組み、質的な改善充実を進めることで、大学進学とその先を見据えた
     主体的な進路選択につなげる。
　　・進路指導体制の見直しや生徒・保護者への積極的な進路情報の提供により、系統的・組織的な進路指導を実践する。
○体験活動を重視した人間形成
　　・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により、自己有用感を高め、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。
○生徒一人ひとりを大切にした支援体制の充実
　　・全教職員やスクールカウンセラー、中学校等の連携を強化し、生徒情報の積極的な収集と密な情報交換により、生徒の多様な課題を解決するために、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、きめ細かな生徒支援に取り組む。

5　学校関係者評価

【日置校舎】
〇５つの重点目標と１５の具体的方策
１　分かる授業の実践に努め、学力の向上を図る。＜教務課＞
　①生徒の授業評価を反映した授業改善に取り組む。
　②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。
　③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。
２　人間関係能力の向上を図る。＜生徒指導課＞
　④良好な人間関係を構築するための基盤となる基本的生活習慣の確立を図る。
　⑤３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とともに、他者理解の力を高めていく。
　⑥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の育成を図るとともに、生徒の感性を磨く時間の設定に努める。
３　ヘルスプロモーションの視点に立った健康教育の充実を図る。＜保健体育課＞
　⑦規則正しい生活リズムの確立と家庭学習習慣の定着を図る。
　⑧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。
　⑨健康診断及び事前事後の保健指導を充実させ、事後措置における受診率の向上を図る。
４　系統的・組織的なキャリア教育を推進する。＜進路指導課＞
　⑩３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。
　⑪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。
　⑫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。
５　地域との連携を強化する。＜農業部＞
　⑬「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。
　⑭地域の課題を題材にしたプロジェクト学習を推進する。
　⑮６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。

【水産校舎】
○地域連携の充実による特色ある学校づくり
　・コミュニティスクールとしての地域連携、地域貢献の活動の充実に取り組み、水産教育への理解と期待に繋げる。
　・特色ある教育活動の推進に取り組むとともに、ホームページの充実等により積極的・効果的な情報発信を図り、生徒募集に繋げる。
○基礎学力定着と進路実現
　・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努め、全教員が一致協力して取り組む。
　・生徒の進路希望の実現に向け、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。
　・海のスペシャリスト育成に向け、体験的な学習の充実や資格取得の啓発を図る。
○一人ひとりを大切にする教育の推進
　・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るとともに、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。
　・規範意識の向上とともに、生徒会活動、特別活動の充実により達成感や自己有用感の醸成を図る。
　・基礎体力の向上とともに、健康相談等の充実により健康管理の意識の向上を図る。

Ｂ

学
校
運
営
等

３校舎間や
地域との連
携の深化と
協働体制の
充実強化

【チャレンジ目標】
　　■和・輪・ＷＡ！　～地域とつながる３つの“わ”～
　　　　　　　　　　　・和…和やかに（笑顔と協調）　・輪…３校舎の団結、地域との繋がり　・ＷＡ！…驚き、和及び輪を持って、大津緑洋高校ならではの活動を行い、人々を驚かせたい

・各校舎で様々な行事、
事業があるにもかかわら
ず、先生方のコミュニ
ティースクールに対する
意識や必要性の高さが伝
わってきている。
・生徒達は、地域貢献を
通じて、郷土愛が育まれ
ていると思う。
・継続可能な取り組みとし
て更に充実して欲しい。

2



・集中して授業に取り組むことが
できる環境作りを図る。
・学習内容の確実な習得を図る。

４　授業評価アンケートの「授業に集中して取り組む」の
     項目において８５％以上の生徒があてはまると答えた。
３　授業評価アンケートの「授業に集中して取り組む」の
     項目において８０％以上の生徒があてはまると答えた。
４　授業評価アンケートの「授業に集中して取り組む」の
     項目において７５％以上の生徒があてはまると答えた。
１　授業評価アンケートの「授業に集中して取り組む」の
    項目において７５％未満の生徒しかあてはまると答え
　　なかった。

4

・１学期末の授業評価アンケートで「授業
に集中して取り組む」という回答は、大津
校舎97%、日置校舎97%、水産校舎64.1%
の平均88.4%であった。引き続き集中して
授業に取り組めるような環境作りや授業
展開を全員で図っていきたい。

・授業参観と公開授業の活性化を
図る。
・中高連携の授業公開や授業研
究を通して教員の授業スキルの
向上を図る。

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　８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　半数を超える教科で授業公開週間等を活用し、授業研
　　修を実施した。
１　半数以下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

・８割方の教科において授業公開週間や
初任研や中高連携の研究授業などを中
心に、積極的に授業参観を行った。
・時間的配慮等、授業研修や授業参観が
しやすい環境を作っていきたい。

・行事の精選と日程の調整を行
う。
・３校舎間の円滑な連絡体制を維
持する。

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　８割強の３校舎の行事を円滑に実施することができた。
２　７割の３校舎の行事を円滑に実施することができた。
１　７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
・行事の調整等３校舎の連絡体制を築け
ており、円滑に連絡調整を行うことができ
た。引き続き取り組んでいきたい。

・身だしなみを意識させ、頭
髪･服装指導を徹底する。

４　生徒の身だしなみに関する意識が十分に高まった。
３　生徒の身だしなみに関する意識が高まった。
２　生徒の身だしなみに関する意識がやや高まった。
１　生徒の身だしなみに関する意識が高まらなかった。

3

・３校舎共通のﾙｰﾙの下、各校舎におい
て定期的に服装・頭髪に関する指導を実
施した。指導を通して身だしなみを整える
という生徒の意識も高まってきているよう
に感じており、引き続き、自らの判断で場
に応じた適切な身だしなみを意識する感
性を養っていきたい。

・場面に応じた言動が、自らの意
思で取れるように指導する。

４　生徒は場面に応じた言動が、自らの意志で取れた。
３　生徒は場面に応じた言動が、指導されれば取れた。
２　生徒は場面に応じた言動が、自らの意志でやや取れた。
１　生徒は場面に応じた言動が、取れなかった。

3

・本校生徒の特徴として、指導されたこと
は素直に従い、場を乱そうとする生徒は
皆無と言ってもよい。しかしながら、自ら
判断し行動する力は弱いように感じてい
る。評価基準にある「指導されればでき
た」から「自らの意思で」に代わることがあ
らゆる面での生徒の能力を伸ばすことに
つながると考え、指導方法を考えていきた
い。

・生徒会活動を中心に、校舎間及
び地域との連携を深め、望ましい
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力を養う。

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。

4

・今年度は、３校舎の生徒会が一緒に
なって行った取り組みが多く、企業との連
携を図るなどコミュニケーション能力の向
上につながる活動が多かった。また、各
校舎の行事に他校舎の生徒会が協力す
るなどの校舎間の連携も図られていた。
こうした生徒間の繋がりが重要だと考える
が、一部の生徒の活動にならないよう、生
徒会を中心に一般生徒にも広げていきた
い。

・いじめ防止活動への認識を深
め、他者理解の心を養う。

４　いじめ防止活動への認識を深め、他者理解の心を
　　十分に育成できた。
３　いじめ防止活動への認識を深め、他者理解の心を
　　育成できた。
２　いじめ防止活動への認識を深め、他者理解の心を
　　やや育成できた。
１　他者理解の心を育成できなかった。

3

・各校舎において、毎学期いじめアンケー
トを実施するとともに、いじめの未然防止
に重要な他者理解の力を養うように指導
してきた。今年度は、大きないじめ問題も
なく、十分とは言えないが、他人を思いや
る気持ちは育ってきているように感じてい
る。

保
健
体
育

３校舎合同
行事の円滑
な運営

・野球応援、スポーツ大会、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。

4

野球応援練習や・応援・部活動など一体
感の醸成を図ることができた。また、体育
用品を融通仕合うことにより授業展開がう
まく出来た。

・部活動を通じての一体
感はある。今後は、体育
祭を合同にするなど、もっ
と盛り上がりが必要だと
感じる。

Ａ

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、大学・企
業訪問を実施し、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

インタ－ンシップや進路ガイダンス等を通
じて徐々に進路意識が醸成されつつあ
る。今後も担当学年と協力して目標設定
機会の充実を図りたい。

進路指導体
制の充実

・校舎間、各課、各学年と情報の
共有を図り、それぞれと連携を取
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
校舎間、各課、各学年との情報共有は図
られた。今後、さらに校舎間の情報共有を
進めていきたい。

３校舎の共
通部分の学
校運営、教
育活動の効
率化及び課
題の共有化
とその検討

・企画調整会議（学期に１回の拡
大企画調整会議）を月初めに実施
し、運営委員会・職員会議に連動
させ、３校舎の共通部分の学校運
営、教育活動が効率的に展開で
きるようにする。また、課題の共有
を図り、各校舎で検討する流れを
つくる。

企画調整会議の月初めの実施率が、
４　　９０％以上であった。
３　　７０～９０％未満であった。
２　　５０～７０％未満であった。
１　　５０％未満であった。

4

・９月までに５回の企画調整会議を実施し
ているが、その内４回は月初めに実施し
ている。３回目については、月末に実施し
ているが、次の月の運営委員会・職員会
議の連動が可能な日であった。学校運
営、教育活動の効率的な運営、課題の共
有とも、ほぼできている。

少子化に対
応した学校
の活性化に
ついて検討

・各校舎の職員会議や学校運営
協議会で議論された内容を、企画
調整会議の議題として取り上げて
検討し、年度末の拡大企画調整
会議において意見を集約し、方向
性をまとめる。（本年度は、特に部
活動について検討する。）

企画調整会議で取り上げて検討した議題
４　 ３つ以上、議題に取り上げて検討した。
３　 ２つ議題に取り上げて検討した。
２　 １つ議題に取り上げて検討した。
１　 全く議題に取り上げなかった。

3

・少子化等に対応した学校の活性化につ
いて、３校舎で足並みを揃えて検討を進
めている。
・修学旅行の在り方について検討し、来年
度に向けた見直しを行った。
・部活動については、再編ではなく、顧問
の配置等について３校舎を横断的に検討
する予定である。

Ｂ

業
務
改
善

教
務

・「授業に集中して取り組
む」ことは高校生のある
べき姿だと思う。
・今後も良い学習環境作
りを図って欲しい。

・日置校舎は、３キャンパ
ス制のメリットや部活動の
成果向上等と生徒指導の
関わりを取り上げている
が、大切な評価項目（分
析）ではなかろうか。
・自分が大津緑洋の生徒
だと自覚することはもちろ
ん、それにプラスして自信
を持つことが大切だと思
う。コミュニケーション能力
や学校生活に充実感を得
られるよう、個人個人の
接し方に工夫がいると思
う。

進
路

（
指
導

）

Ｂ

学力の定着
及び３校舎
間の理解と
交流の促進

基本的生活
習慣の確立

Ｂ

Ｂ

生
徒

（
指
導

）

人間力の醸
成

・進路に対しては早期より
目標設定の機会があった
ほうが良い。

・トイレ、手洗い等の水回
りの清潔さを、誰がどう保
つか、工夫改善が要る。
（養護教諭への指導）
・校舎によっては新しい机
が放置されていることもあ
り、古い机を使っている校
舎との入れ替えをすると
よい。
・部活動の指導者を外部
からの配置にする等、私
立高校に導入されている
ことも含め見直しが必要
だと思う。

3



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

保護者・地域
の理解を得
ながら、地域
の期待に応
える学校運
営の推進

・ホームページの活用やさまざま
な機会をとらえて、本校の魅力を
地域や中学校、保護者へ積極的
に情報発信する。
・志願者数確保のため、情報発信
の範囲を拡大する。
・学校運営協議会等の意見を参
考に、学校運営の見直し、改善に
取り組む。

（アンケート項目）
　　「学校からの情報は保護者・地域に十分に提供され、
    学校運営は円滑に行われている。」

４ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　80%以上］
３ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　70～80%］
２ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　60～70%］
１ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　60%未満］

2

・学校通信の発行、ホームページの活用
は積極的に進められているが、閲覧数を
増やすための工夫が必要である。
・学校説明会や様々な場面で、本校の良
さを外部に情報発信し、その範囲も拡大
させた。
（県下全域にオープンキャンパスの案内、
豊北、秋芳、伊佐、夢が丘に今年度訪問）
・学校運営協議会での意見を参考にし
て、長門学の講師や、国際交流委員の活
用を今年度試みた。

校舎間や地
域との連携
促進による
教育活動の
充実

・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
校舎や地域との連携協働を進め、
他校では真似できない本校の特
色を活かした教育活動を展開し、
教科・特別活動等の充実や授業
力の向上を図る。

（アンケート項目）
　　「３校舎や地域との連携が進み、特色ある教育活動が
　　行われている。」
４ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　80%以上］
３ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　70～80%］
２ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　60～70%］
１ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　60%未満］

3

・昨年度より三校舎の生徒会が地元企業
と連携した商品開発に取り組み、今年度
商品として販売された。
・授業公開、初任者研修やフォローアップ
研修、中高連携の研究授業等の機会を
利用して、三校舎間で積極的に授業研修
に取り組んでいる。

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。

2

・出席率は78.9％、前年に比べ3.7％低下
したが、今回は運動部の中国大会出場と
重なったため、若干低下しているだけで、
昨年同様と考えている。80％は最低超え
るようにしたい。

・総会の欠席者へ再度出
席を依頼し、出席率ＵＰを
図ったらどうだろうか。（別
の日で）
・評価基準は出席率でい
いのか。

B

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。
･ 生徒一人ひとりが積極的に参加
できるよう授業改善を図る。

４　学校評価アンケート「朝学・週末課題・課外等の学習に
　　対する取組は学習の意欲を高めている」の項目におい
　　て生徒の８０％以上が肯定的意見であった。
３　学校評価アンケート「朝学・週末課題・課外等の学習に
　　対する取組は学習の意欲を高めている」の項目におい
　　て生徒の７５％以上が肯定的意見であった。
２　学校評価アンケート「朝学・週末課題・課外等の学習に
　　対する取組は学習の意欲を高めている」の項目におい
　　て生徒の７０％以上が肯定的意見であった。
１　学校評価アンケート「朝学・週末課題・課外等の学習に
　　対する取組は学習の意欲を高めている」の項目におい
　　て生徒の７０％未満が肯定的意見であった。

4

・学校評価アンケートにおいて、８７％の
生徒が肯定的意見であった。また、授業
評価アンケートの「課題、提出物はきちん
とやり、期限内に提出している」の項目に
ついては肯定的評価が95.8%であった。生
徒の基礎学力の育成を朝学や週末課題
を通して引き続き図っていきたい。
・新しい入試に対応できる授業改善に,引
き続き取り組んでいきたい。

地域や保護
者に対する
情報発信の
手段につい
て検討

・地域や保護者への積極的な情
報発信をする。
・緊急メールの活用方法や大津校
舎ホームページの改善を検討す
る。

４　緊急メールやホームページの活用が十分にでき、地域
　　や保護者に積極的な情報発信ができた。
３　緊急メールやホームページの活用ができ、地域や保護
　　者に積極的な情報発信ができた。
２　緊急メールやホームページの改善があまりできなかっ
　　たが、昨年度並に地域やＰＴＡに情報発信ができた。
１　緊急メールやホームページの改善があまりできず、
　　地域やＰＴＡへの情報発信も不十分であった。

4

・緊急メールについては列車遅延や休校
の情報、行事のお知らせ等を適宜発信す
ることができた。
・ホームページについては12月27日現
在、延べ73件の記事を更新し、行事や緊
急連絡等の情報を発信することができ
た。これからも頻繁に更新していきたい。
・学校アンケートにおいて、情報発信が不
十分というご意見もいただいたので、ホー
ムページで情報発信をしているということ
を保護者に広めていきたい。

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
をさらに深化する。
･ 長門の文化･日本の文化を理解
し、韓国中馬高校との交流事業に
積極的に生かす。

４　長門学や国際交流の授業の評価において８０％以上
　　の生徒が満足したと回答した。
３　長門学や国際交流の授業の評価において７０％以上
　　の生徒が満足したと回答した。
２　長門学や国際交流の授業の評価において６０％以上
　　の生徒が満足したと回答した。
１　長門学や国際交流の授業の評価において６０％以下
　　の生徒しか満足できなかった。

3

・７月に実施した韓国中馬高校との交流
については、参加したほとんどの生徒が
満足したと回答していた。
・また、地元の人材を活用した講演や、国
際交流員の講演会を４回開催した。これ
からも講演会等を通して地域文化への理
解や国際教育を推進していきたい。
・学校評価の「国際交流に積極的に取り
組んでいる」の項目の肯定的意見は50%
にとどまっているので、学校としてこれか
ら国際交流をどう進めていくかという課題
も見えた。

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

・制服の着こなしなどは概ねよくできてい
る。
・登校時間や授業の開始時間は良く守れ
ているが、朝学に対する意識向上が今後
の課題である。
・挨拶はほとんどの生徒が問題ないが、
ごく一部の生徒は元気がなく、引き続き指
導が必要である。

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

・校則は遵守できている。
・引き続き交通マナーが向上するよう指導
を継続していく。
・生徒アンケートより、一部の生徒が携帯
電話の使用について違反があるようだと
２～３件記述があった。今後昼休みなどに
巡視をしていかなければならない。そし
て、正しい使い方やマナーの指導を強化
する。
・地域から信頼される地元の高校生とな
るような高い道徳心の育成に今後も努め
る。

5　学校関係者評価

教
務

生
徒
指
導

大　津　校　舎

学
校
運
営
等

・各中学校での説明会で
は、それぞれの出身中学
校の生徒による説明が
あってもよいのではなか
ろうか。
・近隣にある私立・公立の
普通科を意識しながら、
保護者へのアプローチが
必要である。
・大津緑洋高校のプライド
を持った教育の充実を
図っていただきたい。

大津校舎

Ｂ

・教務の学校評価アン
ケート結果と矛盾しては
いないだろうか。
・身だしなみは大切なの
で保護者にも声かけ等の
協力依頼をしたらどうであ
ろうか。校則やマナーは
守ることが当たり前だと保
護者に思ってもらえるよう
に指導が必要と思う。

Ａ

・大津緑洋の生徒はとて
も素直だと思う。きちんと
した目標を定めさせ、意
識が高まるように導いて
欲しい。
・ＨＰからの情報を得るこ
とが多いと思うので、最新
の情報を提供できるよう
引き続き積極的に更新を
行って欲しい。

Ｂ

4



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。

4

・授業や身体測定･体育的行事等が契機
となり、健康の保持増進や体力の向上に
向け、運動習慣の定着が必要であること
は理解している。
・アンケート結果によると、主体的に健康
や体力の保持増進に努めていると回答し
た生徒が７７％であった。

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　事後措置率が７０％以上であった。
３　事後措置率が６０％以上であった。
２　事後措置率が５０％以上であった。
１　事後措置率が５０％未満であった。

3

・事後措置率は心臓疾患については100％、視
力55.4％、歯科57.3％、耳鼻科31.2％、眼科
33.3％、尿66.6％であった。（全体での事後措
置率は57.3％）部活動や学習で時間がないとい
う生徒が多い。さらに、受診の必要性を感じて
いない生徒もいる。
・個別に保健指導を行い受診勧告をするととも
に、保健だより、委員会活動等を通して受診の
必要性を理解させる必要がある。自己の健康
へ関心を高めさせるようにしたい。

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　SCとの効果的な連携を図り、計画的に教育相談会議を
　　実施するなど学校不適応生徒等支援の充実が十分深
まった。
３　SCとの連携を図り、適宜教育相談会議を実施することで
　　学校不適応生徒等への支援の充実が図れた。
２　SCとの連携を図り、教育相談会議を実施することで
　　学校不適応生徒等への支援がある程度できた。
１　SCとの連携が不十分で、教育相談会議の回数も少なく
　　学校不適応等生徒への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。
・学期ごとのFitアンケートを踏まえての教育相
談会議に加え、関係機関職員とのケース会議
を実施する中で、学年や生徒課との連携を深
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。
・教職員研修会をとおし、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。

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・2年生は文理選択を前に外部講師の
講演会を聞き、教務課とともに説明会を
実施した。2年生は職場体験とまとめ学習
を行い、将来の進路選択について深く考
えることができた。
・山口大学医学部の来校説明会を実施
し、検査・看護志望の生徒が参加し進路
意識を高めた。1年生全員、2・3年生希望
者を対象に下関市立大学経済学部、九州
工業大学情報工学部の出前授業を実施
し理解と関心を深めた。
・8月には1年生全員で山口大学のオープ
ンキャンパスに行き、また県内開催の薬
剤師セミナー、県内教員志望者への説明
会等へ希望者が参加し理解と関心を深め
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で連携をとり
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。

3

・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。また、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。
・課外は、夏季前期・後期の開講科目の
調整、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。考査前には土日活用で、開講希望の
多い授業の補講を行い学力向上に努め
ることができた。

学校運営の
活性化

・事務職員と教員の連携を強化し
たうえで事務の見直し等を行い、
学校教育目標達成のための予算
執行を推し進める。

４　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、学校教育目標の達成には至らな
     かった。
１　連携の強化が、あまりできなかった。

3

・教職員一人ひとりに、業務で必要な物品
等の購入希望調査を早めに行い活用す
ることができた。
・教員及び各校舎との連携を強化し、今
後も効率的な予算執行に努める。

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

・管理職のスケジュールを毎朝のミーティ
ングで徹底把握することにより、来客及び
電話の取次がスムーズにできた。
・事務職員の名札着用を徹底した。今後
も来客時の迅速・丁寧な対応に努めてい
く。

・学校運営協議会を設置し、関係
機関等との協働体制を強化し、学
校の課題解決に向けた取り組み
を推進する。

４　テーマを設定し、各部会等との交流を１０回以上行った。
３　テーマを設定し、各部会等との交流を７回以上行った。
２　テーマを設定し、各部会等との交流を４回以上行った。
１　テーマを設定したが、各部会等との交流が３回以下だっ
た。

3

　本年度も昨年と同様の取組を行い、各
部会の目標を達成できたと思うが、今後、
質を高める方法など部会の在り方につい
て見直しが必要と思われる。

・家庭や地域に対して､学校の情
報を多用に幅広く発信する。

　　メール配信　　ＨＰの更新　　新聞掲載
４　　  毎週　　　　４０回以上　　３０回以上
３　　　           　　３０回以上　　２０回以上
２　　　隔週　　　　２０回以上　　１０回以上
１　　　      　　　　１９回以下　　　９回以下

3

　本校舎の行事予定やその留意事項に
ついては、その都度複数の教員で確認し
ながらＨＰに掲載している。特色ある学校
行事等については、引き続き報道機関等
へ積極的に情報を発信していきたい。

・地域の交流、学習の場とした学
校開放に努める。

４　年間の学校来場者数が７，０００人以上であった。
３　年間の学校来場者数が６，０００人以上であった。
２　年間の学校来場者数が５，０００人以上であった。
１　年間の学校来場者数が５，０００人未満であった。

2

　農高祭の来校者が、天候等の影響によ
り約５００人減ったものの、１年間を通して
の学校来場者数は昨年度とほぼ同じで
あった。校外での交流学習も活発に行っ
ており、地域連携教育の成果は上がって
いる。

学
校
運
営
等

進
路
指
導

事
務

保
健
体
育

日置校舎

Ａ

Ａ

・先生方の指導や配慮に
より沢山の経験が出来て
いると思う。その経験を活
かすことが必要。

・事務職員と先生方にと
ても意思疎通が出来てい
ると感じる。

地域とともに
ある学校づく
りを推進す
る。

日　置　校　舎

・進路の結果や追跡結果
を生徒募集の手段にする
ことで、定数確保を図るこ
とが大切であろう。（例え
ば東京農大への進学等）
・日置校舎の生徒は、基
本となる挨拶がよくできて
いる。夢市場などに来ら
れるお客様にも親切に接
することができる。

Ｂ

B

・自分の体を大切にする
ことや、自分の体は自分
でしか守れないとの指導
をして欲しい。健康第一で
あるというと、意識が保護
者にも要と思う。

5



・生徒の授業評価を反映した授業
改善に取り組む。

授業内容に対する理解度（授業アンケートの項目で、「授業
のポイントはよくわかる」）が、
４　３．７ポイント以上
３　３．６ポイント以上
２　３．５ポイント以上
１　３．５ポイント未満

4

　２学期末授業アンケート結果
　「授業のポイントはよくわかるか」平均
３．７

・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。

朝学確認テストで６０点（平均点）以上の生徒が、
４　全生徒の８割以上
３　全生徒の７割以上
２　全生徒の６割以上
１　全生徒の６割未満

4

　２学期末朝学確認テストの結果
　８６．４％

・体験的な学習、ICTを活用した学
習を取り入れ、生徒の活動意欲を
高める。

授業アンケートの項目で、ア「先生が準備する教材は解りや
すく工夫されている」と、イ「解らない点は質問したり調べたり
して解決するようにしている」が、
４　アが３．６ポイント以上で、イが３．０ポイント以上であ
     り、作業的な学習活動がある。
３　アが３．６ポイント以上で、イが３．０ポイント未満であ
     り、作業的な学習活動がある。
２　アが３．６ポイント未満で、イが３．０ポイント以上であ
    る。
１　アが３．６ポイント未満で、イが３．０ポイント未満であ
    る。

4

　２学期末授業アンケートの結果
　ア「先生が準備する教材は分かりやすく
工夫されている」平均３．７
　イ「分からない点は質問したり調べたり
して解決するようにしている」平均３．１

　初任者研修等に係る研究授業では、教
科内だけではなく、異なる教科間において
も研究協議・意見交換をすることで、授業
改善に向けての取組を行った。
　授業に作業的な学習活動を取り入れる
ことで生徒の学習内容の理解を深め、さ
らに、学習意欲を高めて家庭での調べ学
習等につながることを目指していきたい。

　・良好な人間関係を構築するた
めの基盤となる基本的生活習慣
の確立を図る。

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

　長欠者（30日以上の欠席者）もなく、遅
刻者も少ない。毎月行う頭髪･服装指導に
おいても違反者はわずかで、再指導にお
いて改善されている。基本的な生活習慣
は確立されつつあるが、自ら意識して行
動できる生徒の育成が今後の課題と思わ
れる。

・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ととも
に、他者理解の力を高めていく。

４　３ｷｬﾝﾊﾟｽの一体感の醸成が図られ、他者理解の力を
    高めることができた。
３　３ｷｬﾝﾊﾟｽの一体感の醸成が図られ、他者理解の力を
    やや高めることができた。
２　３ｷｬﾝﾊﾟｽの一体感の醸成がやや図られ、他者理解の
    力をやや高めることができた。
１　３ｷｬﾝﾊﾟｽの一体感の醸成を図ることができず、他者理
    解の力をやや高めることができなかった。

3

　部活動や野球応援、体験実習、各校舎
の文化祭等の様々な活動を通じて、他校
舎への理解はより深まってきているように
感じる。今後は、３校舎の一体感が必要と
される部活動で、さらに成果を上げること
がより一体感を高めることにつながるとと
もに、より他者理解の力が高まるものと考
えている。

・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
力の育成を図るとともに、生徒の
感性を磨く時間の設定に努める。

４　生徒の資質向上が十分図られた。
３　生徒の資質向上が図られた。
２　生徒の資質向上がやや図られた。
１　生徒の資質向上が図られなかった。

4

　生徒会を中心とした交流活動は、積極
性を増し、校舎間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを重視す
る意識が、生徒の間でも高まっているよう
に感じる。本校舎内の活動においても生
徒会を中心に生徒間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力
が高まるとともに、各行事が生徒の成長
によい成果をもたらしているように感じて
いる。

・健康診断及び事前事後の保健
指導を充実させ、事後措置におけ
る受診率の向上を図る。

４　健康に関心を持ち、事後措置における受診率が７０％
　　以上であっ た。
３　健康に関心を持ち事後措置における受診率が６０％
　　以上であった。
２　事後措置における受診率が５０％以上であった。
１　事後措置における受診率が５０％未満であった。

4

　月１回の全体への保健指導を行い、受
診率が７３．３％と、昨年度を上回った（昨
年度６０．４％）。長期休業前の個別の保
健指導が効果的であった。次年度は、さ
らに受診率を向上させていきたい。

・学校生活における環境整美及び
安全管理に努め、安心安全な学
習環境を提供する。

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

  学校施設・設備の点検を行い、危険箇
所や修繕を要する箇所を確認した。優先
順位の高いものから適宜整備・修繕を
行った。次年度も引き続き、安心安全な
環境の提供に努めたい。

・規則正しい生活ﾘｽﾞﾑの確立と家
庭学習習慣の定着を図る。

４　適切な睡眠時間の確保と毎日の朝食摂取率が80％以
    上であった。
３　適切な睡眠時間の確保と毎日の朝食摂取率が60％以
    上であった。
２　適切な睡眠時間の確保と毎日の朝食摂取率が50％以
    上であった。
１　適切な睡眠時間の確保と毎日の朝食摂取率が50％未
    満であった。

4

　朝食摂取率は、「毎日食べる」が８０％、
「ときどき食べる」が１５%、「いつも食べな
い」が５%であった。また、睡眠時間に関し
ては、「６～７時間」が３９％、「７～８時間」
が２８%であった。今後は、授業を中心に
指導を行い、適切な睡眠時間の確保と朝
食摂取率の向上に向けて取り組みたい。

・生徒情報の集約・共有を図り、効
果的な教育相談を実施する。

４　生徒情報の集約・共有を図り、効果的な教育相談を実
    施できた。
３　生徒情報の集約・共有を図り、教育相談を実施でき
    た。
２　教育相談体制が、うまく機能しなかった。
１　教育相談体制が、機能しなかった。

3

　学年ごとに生徒情報交換会を設定し、
情報共有が図れるように努力した。また、
スクールカウンセラーや関係中学校等の
外部機関との連携を試み、教育相談活動
の充実に努めた。現在、業務改善の観点
から、教育相談体制についても年間の計
画を精査し、効率化を図っている。

・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。

４　LHRの時間においても年間５回以上進路指導を行う。
３　LHRの時間においても年間４回以上進路指導を行う。
２　LHRの時間においても年間３回以上進路指導を行う。
１　LHRの時間においても年間２回以上進路指導を行う。

3

　現在５回行っている。
今後の予定として２月２１日に「三年生か
らのメッセ－ジ」を実施する。

　・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。

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

　インタ－ンシップや進路ガイダンス、産
業人材実施セミナ－等を通じ、進路意識
が醸成されつつある。。今後の予定として
３月１２日に進路ガイダンスを実施する。

　・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。

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

　就職希望者、進路希望者ともに全員合
格。

人間関係能
力の向上を
図る。

Ａ

保
健
体
育

生
徒
指
導

進
路
指
導

Ａ

・授業改善の具体的中身
が見えないので、明示し
ていただきたい。（例え
ば、個別指導を充実させ
た結果、・・・なった等）
・日置校舎の先生は、生
徒に対して温かい。生徒
にもよく伝わっていると思
う。

・校舎内の意識の高さを
感じられる。さらに一体感
を高められるような活動
をお願いしたい。
・素晴らしい評価分析だと
思う。（部活動の結果は、
生徒募集・定数確保に関
わりがあると思うので）

分かる授業
の実践に努
め、学力の
向上を図る。

Ａ

学
習
指
導

ヘルスプロ
モーションの
視点に立っ
た健康教育
の充実を図
る。

系統的・組織
的なキャリア
教育を推進
する。

・事後措置における受診
率を向上させるために、
学校全体で大変努力され
ていることがよくわかる。
重要なことであるので、引
き続き粘り強くお願いした
い。
・平素から健康の大切さ
をよく指導されていると思
う。

・様々な体験活動の実施
や情報提供など、きめ細
やかな指導に努力されて
いると思う。
・進路決定率１００％はす
ごいことだと思う。

Ｂ

6



・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。

４　延べ数で１００団体以上の連携と交流を図ることができた。
３　延べ数で８０団体以上の連携と交流を図ることができた。
２　延べ数で６０団体以上の連携と交流を図ることができた。
１　延べ数で６０団体未満としか連携と交流を図ることができな
     かった。

4

　１月末までに、１１３団体と連携と交流を
することができた。今後も増加すると思わ
れる。

・６次産業化の基礎を築くために、
直売所を活用した教育を展開す
る。

４　直売所の来客者総数が１．４００人以上であった。
３　直売所の来客者総数が１．２００人以上であった。
２　直売所の来客者総数が１．０００人以上であった。
１　直売所の来客者総数が１．０００人未満であった。

4

　１月１日までに、１７６８人の来客数が
あった。直売所の認知が進んできたこと
と、秋以降の野菜の高騰が原因だと思わ
れる。

農業に関す
る専門的な
知識や技術
を幅広く習得
させる。

・資格取得を推奨し、学習意欲の
向上を図る。

・２学年全員受検の日本農業技術検定３級
４　合格率が７０％以上に達した。
３　合格率が５０％以上に達した。
２　合格率が３０％以上に達した。
１　合格率が３０％未満であった。

2

　７月１５日と１２月９日の２回実施した。２
級は、２名の受検者で２名合格したので
合格率１００％であった。３級は、４４人の
受検者で１９名合格したので、合格率４
３，２％であった。

学校運営の
活性化

・事務職員と教員の連携を強化し
たうえで事務の見直し等を行な
い、学校教育目標達成のための
予算執行を推し進める。

４　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、学校教育目標の達成には至らな
     かった。
１　連携の強化が、あまりできなかった。

3

　予算配分、執行において、教員の意見
や今までの経緯も含めて、見直しを行うこ
とができた。さらに連携を図り、有意義な
予算執行に努めていきたい。

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

　朝礼での内容を事務室で伝達すること
により、その日の教職員の動静を把握す
るようにしている。来客に対し、素早く取
次ぎを行い、言葉遣いや表情など、相手
方に不快感を与えることのないような接遇
を心掛けている。

水産校舎将
来ビジョンの
検討

・水産校舎課題検討会や広報委
員会において、水産教育や水産
校舎の中・長期的なビジョンにつ
いて検討し、職員会議で検討案の
共有を図る。（本年度は、特に部
活動について検討する。）

職員会議で水産校舎将来ビジョンについて、
４　３回以上、議題に上げた。
３　２回議題に上げた。
２　１回、議題に上げた。
１　全く議題に上げなかった。

3

・本年度、全国水産高等学校長協会が立
ち上げた「次世代創生委員会」で、全国の
代表委員が海洋・水産系高校の将来ビ
ジョンや課題等の情報交換を行った。本
校でも、「校内次世代創生検討会」を立ち
上げ、委員が全国から得た情報を参考に
しながら、本校の将来ビジョンを検討し
た。来年度は、特に３県共同運航、代船
建造について検討する。
・部活動については、今後、教員の指導
体制、拠点校等について検討する予定で
ある。

地域連携の
充実

・地域の企業、団体や学校等と連
携した諸活動の目的を明確にす
るとともに計画的に実施し、生徒
の教育活動の質の向上を図る。

年度初めに地域連携の計画を立案し、その取組を
４　９０％以上実施した。
３　７０％以上実施した。
２　５０％以上実施した。
１　５０％未満の実施であった。

4

・各科コースで、教育活動とその目的を明
確にし、地域連携の諸活動を計画的に実
施した。　　・漁業の担い手育成について
は、漁業就業希望生徒の山口県漁業就
業フェアへの引率や山口県水産振興課に
よる漁業就業の支援制度に関する説明
会を実施するなど、より具体的な教育活
動を展開した。

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。
・準備と確認を徹底する。（ＪＫ）

４　概ね４週間前に行事の準備確認と案内発送。
３　概ね３週間前に行事の準備確認と案内発送。
２　概ね２週間前に行事の準備確認と案内発送。
１　概ね１週間前に行事の準備確認と案内発送。

4

・ＰＴＡ関係大津校舎、学習発表会が日置
校舎など主管を決め、スムーズな運営が
できた。また、学校運営の円滑な遂行に
微力ながら貢献できた。

・３校舎の連携はスムー
ズである。

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。また、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　欠点保有者数が昨年度と比較して３０％以上減少した。
３　欠点保有者数が昨年度と比較して１０％以上減少した。
２　欠点保有者数が昨年度と比較して同程度であった。
１　欠点保有者数が昨年度と比較して増加した。

4

２学期期末考査の結果で昨年度の欠点
保有者３０名から本年度は１９名、１１名
減少した。今後も継続して、担任、学年主
任、他の分掌や各科と連携して指導を行
う必要がある。

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、
課題に対応する。また、授業態度
の報告を継続し、学年や分掌、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
　　評価した。
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

第２回生徒授業アンケートの結果、授業
が「わかる」と評価したのは６４．６％で
あった。
今後も、授業改善に努めなければならな
い。

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。
・学校生活において、日々の声か
けによる（挨拶、マナーなどを通じ
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

・担任、学年、生徒指導課、保護者が生徒指導
に関わる協力体制強化と連携を図ることがで
き、昨年度に続き、問題行動の件数は減少した
が、より全体が密に連携し指導の必要な生徒
への未然防止に繋げることが課題である。
・生徒への継続的な啓発や注意喚起等により
生徒一人ひとりの自覚ある行動を促し、意識の
向上を目指した。

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
指導助言を行い、生徒会の主体
的な活動をサポートする。

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

・3校舎の生徒会による商品開発や地域
の行事への積極的な参加、定期的な清
掃活動の実施、学校行事の立案など、前
年度に比べて活動の幅が広がる生徒会
活動の運営ができた。

事
務

教
務

学
校
運
営
等

農
業

生
徒
指
導

Ｂ

・今後もきめ細かな指導
が必要である。
・授業改善の具体的中味
が見えず、掛け声だけで
終わりそうである。（例：画
一、一斉からの脱却を図
る。個別指導の充実を図
るなどの授業改善に努め
る。）
・難しいところと思います
が、引き続き地道に改善
ください。

水　産　校　舎

・事務室の電話応対や接
客の仕方はとてもよい。
達成度の評価（自己評
価）が低いのではないか
と思われる。

・地域との関わりから郷
土愛を育んでいると感じ
る。農業のスペシャリスト
がもっと出てきて欲しい。
・日本農業技術検定は難
しいと聞いている。合格率
については、まずは５０％
が目標かと思う。

Ａ

地域との連
携を強化す
る。

Ｂ

・３校舎とも他校舎の生徒
にも学習への意識が必
要。地域に対する思いは
伝わる。

・長門市からもっと水産に
関わりたいと思ってくれる
生徒が育って欲しい。

水産校舎

Ｂ

Ｂ
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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８０％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６０％以上繋ぐことができた。
１　体力向上に６０％未満であった。

4

・体力診断テストや遠泳練習や大会を通
して体力の向上に繋げることが出来た。
駅伝の練習や駅伝大会で体力の向上に
繋がった。

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７０％以上達成した。
３　治療率を６０％以上達成した。
２　治療率を５０％以上達成した。
１　治療率が５０％未満であった。

4

・全体の治療率は７０％を超えたが、歯科
の治療率が低かった。知識・関心を持た
せるだけでなく、担任の協力が不可欠で
あると実感した。

進路目標の
早期設定

・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。

4

・全校生徒を対象に複数回の面談を実施
すること目標に、進路指導課と学年会が
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・進学希望者に対
して、十分な情報提供を行い、希
望先への内定・進学をめざす。

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90％以上を達成した。進学
でも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　寮則違反が前年より７５％以上減少した。
３　寮則違反が前年より５０％以上減少した。
２　寮則違反が前年とほぼ同じであった。
１　寮則違反が前年より増加した。

3

・舎監全員で集団生活と規範意識の向上
に努め、寮則違反は減少したが、年度前
半に２名を退寮処分とした。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できた。

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。

4
・９月３０日（土）に実施し、５回目の青海
島一周を達成した。

目的意識の
育成

・各種資格取得や検定合格を目
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

・１年生の８月の丙種危険物合格者１２
名、１１月乙種４類合格者５名であった。
合格率は昨年に比べ４０％に減少した。
・２月初めに受験予定の海洋技術検定は
ほぼ全員が合格すると予想している。

・市の主催事業や、地域のイベン
ト、小中学校を対象とした講座等
に参加実施する。

４　年１０回のイベントに参加した
３　年８回のイベントに参加した
２　年５回のイベントに参加した
１　年３回のイベントに参加した

4

地域のお祭りへの出店、フードコースによ
る地域開放行事、バイオコースによる漁
協と連携したアカモク増養殖の取り組み
など実践することが出来た。

・次世代創生委員会の開催に伴
い、各科の課題等を拾い上げたう
えで会議、報告会を行い、今後の
海洋科学科について検討する。

４　毎回、会議報告会を行い科学科、技術科ともに
　　還元できた。
３　報告会のみ行い科学科、技術科ともに還元で
　　きた。
２　報告会のみ行い、どちらかの科にしか還元で
　　きなかった。
１　報告会も行わず両科に還元すらできなかった。

3

本校の課題を次世代創生会議に提出し、
全国の水産海洋系高校と共有し問題解
決へ向けて協議を行うことが出来た。校
内での報告会は１学期は行うことができ
たが、２学期は行うことが出来なかった。

・将来の船舶職員としての自覚に
たって、模範となる生活習慣の確
立と、身だしなみの徹底を図りな
がら人格の形成を行う。

４　目標を全員が達成できた。
３　目標を８割の生徒が達成できた。
２　目標を半数以上の生徒が達成できた。
１　目標を殆どの生徒が達成できなかった。

2
定期的に、個人面接や頭髪服装のチェッ
クを行い指導した。概ね指導に従い良好
であった。

・専攻科２年生全員の３級海技士
免許の習得を目指す。

４　全員が資格を取得した。
３　８割の生徒が資格の取得ができた。
２　半数以上の生徒が資格の取得ができた。
１　殆どの生徒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、卒業考査以降も引き続き学習
計画を立て、模擬口述試験も数回実施す
る予定である。全員の合格を目指したい。

・欠席・遅刻・早退の多い生徒に
対して、担任及び学年・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かかったものの対応が
　　なされ改善された。
２　対応が後手に回り、十分ではないが改善の
　　方向に導かれた。
１　改善が全くできなかった。

3
欠席や遅刻をする生徒は少なかった。不
登校の生徒１名が残念ながら進路変更し
た。

・好感の持てる挨拶・返事・言葉使
いや、頭髪服装の整った礼節ある
生徒指導の徹底を図る。

４　全員に徹底された。
３　ほとんどの生徒に徹底できた。
２　半分程度の生徒に徹底できた。
１　ほとんどの生徒が徹底できなかった。

3
普段から、ほとんどの生徒が明るい挨
拶、頭髪服装もきちんとできていた。２年
生になっても継続てほしい。

・体力の向上や自分の健
康は、自分で守ることの
大切さを徹底して欲しい。

・水産校舎でしか体験で
きないことを楽しみながら
健全育成に繋がって欲し
い。

専攻科生とし
て知性の育
成と専門知
識と技術の
修得

海
洋
技
術

・早期から進路に対して
の意識をして欲しい。

Ｂ

１
年

保
健
体
育

専
攻
科

・アカモクの商品開発や
県内のニュースや話題に
なっていることがうれし
い。

基本的生活
習慣の確立
と模範意識
の確立

・身だしなみの徹底を図
ることは必要である。

・基本的な生活習慣は保
護者にも協力してもらう必
要がある。

Ｂ

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
みを実践す
るとともに、
海洋科学科
の今後につ
いて検討す
る

Ｂ

Ｂ

Ｂ

進
路
指
導

寮
務

・寮生活から集団行動や
人を思いやる心が育つと
思う。
・ご苦労なところですが、
根気強くご指導ください。

Ａ

Ａ
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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。
・清掃活動を徹底し、学習環境を
整える。

４　生徒たちが自覚と責任のある学校生活をおくれた。
　　また、日々の清掃活動を一生懸命に行った。
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。また、日々の清掃活動を通して学習
　　環境が徐々に綺麗になってきた。
２　生徒たちの自覚と責任ある学校生活はまだまだ不充
　　分であった。また、清掃活動はもう少しの努力が必要
　　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。
　　また、清掃活動にもっと意欲的に取り組む必要がある。

3

問題行動や校則違反などはなかったが、
物事について軽はずみな行動や言動が
あった。２年生と言う中弛みの学年となっ
た感がある。もっと自己実現に向けての
日々の努力や進路についての指導をす
べきであったと思う。

・水産校舎の生徒として
の誇りを持てるような指
導をお願いしたい。
・ご苦労なところですが、
根気強くご指導ください。

Ｃ

３
年

社会が求め
る人材の育
成

・コミュニケーション能力の向上、
基礎学力の定着を図り、社会人に
必要な心構えを学ばせ、社会で活
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実施できなか
　　った。

4

・各分掌との連携により人材育成のため
の行事を５回実施することができた。講演
や体験活動、校外で行われたガイダンス
への参加などを通じて、社会人に必要な
資質の向上を図った。

・講演会等での一言で、
意識が変わると思う。

Ｂ

学校運営の
活性化

・事務職員と教員の連携を強化し
たうえで事務の見直し等を行い、
学校教育目標達成のための予算
執行を推し進める。

４　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、学校教育目標の達成には至らな
　　かった。
１　連携の強化が、あまりできなかった。

3

・本年度も予算が厳しい中、事務職員と
教員の連携に努め、効率的に執行できる
よう努力した。学校教育目標の達成にお
いては、不十分なところもあったが、引き
続き効率的な予算執行ができるように努
めたい。

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
・行事予定や来客の確認を密にすること
により、来客者を待たせすることなく適切
に対応することができた。

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）
【３校舎共通】
・コミュニティ･スクールとして、学校運営協議会を計画的に開催した。引き続き､協議会での意見を学校運営に反映しながら魅力ある学校づくりを推進する。
・地域と連携した取組では､前年度から生徒会が進めてきた商品開発が具体化した。また、生徒の主体的なボランティア活動により連携の質は高まっている。今後とも、地域と連
携した活動を利用して教育目標の達成に向けて努力する。
・体験乗船や農業体験に加えて、毎学期、３校舎が一体となる学校行事を実施している。（１学期には野球応援、２学期に合同学習発表会、３学期に合同スポーツ大会）次年度も
継続することによって学校の一体感醸成に努める。
・学校のホームページでの更新頻度は大きく高まった。また、生徒､保護者向けメール配信システムを利用しての情報交換も行った。今後は､フェイスブック等による情報発信につ
いても検討が必要である。
・ＰＴＡ活動では､各校舎で開催される文化祭、農高祭、すいこう祭などの行事において、校舎を越えた活動に参加してもらい、相互理解を深めることができた。継続した取組が大
切と考える。

【日置校舎】
・本年度も地域との交流、学習の場とした学校開放に努め、地域連携活動を盛んに行った。本年度の来校者は昨年度よりやや少なかったが、校内外での農業学習は充実してお
り、生徒の自己肯定感を醸成できていると感じる。
・プロジェクト研究活動では、地域資源を活用した題材や地域の課題解決に向けた取組が多く、畜産班が農業クラブ全国大会で優秀賞を受賞するなど、日置校舎としての独自性
や強い探求心が発揮された。
・学習指導においては、「分かる授業」の取組が着実に実践されており、また、放課後等を利用しての綿密な個別指導により、昨年度に比べて欠点総数・欠点保持者数ともに半減
した。
・生徒指導においては、全体的に基本的な生活習慣が確立されつつあるが、自ら考えて行動できるまでには至っていない。特別活動では、生徒会を中心とした活動が積極的に
行なわれ、生徒間でのコミュニケーションを大切にしようとする意識が高まった。
・保健体育について、健康診断及び事前事後の保健指導の充実により、事後措置における受診率が昨年度に比べてはるかに上がっている。全校朝礼における生徒への呼びか
けなどによる指導を継続しており、更に指導を進めているところである。
・進路指導では、年間指導計画にしたがってきめ細やかな面談や個別指導を行い、生徒が希望する進路先に早い段階で、殆どの生徒が決定した。進路決定率１００％達成でき
た。
・農業に関する専門的な知識や技術を幅広く習得させることを目的として、日本農業技術検定３級の資格取得に着目し、指導を行った。２年生全員が受験をしたが、合格率は５
０％を超えることはできなかった。

【水産校舎】
・地域や関係機関と連携した活動では、県農林水産部・漁協と連携し、生徒・保護者を対象に漁業就業支説明会を実施し、約２０名が参加した。また昨年度に引き続き、長門市役
所・漁協と連携したアワビの放流と育成場整備の取組、水産研究センター・漁協・企業と連携したアカモクの増養殖と商品開発の取組、地元小学校と連携した食品製造体験授業
など、地域の活性化に貢献するとともに学習活動・体験活動の充実を図ることができた。
・学習活動では、昨年度に比べると欠点科目保有者が３割以上減少し、学習状況、出席状況ともに改善が見られたが、苦手科目の取組状況等に引き続き課題が残った。資格取
得では、取得率も年々向上傾向にある。
・生徒指導では、アンケートや相談活動、情報共有等の充実など、未然防止の取組の強化により昨年度に比べ問題行動が減少し、進路変更等による中途退学は１名であった。
・進路指導では、進路面談や事前指導の充実により、ほとんどの生徒が早い時期に企業の内定、進学校の合格を得ることができた。２月末までに学校紹介による就職希望者は
全員が内定した。また、進学希望者も全員の進学先が決定し、うち１名が国立大学に合格した。
・生徒募集では、例年通りに教員が７月と12月に県下の中学校を訪問し、生徒募集・学校ＰＲを行った。しかし、８月のオープンキャンパスの参加者・参加中学校数が昨年度に比
べると少なかったため、入学志願者数も減少した。

【大津校舎】
・「総合的な学習の時間」の充実を図るため、今年度から長門学での地域人材の登用や、国際交流委員を活用した国際理解教育を実施した。生徒達には大変好評であり、郷土
理解と国際理解の深化を図るという目的は十分に達成できたと思える。次年度はさらに拡大して実施していく方向で検討を進めていく。
・学校通信の発行、ホームページの更新、中学校への訪問拡大など、本校舎からの情報発信は積極的に進められている。今後は、発信した情報の周知を図る工夫が必要であ
る。
・授業公開、初任者研修やフォローアップ研修、中高連携の研究授業等の機会を利用して、三校舎間で積極的に授業研修に取り組み、教員の授業力向上を図った。今後は新し
い大学入試を意識した授業改善をさらに進めていく必要がある。
・７月に実施した韓国中馬高校との交流では、両校の生徒がテーマを設定し、ネット環境を利用して事前に意見交換を行い、訪問当日に両校が協力して発表する形で実施した。
内容的に素晴らしいものになり、参加したほとんどの生徒が満足したと回答していた。次年度、本校からの訪問が予定されているが、連絡を密にとりながら詳細な計画を立ててい
くことが必要である。
・生徒は落ち着いており、校則等は概ね遵守できている。しかし、一部の生徒には交通マナーや携帯電話の使用の仕方に問題があるため指導を強化していく必要がある。
・登校時間や授業の開始時間は良く守れているが、朝学習に対する意識向上が今後の課題である。
・保健指導では健康診断後の受診など、生徒が主体的に健康や体力の保持増進に努めていけるように、継続して指導していく必要がある。また、環境整備については、流し場の
清掃など今一度見直す必要がある。
・教育相談においては、学期ごとのFitアンケートを踏まえた教育相談会議や関係機関職員とのケース会議を適宜実施し、ＳＣ、教育相談関係者、保護者、学年団との情報交換も
密に行いながら、生徒の支援につなげた。しかし、不登校傾向にある生徒は依然としており、早期対応及び支援の一層の改善・充実が必要である。
・大学や予備校との連携により、様々な企画を進めることで、生徒の進路意識の高揚を図った。今後は個々の取組に継続性と関連性を持たせ、生徒が将来の進路を段階的に考
えていける体制を工夫していく必要がある。
・課外授業では、夏季前期・後期の開講科目の調整、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限り応じた。また、考査前には土日活用で、開講希望の多
い授業の補講を行い学力向上に努めた。

・事務職員と教員の連携
は充実していると思う。

事
務

Ｂ
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7　　次年度への改善策

【水産校舎】
・地域連携、地域貢献の活動を継続、充実するために、実施体制や年間計画の見直しと進捗状況の確認等を行う必要がある。
・学習活動では、学習意欲向上のために全教員が分かりやすい授業の展開と授業改善に努めるとともに、きめ細かい指導を粘り強くする必要がある。
・生徒指導では、引き続き、生徒理解の視点にたった相談活動の充実や情報収集・情報共有に努め、問題行動や不登校等の未然防止に向け、組織的に取り組む必要がある。
・進路指導では、１，２年生の面談等の充実により進路意識の高揚と進路希望の早期決定を図る。また、分掌の連携など組織的な指導体制の充実により進路希望の実現１００％
を目指す。
・水産校舎のマイナス面のイメージは依然として残っているが、改善を評価する意見も増加傾向にある。保護者や地域、関係機関のアドバイス等を参考にしながら、水産校舎の
教育活動の充実と教職員の資質向上に努め、入学志願者の増加に繋げて行かなければならない。さらに、生徒募集に向けたＰＲ活動等にも改善が必要である。

【大津校舎】
・コミュニティ・スクールを効果的に活用し、教育の質の向上を図り、教育目標の達成をめざす。具体的には、学校運営協議会の協力を得ながら地域人材の活用を積極的に進
め、地域の皆さんとのコミュニケーションや実践的・専門的な知識に触れる機会を増加させ、「Ｔｈｉｎｋ　Ｇｌｏｂａｌｌｙ，Ａｃｔ　Ｌｏｃａｌｌｙ」の精神につなげる。また、引き続き本校舎の活動
を生徒、保護者、地域に情報発信するとともに、それを周知し本校舎の教育活動を理解してもらうことで志願者確保を図る。
・生徒の実態を把握し、実態に応じた朝学習や週末課題、課外授業等の改善を進め、生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導を充実させる。また、主体的に予習・復習に取り組
む学習習慣の確立を図るとともに、教員の授業力を強化し「主体的・対話的な深い学び」を意識した授業づくりを進めることで、生徒の学習意欲の向上と基礎・基本の定着、思考
力・表現力等の育成を図る。特に朝学習については、今一度、教職員の共通理解を図り、効果的な取組となるように工夫する。
・生徒が主体的に健康や体力の保持増進に努めていけるように、継続して指導していく。また、環境整備については、衛生面からも現状を調査し、改善が必要な部分は清掃活動
や保健委員会の活動として取り組んでいく。
・生徒は概ね落ち着いているが、一部の生徒に服装の乱れや交通マナー、携帯電話の使用の仕方に問題があるため、指導を強化し規範意識を向上させる取り組みを進めてい
く。
・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を活性化することで、生徒の自己有用感を高め、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、中学校等との連携を進め、個人面談や定期的なアンケートの実施により生徒情報の積極的な収集と意見交換を行うことで、生徒の課題解決
に向けた、きめ細かな支援につなげる。
・大学の出前講義や大学訪問、インターンシップ等の体験学習、韓国中馬高校との交流等を積極的に進め、生徒の進路意識の高揚を図る。また、個々の取組に継続性と関連性
を持たせ、生徒が将来の進路を段階的に考えていける体制を構築する。

【３校舎共通】
・学校運営協議会での議論を踏まえ､大津緑洋高校の更なる活性化に向けて検討を重ね､関係者での共通理解を図り推進する。
・地域と連携した取組を進める中で､引き続き連携活動の質の向上に努める。
・しっかりと情報発信に努め､特に小・中学校の児童生徒、保護者、教員への工夫した情報発信にも努める。
・体験乗船や農業体験に加えて、３校舎が一体となる学校行事を継続して一体感の醸成に努める。
・ＰＴＡ総会やその他のＰＴＡ行事に加えて、３校舎間の保護者が共通理解・相互理解を深める行事を企画・実施する。

【日置校舎】
・各種部会（学校・地域連携協議会）の活動、学校情報の発信、学校開放等を継続して行い、「地域とともにある学校づくり」を推進する。
・同時に、これまでの全ての地域連携活動について見直しと検証を行い、活動の量よりも質を高める工夫を模索していく。
・プロジェクト研究活動の充実を図り、地域資源を活用した研究や地域の課題解決に向けた取組を推進する。
・授業研究等によって教員の授業力の向上を図り、朝学等の充実による基礎学力の定着を図る。
・基本的な生活習慣の確立に向けて生徒一人ひとりを粘り強く指導していくとともに、特別活動を盛んに行って生徒のコミュニケーション力を育成する。
・学校環境の美化と安全管理を徹底するとともに、呼びかけにより健康診断の事後措置における受診率を更に向上させる。
・１年次から進路ガイダンスや企業見学等による進路情報提供を積極的に行い、早い段階での進路意識の醸成を図る。
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