
　

平成３０年度　山口県立大津緑洋高等学校　学校評価書　　　校長(  原　田　治　幸  ）

【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。

【日置校舎】
　・学校運営…昨年度も、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。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。入学定員の充足に対応しては、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。
　・学習指導…「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。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。
　・進路指導…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決定することができ、進路決定率１００％を達成できた。
　　　　　　　　　２年次のインターンシップについては、学科に関連したインターンシップ先で体験できるよう更なる対応が必要である。 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…全体的に基本的な生活習慣が確立されつつあったが、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、
　　　　　　　　　また、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。来校者に対して、更に明る
　　　　　　　　　い挨拶ができるようになることを期待する。
　・そ の 他 …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一昨年度に比べてはるかに上がった。しかし、まだ不十分で
　　　　　　　　　あるので、継続して指導をする必要がある。

【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が、ＳＮＳを使用したトラブル防止等に依然と
　　　　　　　　　して課題がある。
　・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出た。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。また、全体の約７３％の生徒が、水産漁業関係に進学・就職しており、専門高校の特色を生かしている。
　・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を積極的に行ったが、一次募集の志願倍率は海洋技術科１．1倍、海洋科学科
　　　　　　　　　０．５倍であった。志願者増加に向け、取組のさらなる充実が必要である。

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…「総合的な学習の時間」の充実を図るため、長門学における地域人材の活用や、国際交流員を招聘した国際理解教育を昨年度から実施している。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ている。今年度はさらに拡大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。
　・学習指導…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て
                    いる。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と同時に、引き続き朝学習や週末課題、課外授業等の徹底を図っていく。
  ・進路指導…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対応している。また、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ている。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。
　・生徒指導…生徒は落ち着いており、校則等は概ね遵守できているが、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。
　　　　　　　　　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ている。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。
　・そ  の 他…昨年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。内容的にも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。今後は、長期的にこの交流を継続していくための財源確保
                    について検討していく必要がある。

【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。
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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、生徒募集につなげる。
  ○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。

【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た「魅力ある学校づくり」を推進する。
  ○コミュニティ・スクールの取組については、単に回数を増やすだけでなく、地域連携活動の質の向上をめざす。
  ○各校舎の特徴を生かした教育活動を展開するとともに、体験乗船や農業体験、生徒会活動など３校舎が一体となる学校行事を継続し、連携教育活動のさらなる
    充実を図る。
  ○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。特に地域の小・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。
  ○大津緑洋高校創立１０周年の節目が近づいていることから、これまでの取組の検証を行い、「大津緑洋高校の新たな１０年」に向けた基盤づくりに取り組む。

【大津校舎】
  ○コミュニティ・スクールの取組を生かした特色ある学校運営と積極的な情報発信
    ・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、地域の皆さんとの交流や実践的・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。
    ・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、それを周知することで本校舎の教育活動を理解してもらい志願者確保につなげる。
  ○基礎・基本の徹底と新大学入試システムを意識した学力養成
    ・朝学習や週末課題、課外授業等の徹底を図り、生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導を充実させる。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。
    ・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、教員の授業力を向上させ「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
     意欲を高め、基礎・基本の定着、思考力・表現力等の育成を図る。
  ○主体的な進路選択と将来を見据えた段階的な進路指導
    ・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を積極的に進めることで、生徒の主体的な進路意識を向上させる。
    ・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。
  ○規範意識の向上と自己有用感の育成
    ・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組を進めて
     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。
  ○主体的な健康管理を意識させた保健指導
    ・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、健康診断後や様々な場面において継続的に指導していく。また、環境整備については、安全面と同時に
     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。
  ○個々の生徒の状況に応じた支援体制の充実
    ・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る生徒情報の積極的な収集と意見交換により、個々の生徒の
     課題解決に向け、きめ細かな支援を実践する。

【日置校舎】
  〇分かる授業の実践に努め、学力の向上を図る。＜教務課＞
    ・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。
  ○人間関係能力の向上を図る。＜生徒指導課＞
    ・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。
    ・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。
    ・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。
  ○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＞
    ・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。
    ・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。
    ・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。
  ○系統的・組織的なキャリア教育を推進する。＜進路指導課＞
    ・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。
  ○地域との連携を強化する。＜農業部＞
    ・「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し、地域連携による研究活動の充実を図る。
    ・６次産業化に向けて、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。

【生徒会チャレンジ目標】
   ○考動力　～Ｗｅ　ｃｈａｎｇｅ　大津緑洋～
　　　・自ら考えて動く力で、学校生活をよりよいものに変えていきます。
　　　・学業や部活などはもちろん、挨拶・身だしなみ・マナーも向上させます。
　　　・学校生活を向上させることで、より質の高い地域貢献を行います。
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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

３校舎運営体
制の充実

・企画調整会議や各種会議を計画
的、組織的に運営する。

４　企画調整会議及び管理職会議をそれぞれ年間
　　１３回以上開催した。
３　企画調整会議及び管理職会議をそれぞれ年間
　　１０～１２回開催した。
２　企画調整会議及び管理職会議をそれぞれ年間
　　６～９回開催した。
１　企画調整会議及び管理職会議の開催はそれぞれ
　　年間５回以下であった。

連携教育活
動の充実

・学校行事や生徒会、部活動をは
じめとした３校舎の連携協働の推
進と学校としての一体感の醸成を
促進する。

　学校評価アンケート等における「３校舎の連携した教育活
動の推進」に係る項目についての肯定的な回答

４　７０％以上
３　６５～７０％
２　６０～６５％
１　６０％未満

コミュニティ・
スクールの推
進

・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進めることが
　　十分にできた。
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が
　　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。

いじめ防止対
策の推進

・学校いじめ防止基本方針を周知
し確実な実施を図る。

４　開発的・予防的な生徒指導に取り組み、学校適応感
　　を十分に向上させた。
３　開発的・予防的な生徒指導に取り組み、学校適応感
　　を向上させた。
２　開発的・予防的な生徒指導に取り組んだが、学校
　　適応感があまり向上しなかった。
１　開発的・予防的な生徒指導に取り組んだが、学校
　　適応感が向上しなかった。

新たな本校１
０年を見据え
た活動

・これまでの取組の検証を行い、次
の１０年に向けた基盤づくりに取り
組む。

４　取組の検証を行い、新たな１０年に向けた基本計画
　　を策定した。
３　取組の検証を行い、新たな１０年に向けた基本計画
　　の策定に着手した。
２　取組の検証を行い、課題を見出した。
１　取組の検証を行うに至らなかった。

働き方改革
の推進

・学校閉庁日や最終退校時刻の設
定など具体的な改善策を実施す
る。

４　時間外業務平成２８年度比２０％以上削減した。
３　時間外業務平成２８年度比１０％～２０％削減した。
２　時間外業務平成２８年度比０％～１０％削減した。
１　時間外業務平成２８年度比削減できなかった。

5　学校関係者評価

３　校　舎　共　通 ３校舎共通

総
括
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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てい
る。」

４ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　70%以上］
３ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　65～70%］
２ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　60～65%］
１ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　60%未満］

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、研究授業等
の取組をとおして、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
育活動の充実を図る。

（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）　７０％以上］
３ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　６５～７０％］
２ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　６０～６５％］
１ ［学校評価アンケート（肯定的意見）　６０％未満］

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。

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。

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の改善を
検討する。
・大津校舎ホームページの更新を
頻繁に行う。

４　ホームページを平均週１回以上更新し、地域や保護
　　者に積極的な情報発信ができた。
３　ホームページを平均２週に１回以上更新し、地域や
　　保護者にある程度、積極的な情報発信ができた。
２　ホームページを平均月に１回以上更新し、地域や保
　　護者にあまり情報発信ができなかった。
１　ホームページを平均月に１回未満しか更新できず、
　　地域や保護者への情報発信も不十分であった。

地域の文化
への理解と
国際教育の
推進

･ 長門学において地元の人材を講
師として招聘し、地元への理解をさ
らに深化する。
･ 留学生との交流や、韓国中馬高
校との交流事業等を活用し、国際
理解教育を推進する。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

教
務

保
健
体
育

学
校
運
営
等

大　津　校　舎 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。

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。

学校運営の
活性化

・事務員と教員の連携を強化する。
・校舎間の予算管理を円滑に行う。
・適切な予算執行により、学校教育
目標達成を図る。

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。

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。

事
務

進
路
指
導

5



・学校運営協議会をはじめとして関
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組を推
進する。

４　課題解決に向けた連携行事等を年間２０回以上
　　行った。
３　課題解決に向けた連携行事等を年間１５回以上
　　行った。
２　課題解決に向けた連携行事等を年間１０回以上
　　行った。
１　課題解決に向けた連携行事等は年間１０回以下
　　だった。

・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　　　　３５回以上　　２０回以上
３　　　毎週    　　３０回以上　　１５回以上
２　　　隔週　　　　２５回以上　　１０回以上
１　　　隔週　　　　２４回以下　　　９回以下

・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。

・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

・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

・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、学習状況調査の項目でイ
「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。

　・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。

・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。

・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。

・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。

・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。

・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。

人間関係能
力の向上を
図る。

分かる授業
の実践に努
め、学力の向
上を図る。

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。

日置校舎日　置　校　舎

保
健
体
育

生
徒
指
導

学
校
運
営
等

学
習
指
導

地域とともに
ある学校づく
りを推進す
る。
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・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。

　・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。

　・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。

・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。

・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。

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。

学校運営の
活性化

・事務員と教員の連携を強化する。
・校舎間の予算管理を円滑に行う。
・適切な予算執行により、学校教育
目標達成を図る。

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。

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。

系統的・組織
的なキャリア
教育を推進
する。

地域との連
携を強化す
る。

進
路
指
導

農
業

事
務

7



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、３県共同運
航、代船建造について検討する。）

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。

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。

総
務

円滑な業務
遂行

・十分な準備と確認の徹底をする。
・一人一役全員主役を徹底する。
・互いに尊重し、助け合う。

４　概ね４週間前に行事等の準備、確認が適切にできた。
３　概ね３週間前に行事等の準備、確認が適切にできた。
２　概ね２週間前に行事等の準備、確認が適切にできた。
１　概ね１週間前に行事等の準備、確認が適切にできた。

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。

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。

規範意識の
向上

・教員、保護者および生徒間の連
携を密し問題行動の未然防止、早
期対応に努める。
・コミュニケーション能力の向上も
含め、一人ひとりが主体的に行動
できるよう、生徒会を中心に呼びか
ける。

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

活気ある生
徒会活動

・生徒会行事の立案や地域行事へ
の積極的参加を通じて、活動を広く
PRしていけるよう指導助言を行う。

４　活気あるPR活動が10回以上行われた。
３　活気あるPR活動が7回以上行われた。
２　活気あるPR活動が5回以上行われた。
１　活気あるPR活動が3回以下であった。

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
に繋げていく事により、体育に興味
関心を持たせる。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

水産校舎

保
健
体
育

学
校
運
営
等

生
徒
指
導

教
務

寮
務

海
洋
技
術

進
路
指
導

水　産　校　舎
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・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　１０回参加した。
３　８回参加した。
２　６回参加した。
１　４回参加した。

・各コースの課題等を拾い上げ、会
議や報告会を行い、今後の海洋科
学科について検討する。

４　１か月に１回以上会議を行った。
３　２か月に１回会議を行った。
２　１学期につき１回会議を行った。
１　１学期につき１回も会議できなかった。

・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。

・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。

・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。

・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。

２
年

規律正しい学
校生活と進
路意識の高
揚

・生徒自身に夢と希望を持たせ、
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。
・清掃活動の意義と重要性を理解
させて、掃除を徹底し、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
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。

学校運営の
活性化

・事務職員と教員の連携を強化す
る。
・校舎間の予算管理を円滑に行う。
・適切な予算執行により、学校教育
目標の達成を図る。

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ていない。

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。

事
務

１
年

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
組の実践
○海洋科学
科の維持、発
展

・基本的な生
活習慣の確
立と規範意
識の育成

専
攻
科

専攻科生とし
て知性の育
成と専門知
識と技術の
修得
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