
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）

【日置校舎】
 ・学校運営…　地域との交流、地域を学習の場とした地域連携活動や学校開放に努め、校内外での農業学習は充実しており、生徒の自立に向けた成長に大きく繋がっているが、
　　　　　　　   今後、教員、生徒の負担を含め、より教育効果の高い地域連携活動への検証と見直しが必要である。
　　　　　　　　　 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、各中学校への個別訪問、ＨＰの活用、マスコミへの報道依頼等情報発信など継続的な取組
　　　　　　　　 を行っているが成果は十分とは言えないため、今後も地道な活動と積極的な情報発信を行う必要がある。 。
 ・学習指導…　「分かる授業」の取組が着実に実践されており、放課後等の個別指導、朝学や繰り返し学習により生徒の学習成績は向上している。今後若手教員の授業力の向上
 　　　　　　　　により更なる学習指導の充実が期待できる。
 　　　　　　　　　 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など地域をキャンパスとした日置校舎独自の学習活動により、生徒に強い探求心や問題解決能力を身に
 　　　　　　　　つけさせていかなくてはならない。
 ・生徒指導…　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。生徒会活動や学校行事などを生徒中心に積極的に計画、実施
 　　　　　　　　することで行動力と実践力を身につけさせなければならない。
 　　　　　　　　　全校生徒が順番に校門に立つ「さわやか挨拶運動」を継続することで、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を高め、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。
 ・進路指導…　年間指導計画に従い、きめ細かな面談や個別指導などの取組を行い、生徒が希望する進路先を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。
 　　　　　　　　今後も1年次から外部講師の招へいやキャリアガイダンスなど３年間を見通したキャリア教育への様々な取組を充実させていかなくてはならない。
　　　　　　　　　　２年次のインターンシップについては、学科や希望進路に関連した業種へのインターンシップが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。
  ・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、県・市・漁協などと連携した、沿岸漁業後継者育成の取組やアワビの放流と育成場整備の取組、ナルトビエイの駆除作業など、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、地元漁協女性部と連携し、新たな合同実習・課題学習に取り組んだ。
 　　　　　　　　こうし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、出席状況ともに良好であったが、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、専攻科において、約半世紀ぶりに１級海技士の合格者
 　　　　　　　　を出すなど、大きな成果があった。今後の学習意欲の向上に繋げたい。
 ・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、大きな問題行動は減少したが、些細なことで指導する場面が増えており、規範
 　　　　　　　　意識の向上に向け、より細かな指導が必要である。
 ・進路指導…  進路面談や事前指導等の充実により、進学・就職ともに、内定率１００％を達成できた。１年次・２年次での指導のさらなる充実をめざす。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、７月・１２月に県下の中学校を訪問し、生徒募集・学校ＰＲを積極的に行うとともに、新たな取組として１２月に生徒保護者向け学校説明会を開催
　　　　　　　　　した。一次募集の志願倍率は海洋技術科１．４倍、海洋科学科０．６倍であった。

【大津校舎】
  ・学校運営…　学校通信の発行、ホームページの活用、中学校訪問などを通じて本校からの情報発信を積極的に行っている。今後は、志願者増に向けて、中学生にとって、より分
　　　　　　　　　かりやすく、魅力的なホームページ等の改善に取り組む必要がある。コミュニティ・スクールの機能を活用した地域と連携した取組は充実してきており、本年度も地域の
　　　　　　　　　課題をテーマとした本校らしい特色ある教育活動の一層の充実を図り、進路実現につなげる必要がある。
  ・学習指導…　本校舎の特色でもある６５分授業を効果的に活用し、各教科が積極的にアクティブ・ラーニングの視点を取り入れた授業を行っており、授業評価アンケートによる生徒
　　　　　　　　　の授業に対する満足度は高い。本年度においても、三校舎はもちろん、中高連携の下、研究授業・研究協議を行い、教員の授業力の向上を図る必要がある。
  ・生徒指導…  ほとんどの生徒が校則を守り、落ち着いた学校生活を送っているが、校則を守れていない生徒も数人いる。今後は、規則の意義を再度確認するとともに、定期的かつ
　　　　　　　　　組織的な校則指導に取り組む必要がある。さらに、自転車の交通マナー・ルールの遵守、校外における携帯電話の使用マナーなど、学校外においても大津緑洋高生と
　　　　　　　　　しての自覚を持って行動できるよう継続して指導していく必要がある。
　　　　　　　　　  保健指導では、主体的に健康や体力の増進に努めることのできる生徒が増加しているが、検診後の事後措置がまだ徹底できていない。個別に保健指導を行い受診
　　　　　　　　　勧告をするとともに、保健だよりや委員会活動等を活用して受診の必要性を伝えるなど、自己の健康への関心をより高める工夫が必要である。学校の安心安全の確保
　　　　　　　　　及び清潔感保持のため学校環境の点検・整備や掃除の指導を継続して取り組んでいく必要がある。
　　　　　　　　　  現在、不登校傾向にある生徒はいないが、引き続きいじめ等の未然防止や早期対応に向けて、スクールカウンセラーや教育相談関係者、学年団と連携し、組織的に
　　　　　　　　　取り組んでいく必要がある。
  ・進路指導…　生徒の発達段階に応じたキャリア教育を行っており、計画的・系統的に進路意識の高揚を図っている。生徒一人ひとりの進路実現に向けて、希望する進路先に応じた
　　　　　　　　　課外授業、小論文指導、面接指導等に各教員が熱心に取り組み、支援している。今後の課題としては１、２年の早い段階での進路目標の明確化であり、個々の生徒に
　　　　　　　　　早期に目的意識を持たせることで、主体的な学びを推進するための工夫が重要である。
  ・そ の 他…  グローバルな社会で活躍できる人材の育成に向けて、国際交流員による講演やラグビーの外国人選手との交流、修学旅行でのＪＩＣＡや大使館訪問の機会を効果的
　　　　　　　　 に活用し国際理解教育を推進している。本年度は、中馬高校（韓国）との交流をテーマ型交流として計画的に取り組むなど交流内容の充実を図る必要がある。

【３校舎共通】
　・県内の高校では初めてとなるコミュニティ･スクールの指定を受けてから３年が経過した。各校舎の特長を生かしながら、地域理解・地域貢献などに積極的に取り組み、「地域と
　　ともにある学校づくり」の推進に向け、しっかりした成果が表れている。
　・生徒会活動や部活動など、３校舎制のメリットを生かした活動が活性化している。３校舎生徒会が「考動力」のスローガンの下、地元女子ラグビーチームとの交流会を開催する
　　など、国際理解の取組を重点的に進めた。運動部活動では、ラグビー部の全国大会出場をはじめ、９つの全国大会に出場を果たすなど大きな成果を上げた。
　・体験乗船や農業体験に加え、野球応援、合同学習発表会、合同スポーツ大会を３校舎合同で実施するなど、学校の一体感の醸成に努めた。約７割の生徒が大津緑洋高校
　　生徒としての一体感を感じている。
　・ドローンによる各校舎の空撮動画を導入し学校ＨＰの改善を図るとともに、保護者向けメールの配信回数を増やすなど、学校の情報発信の質を高める取組を進めた。
　・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、キャリア教育の充実を図った。地元企業への就職を増やすことが引き続き望まれる。
　・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、小・中学校など異校種で行われる研究授業等にも積極的に参加し、授業改善に役立てることが必要である。
　・ＰＴＡ活動では､各校舎の文化祭、農高祭、すいこう祭などの行事において、校舎を越えて参加いただき、相互理解を深めることができた。今後も継続した取組が大切である。

令和元年度　山口県立大津緑洋高等学校　学校評価書（年度当初）　　　　　　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、社会に貢献できる人材を育成する。
  (1) 様々な地域連携活動をとおして、自己肯定感・自己有用感の醸成を図る。
  (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。
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【大津校舎】
 〇学校運営協議会を核としたコミュニティ・スクールの機能を活用した学校運営の充実
　・   コミュニティ・スクールの機能を効果的に活用して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、地域や地元企業等との連携の下、生徒が各業務の現場で
　　実践的・専門的な体験を行ったり、地域の課題解決に取り組んだりする学習活動の充実を図ることで、自己の進路選択の一助とし、進路実現につなげる。
　・   ホームページや学校案内パンフレット等が保護者、中学生、地域の方等にとって分かりやすく魅力的なものとなるよう、学校運営協議会委員の意見を参考にしながら改善に
　　努め、本校の教育活動の理解を促すとともに、志願者の増加につなげる。
 〇基礎・基本の徹底と学力向上を図る学習指導の充実
　・   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、教員の共通理解を図りながら、効果的な
    学習となるよう課題の内容等を工夫する。
　・   ６５分授業を活かしてアクティブ・ラーニングの視点を取り入れた授業など、主体的・対話的で深い学びを促す授業を実施することで、基礎・基本の定着、思考力・判断力・
    表現力等の育成を図る。
　・   生徒の学習意欲を高め、分かりやすい授業づくりに向けて積極的に研究授業・研究協議に取り組み、教員の授業力を向上させる。
 〇主体的な進路意識の高揚を促す進路指導の充実
　・   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を生徒の発達段階に応じて実施し、生徒の主体的な進路意識の高揚を図る。
　・   生徒が自らの進路を主体的、段階的に考えていくことができるよう、キャリア教育の指導計画を見直し、系統的・計画的な指導体制を構築する。特に保護者会の形態や内容
    など、１、２年次の進路指導を充実させる。
 〇規範意識の向上と豊かな心をは育む生徒指導の充実
　・   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、携帯電話の使用に問題があることから、自己の行動を自ら律する力の育成に組織的に取り組み、
    規範意識の向上を図る。
　・   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、リーダーとしての主体性や自主性を育成する。
 〇主体的な健康管理を促す保健指導の充実
　・   生徒が主体的に健康や体力の保持増進に努めることができるよう、健康診断の結果等を踏まえて継続的に指導していく。
　・   環境整備について、安全面と同時に衛生面から定期的に点検し、改善が必要な部分は保健委員会を中心とした活動として全校生徒で取り組む。
 〇生徒一人ひとり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りいじめ等の未然防止や早期対応に取り組み、個々の生徒の課題
    解決に向けて、きめ細かな支援を実践する。
 〇グローバルな社会で活躍できる人材を育む国際教育の充実
　・   中馬高校（韓国）と地域が抱える課題をテーマとして継続的な協議を行うことで 「Ｔｈｉｎｋ　Ｇｌｏｂａｌｌｙ，Ａｃｔ　Ｌｏｃａｌｌｙ」を実践し、グローバルな社会に求められる能力を育成する。
　・   国際交流員による講演会やラグビーワールドカップ等を活用した国際交流を進め、異文化理解の促進を図る。

【生徒会チャレンジ目標】
  探究心　～ more than best ～
   ◆　昨年度の目標「考動力」から発展し、学校生活で必要なことを自ら探究する。
   ◆　三位一体（三校舎／学校・地域・企業）の幅広い視野で探究心をもって行動する。
   ◆　地域における国際交流等に積極参加し、限界を決めずにチャレンジする。

【３校舎共通】
  ○学校運営協議会での議論を踏まえながら､長門市唯一の公立高校であり、３校舎を有する本校の特長を生かした、「地域とともにある魅力ある学校づくり」を推進する。
  ○開校１０周年を控え、大津緑洋高校の『新たな１０年』を見据えたビジョン（基本計画）の策定に向けて、課題の抽出と基盤づくりに着手する。
  ○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に加えて、３校舎が一体となる学校行事を継続・充実させ、校舎間連携教育活動及び
　　 学校の一体感の醸成に努める。
  ○しっかりとした情報発信を図る。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。
　○ＰＴＡ総会やその他のＰＴＡ行事等において、３校舎間の保護者が共通理解・相互理解を深める企画を実施する。

【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。

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】
　○基礎学力の向上及び授業規律の確立
　　・授業アンケート等を踏まえた、不断の授業改善による基礎基本の定着を図る。
　　・生徒の実態についての共通理解と協働実践による、毅然とした（授業報告書等）且つ粘り強い指導をめざす。
　　・本校舎で学ぶ目的意識の確立と、それに基づく各種資格取得や検定合格に向けた取組を推進する。
　○開発的・予防的な生徒指導の取組
　　・ＡＦＰＹ等を活用した、より良い人間関係づくりとコミュニケーション能力向上に向けた取組を進める。
　　・生徒会主体の行事の立案や地域行事への積極的参加を通じて、本校教育活動を広く情報発信する。
　　・学校、家庭、地域の連携を密にし、規範意識の向上によるいじめ等問題行動の未然防止と早期対応を図る。
　○キャリア教育の充実による進路指導の推進
　　・２年生全員へのインターンシップの実施等による、個々の進路に向けた目標の早期設定を促進する。
　　・生徒の進路希望情報の教員間での共有化と就職・進学希望者に対する十分な情報提供
　○地域連携（コミュニティ・スクール）の取組
　　・本校舎の特色を生かした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をさらに推進する。
　　・昨年度から取り組んでいる地元漁協女性部との連携をさらに進め、新たな商品開発に挑む。
　○積極的な情報発信
　　・中学校訪問やＨＰの充実、学校説明会等による、保護者・地域・県内中学生への積極的な情報発信を展開する。
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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校舎独自
教育の充実

・普通科、農業科、水産科が独自
の教育資源と立地を生かして、各
校舎の使命を踏まえた特色ある
教育活動を展開する。

　学校評価アンケート等における「校舎の特色を生かした
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

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

・ノー残業デイや校務支援システ
ムの導入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３０％以上削減した。
３　時間外業務平成２８年度比１５％～３０％削減した。
２　時間外業務平成２８年度比０％～１５％削減した。
１　時間外業務平成２８年度比削減できなかった。

評価
領域

総
括

5 学校関係者評価

３　校　舎　共　通 ３校舎共通

４　自己評価
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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

・学校運営協議会等の意見を参
考に、学校運営を見直し、改善に
取り組む。
・進路説明会や大津校舎通信等
の機会をとらえて、本校の魅力を
地域や中学校、保護者へ積極的
に情報発信し、志願者数の増加
につなげる。

（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

・３校舎の特色を生かしながら連
携して取り組む学校行事や生徒
会活動、研究授業等において、地
域との連携・協働を進め、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授
業に参加できるよう、アクティブ・
ラーニングの視点を取り入れた授
業改善を図る。

　授業評価アンケート「先生の授業に満足している」
　の項目において

４　生徒の８０％以上が肯定的意見であった。
３　生徒の７５％以上が肯定的意見であった。
２　生徒の７０％以上が肯定的意見であった。
１　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
充実

・緊急メールの積極的な活用によ
り、保護者への情報発信の充実
を図る。
・大津校舎ホームページのタイム
リーな更新により、地域や保護者
に対する情報発信を行う。

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回程度の更新となり、
　　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。
･ 地域の活性化をテーマとした韓
国中馬高校等との交流事業の充
実を図り、国際理解教育を推進す
る。

４　長門学や国際交流の授業や行事の評価において
　　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や行事の評価において
　　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や行事の評価において
　　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や行事の評価において
　　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』）

・校門指導や服装・頭髪検査を組
織的・定期的に行い、高校生らし
い清潔感のある服装・頭髪、着こ
なし等、生徒心得の遵守に向け
た指導の徹底を図る。
・全校集会等の機会を活用して、
時間の厳守や感謝の気持ちと思
いやり、その場に応じた挨拶につ
いて継続的な指導を行う。

４　具体的方策に沿った指導により、９割の生徒に
　　生活習慣の確立を促すことができた。
３　具体的方策に沿った指導により、７割の生徒に
　　生活習慣の確立を促すことができた。
２　具体的方策に沿った指導を行ったが、生活習慣
　　の確立を促すには至らなかった。
１　具体的方策に沿った指導を十分に行うことが
　　できなかった。

規範意識の
醸成（『心』）

・交通安全教室を活用し、傘差し
運転、並進等の指導を行い、交
通法規の遵守やマナーの向上に
努める。
・情報モラル教室等を行い、携帯
電話やＳＮＳの正しい使い方等に
関する指導の徹底を図る。
・各学校行事を活用し、大津緑洋
高生としての自覚や誇りの醸成を
促し社会の一員として道徳心の
向上を図る。

４　交通マナーや携帯電話の利用等について何度も
　　指導を受ける生徒はいなかった。
３　交通マナーや携帯電話の利用等について何度も
　　指導を受ける生徒は８名以下であった。
２　交通マナーや携帯電話の利用等について何度も
　　指導を受ける生徒が９名以上であった。
１　具体的方策に十分取り組むことができなかった。

大
津
校
舎

教
務

生
徒
指
導

大　津　校　舎 大津校舎

学
校
運
営
等

生
活
支
援
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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
習慣を見直す指導を行い、自己
の健康意識の向上を図る。
・健康の保持増進という視点から
掃除指導を行い、環境整備に努
めさせる。
・スポーツテストや体育的行事を
通じて体力の向上に向けた意識
の醸成を図る。

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

・長期休業前に受診状況を踏まえ
て個別に保健指導を行う。
・長期休業前に担任から検診結
果を保護者に伝え、受診の協力
を依頼する。
・受診状況を長期休業後に把握
し、担任と連携して個別に保健指
導を行う。
・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。

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
・電話応対や来客に対する接遇
の向上（お待たせしない）を図る。

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

キ
ャ
リ
ア
支
援

事
務

生
活
支
援

保
健
体
育

進
路
指
導
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・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り
組みを推進する。

４　地域連携活動の見直しと検証を大いに実施する
　　ことができた。
３　地域連携活動の見直しと検証を概ね実施する
　　ことができた。
２　地域連携活動の見直しと検証をあまり実施でき
　　なかった。
１　地域連携活動の見直しと検証をまったくでき
　　なかった。

・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　　  ３０回以上　　　　３０回以上　　２０回以上
３　　　２５回以上    　　２５回以上　　１５回以上
２　　　２０回以上　　　　２０回以上　　１０回以上
１　　　２０回未満　　　　２０回未満　　　９回未満

・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６，０００人以上であった。
３　年間の学校来場者数が５，５００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　３.８ポイント以上
３　３.７ポイント以上
２　３.６ポイント以上
１　３.６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、７０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３.７ポイント以上で、イが３.２ポイント以上で
　　あり、作業的な学習活動がある。
３　アが３.７ポイント以上で、イが３.２ポイント未満で
　　あり、作業的な学習活動がある。
２　アが３.７ポイント未満で、イが３.２ポイント以上で
　　ある。
１　アが３.７ポイント未満で、イが３.２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
　　７５％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６５％
　　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。

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。

地域とともに
ある学校づく
りを推進す
る。

日
置
校
舎

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。

保
健
体
育

学
校
運
営
等

生
活
支
援

教
務

生
徒
指
導

日　置　校　舎 日置校舎
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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　進路行事が進路選択に役立っているとの回答が８０％以
　　上である。
３　進路行事が進路選択に役立っているとの回答が７０％以
　　上である。
２　進路行事が進路選択に役立っているとの回答が６０％以
　　上である。
１　進路行事が進路選択に役立っているとの回答が６０％未
　　満である。

・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　２年修了時に進路希望先が８０％以上決まっている。
３　２年修了時に進路希望先が７０％以上決まっている。
２　２年修了時に進路希望先が６０％以上決まっている。
１　２年修了時に進路希望先が５０％以上決まっている。

・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９８％以上達成できた。
２　進路決定率が９６％以上達成できた。
１　進路決定率が９６％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。

キ
ャ
リ
ア
支
援

地域との連携
を強化する。

進
路
指
導

農
業

事
務

7



水
産
校
舎

地域連携の
充実

・水産校舎の特長を生かしなが
ら、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
した上で計画的に実施し、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

・十分な準備と確認を徹底する。
・互いに尊重し、助け合って業務
を行う。

４　行事等、概ね３週間前に準備、連絡調整、確認が
    適切にできた。
３　行事等、概ね２週間前に準備、連絡調整、確認が
    適切にできた。
２　行事等、概ね１週間前に準備、連絡調整、確認が
    適切にできた。
１　行事等の直前まで準備、連絡調整、確認に要した。

教
務

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20％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。

基本的生活
習慣の確立

・身だしなみの徹底（頭髪や服装）
を辛抱強く、段階的指導で行う。
・場面に応じた言動（立ち振る舞
い）ができるように、学校生活のあ
らゆる場面で生徒とコミュニケ－
ションを図り、その中で指導を行
う。

４　頭髪服装検査での再検査率が全体の５％未満
    であった。
３　頭髪服装検査での再検査率が全体の１０％未満
    であった。
２　頭髪服装検査での再検査率が全体の１５％未満
    であった。
１　頭髪服装検査での再検査率が全体の１５％以上
    であった。

規範意識の
向上

・生徒への日々の声掛け、教員
間の情報共有を密に早期発見、
早期対応はもちろんだが、問題行
動の未然防止も努める。

４　問題行動、指導を要する行動がほぼ皆無
　　であった。
３　昨年度より問題行動、指導を要する行動が減少
　　した。
２　昨年度より問題行動は減少したが、指導を要する
    行動についてはあまり変わらなかった。
１　昨年度より問題行動、指導を要する行動が増加
　　した。

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、運動に
興味関心を持たせ、自ら体力向
上を実践する態度を養う。

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。

健康意識と
治療率の向
上

・講演会や保健面談を通して自己
の健康に関心を持たせ、健康意
識の向上を図るとともに、クラス
担任や進路、保護者と連携し、治
療率の向上を図る。

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。

寮生の自主的
な活動と自治
能力の育成

・寮務課および寮役員との定期会
議を通じて、舎監と寮生との連携
を図る。

４　月に１回のペースで会議を開催し、舎監と生徒の
　　連携が充分にとれた。
３　月に１回のペースで会議を開催できたが、舎監と
　　生徒の連携に課題が残った。
２　月に１回のペースで会議を開催できたが、舎監と
　　生徒の連携がとれなかった。
１　月に１回のペースで会議を開催できなかった。

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。

生
活
支
援

学
校
運
営
等

生
徒
指
導

保
健
体
育

寮
務

水　産　校　舎 水産校舎
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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。

海
洋
技
術

目的意識の
育成

・海技士教育を通して、実社会で
役に立つ知識・能力と技術・技能
を涵養し、必要な資格・免許を取
得させる。

４　マリンマイスターのシルバー以上の取得者が
　　７人以上であった.
３　マリンマイスターのシルバー以上の取得者が
　　５人以上であった。
２　マリンマイスターのシルバー以上の取得者が
　　３人以上であった。
１　マリンマイスターのシルバー以上の取得者が
　　１人以下であった。

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

・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団体以上と連携活動ができた。
３　　８団体と連携活動ができた。
２　　６団体と連携活動ができた。
１　　連携活動した団体は４団体以下であった。

海洋科学科
の維持、発
展

・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、自ら学ぶ意識の向上と自
ら問題を解決する力を養い、企業
が求める人材の育成に努める。

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

・専攻科２年生全員の三級海技
士の免許習得を目指す。

４　全員が三級海技士の資格を取得した。
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。

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

専攻科生とし
て知性の育
成と専門知
識と技術の

習得

進
路
指
導

海
洋
科
学

専
攻
科

水
産

キ
ャ
リ
ア
支
援

9


