
【大津校舎】
  ・学校運営…　コミュニティ・スクールの機能を活用して、地域と連携しながら充実した取組を実施できている。本年度も地域の課題等をテーマとした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。
　　　　　　　　　　 リニューアルしたホームページの活用や「大津校舎通信」の発行、中学校訪問等を通じて積極的に情報発信を行っている。今後は、中学生や保護者等にとって、一層
　　　　　　　　　分かりやすく、魅力的なものとなるよう、ホームページ等の改善に取り組み、志願者の増加につなげる必要がある。
  ・学習指導…　「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、６５分授業を効果的に活用しながら、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改善に取り組
　　　　　　　　　んでいる。生徒による授業評価アンケート結果においても、授業に対する満足度は高い。本年度は特にＩＣＴを活用した授業づくりや学習支援に取り組み、教員の授業力
　　　　　　　　　のさらなる向上及び生徒の学力向上を図る必要がある。
  ・生徒指導…  組織的な生徒指導体制のもと、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。今後は、情報モラル教育の充実や自転車の交通マナーの向上等に
　　　　　　　　　向けて、生徒会を中心とした主体的な活動を一層推進し、規範意識の向上に取り組んでいく必要がある。
　　　　　　　　　   いじめ等の未然防止や早期対応に向けて、引き続きスクールカウンセラーや関係機関等とも連携しながら、組織的に取り組んでいく必要がある。
　　　　　　　　　   生徒が安心・安全に学校生活が送れるよう、学校医等とも連携しながら、生徒の健康管理及び学校の環境整備に組織的・継続的に取り組んでいく必要がある。
  ・進路指導…　生徒一人ひとりの進路実現に向けて、課外授業、小論文指導、面接指導等に計画的に取り組んでいる。今後は大学入試改革の動向に引き続き注視しながら、生徒・
　　　　　　　　　保護者に的確に情報を提供するとともに、生徒の主体的な進路選択につなげていく必要がある。
  ・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や外務省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、諸行事・諸活動の実施内容や方法等について検討していく必要がある。

【日置校舎】
 ・学校運営…　　地域との交流、地域を学習のフィールドとした地域連携活動や学校開放は生徒の成長に大きく繋がっており、この活動をリニューアルしたホームページやマスコミを
　　　　　　　　　活用して情報を発信することで日置校舎の魅力と学校理解を広げていくことで生徒募集に繋げていきたい。
　　　　　　　　　　学校・地域連携協議会について、現在の地域連携活動に合った見直しを行い、より効率的で現実的な活動に繋がるように協議会の組織について検討が必要である。
 ・学習指導…　　少人数指導や個別指導、朝学の繰り返し学習を充実させることで「分かる授業」の取組が着実に実践されており、生徒の学習成績は向上している。今後若手教員の
　　　　　　　　　授業力の向上とＩＣＴを活用した授業の充実により更なる学習指導の向上が期待できる。
 　　　　　　　　　 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生徒を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。
 　　　　　　　　　教育相談・支援体制を充実させ、生徒理解を深め、生徒個々への指導・支援体制を強化する必要がある。また、生徒自身の振り返りや規範意識の向上に向けた研修
　　　　　　　　や講話等を企画し、生徒の自己肯定感、自己有用感、自己指導能力の醸成を図る。
 ・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
 　　　　　　　　進路目標を段階的に設定できるようキャリアパスポートの有効活用を検討していく。
  ・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徐々に上がりつつある。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、商品開発にに取り組み、県水産加工店で、
 　　　　　　　　長門市長賞を受賞することができた。こうした特色ある活動を、ＩＣＴを活用するなどして、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、基礎学力のさらなる定着に向け引き続き課題がある。資格取得では、専攻科において、目標であった３級会海技士の
 　　　　　　　　全員合格を果たすとともに、海上保安庁・水産庁に合格し、海上公務員への道を拓いた。今後の生徒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、よりきめ細かな指導・支援が必要である。
 ・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７割以上の
 　　　　　　　　生徒が、船舶・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、１学期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、２学期末に生徒・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１．３倍、海洋科学科０．４倍であった。また、地域連携の取組として、長門市の東京オリ・パラ・ホスト事業に協力し、海外の学生とともに、
　　　　　　　　　山口県の水産資源について研修し、国際交流を深めた。

令和２年度　山口県立大津緑洋高等学校　学校評価書　【最終評価】　　校長(  原　田　治　幸  ）
１　学校教育目標
【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て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ることにより、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・ツールとしての英語の習熟を図る。
【日置校舎】
　地域の期待に応える専門学科を学ぶ学校としての充実を図るとともに、３ｷｬﾝﾊﾟ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) 学校行事等において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】
　海に生き、海に学ぶ専門教育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た連携教育活動を通じて、海を核とした産業社会に貢献できる人材を育成する。
   (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。

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）
【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４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」の推進について、学校運営協議会外部委員から高い評価をいただくなど、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、さらに活性化している。３校舎生徒会が「探究心」のスローガンの下、長門市のラグビーＷ杯カナダチームホスト
　　タウン事業に協力し、カナダの高校生と交流を図ったり、Ｗ杯セレモニーの運営に携わったりして、国際理解の深化を図ることができた。また、韓国中馬高校との交流事業では、
　　５年ぶりに本校生徒が中馬高校を訪問し、課題研究やホームステイをとおして交流を行うことができた。部活動では、３キャンパスのスケールメリットを生かし、校舎の垣根を超え
　　多くの生徒が、多様な部活動に意欲的に参加している。
　・特色ある３校舎の独自教育をさらに推進するとともに、体験乗船や農業体験、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。学校評価アンケートでは、全生徒の８割以上が各校舎の独自教育に満足しており、７割以上が大津緑洋高校としての一体感を感じている。
　・学校ＨＰを一新し、スマートフォンにも対応するなどの大幅な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。
　・教員の授業力向上に向け、授業公開週間や研究授業を継続するとともに、小・中学校など異校種とも積極的に交流し、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、校舎を超えて参加いただき、相互理解を深めることができた。今後も継続して取り組んでいく。
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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
【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キャンパス・５学科、そして寄宿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周年を迎え、変化の激しい現代社会における、各校舎の使命達成に向け、『新たな１０年』を見据えた学校経営ビジョンの策定を行う。
  ○各校舎の特長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。
　○全国的な新型コロナウイルス感染症拡大を受け、学校としての行動計画を策定し、青海寮も含め感染症対策の徹底、「密閉・密集・密接」の重なりの最大限回避等を推進
　　するとともに、臨時休業等に対応した生徒の学習機会確保と指導方法の工夫を図る。。

【大津校舎】
 ○コミュニティ・スクールとしての特色ある取組を活用した学校運営の充実
　 ・地域や大学・企業等と協働した課題解決型学習の充実を図ることにより、生徒一人ひとりの進路意識を高めるとともに、進路実現につなげる学校運営を推進する。
　 ・学校ホームページや毎月の「大津校舎通信」等を活用しながら、中学生や保護者、地域の方等にとってタイムリーで分かりやすい情報発信に努め、志願者の増加につなげる。
 ○主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学習指導の充実
　 ・ ＩＣＴを活用した授業づくりやオンライン授業の実践方法等について理解を深め、効果的な学習支援を行うことにより、生徒の学習意欲を高め、学力向上を図る。
 　・新学習指導要領の趣旨を踏まえて、授業改善に積極的に取り組むことにより、教員の授業力の一層の向上を図る。
 ○主体的に自らの未来を切り拓く力を育む進路指導の充実
 　・大学や企業等と連携した体験学習等のキャリア教育を推進することにより、生徒の主体的な進路意識の高揚を図り、進路実現につなげる。
　 ・大学入試改革の動向を注視しながら、生徒が主体的に自らの進路について考えていくことができるよう、系統的・計画的な進路指導を推進する。
 ○生徒の主体性を育む生徒指導・保健指導の充実
　 ・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。
 　・学校行事や部活動、地域と連携したボランティア活動等の在り方について、状況に適切に対応しながら、生徒の主体性を育めるよう、内容や運営方法等の工夫・改善を図る。
   ・生徒が安心・安全に学習活動に取り組めるよう、安全面・衛生面の視点から環境整備に努め、委員会活動と一体となった主体的な取組を推進する。
 　・スクールカウンセラーや関係機関等と連携しながら、きめ細かな個人面談や定期的なアンケートの実施等により、いじめ等の未然防止や早期対応に組織的に取り組む。
 ○グローバルな社会で活躍できる人材を育む国際理解教育の充実
 　・中馬高校（韓国）や国際交流員との交流等、行事内容や方法等を検討し、 「Ｔｈｉｎｋ　Ｇｌｏｂａｌｌｙ，Ａｃｔ　Ｌｏｃａｌｌｙ」を継続的に実践する。

【日置校舎】
  ○地域とともにある学校づくりを推進する。
    ・学校運営協議会や学校・地域連携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。
    ・学校の活動を幅広く発信し、家庭や地域への学校理解に努める。
    ・地域をフィールドとした学習や交流活動を推進し、地域貢献活動を含めた学校開放に努める。
  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、ＩＣＴを活用した学習を取り入れ、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＞
    ・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。
    ・学校生活における環境整備及び安全管理に努め、安心安全な学習環境を提供する。
    ・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。
    ・生徒情報の集約・共有を図り、効果的な教育相談を実施する。
  ○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個別指導を行い、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。
    ・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。
　○農業に関する専門的な知識や技術を幅広く習得させる。
    ・資格取得を奨励し、学習意欲の向上を図る。

【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を行う。
　○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。
　　・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とともに、県の「やまぐちハイスクールブランド創出事業」の指定を受け、学科の枠を超えた他の専門高校
　　　との協働や県内企業等との連携により、地元の水産加工品の新たな価値の創造を図る。
　○積極的な情報発信
　　・中学校訪問やＨＰの充実及びＩＣＴの活用、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。
　○新型コロナウイルス感染症対策
　　・校内や寮、実習船における感染症基本対策を徹底し、生徒・教職員の健康を守るとともに、学習機会の保証及び指導方法の工夫（特に実習船「海友丸」について、福岡県・
　　　長崎県と連携した、可能な 限りの実習船教育の実施や資格取得）に向け、最大限の努力をする。

【生徒会チャレンジ目標】

　「和」　～be a bridge～
　◆　和やかな笑顔と深い考えをもち、コミュニケーションを図りながら学校生活を送る
　◆　和の心を大切にし、本校が拠点となり、国際的な視点で様々な交流を行う
　◆　調和を心がけ、学校・地域・広い世界に向けた交流の架け橋となるように努める

2



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

・大津緑洋高校３校舎（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
を果たすべく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、肯定的回答が

４　７０％以上であった。
３　６５～７０％であった。
２　６０～６５％であった。
１　６０％未満であった。

4

※「独自教育の充実」肯定的回答
【大津】生徒８８．３％ 保護者７４．４％
・特色ある教育活動が展開できている。
今後もさらに充実させていく。
【日置】生徒９６．０％ 保護者９２．０％
・直売所の運営は、感染症対策を講じな
がら実施し、昨年度以上の来客数があっ
た。その他、地元農家、関連産業、農業
法人への見学、昨年度から始まった鯨骨
活用プロジェクト等出来る範囲で活動を
行った。
【水産】生徒９３．７％ 保護者９１．３％
・遠泳大会、すいこう祭の中止、乗船実習
の縮小などで昨年度より下がったが、こ
れまでの取組を評価いただいた。

・大津校舎保護者の評
価について分析の必
要あり。
・毎年大変努力されて
いる。
・3校舎独自の特色を
よく出している。

A

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、肯定的回答が

４　７０％以上であった。
３　６５～７０％であった。
２　６０～６５％であった。
１　６０％未満であった。

3

※「連携教育活動」肯定的回答
【大津】生徒８２．５％ 保護者７０．８％
【日置】生徒８２．０％ 保護者６２．０％
【水産】生徒５９．５％ 保護者７５．８％
・コロナ禍で３校舎合同行事は全て中止と
なったが、終始業式やラグビー壮行式等
リモートで実施するなど、一体感の醸成に
向けた新たな取組を進めた。
・生徒会活動では、３校舎合同で、韓国中
馬高校との国際交流を進めるなど、継続
して連携が図られている。
・部活動では、ラグビー部花園出場、英語
部全国ディベート大会６位入賞などの成
果が上がった。

・日置保護者の評価が
気になる。
・学習成果等を知らせ
合うことも連携であり、
仲間意識や水産生徒
の肯定感の向上につ
ながる。
・リモートを取り入れた
のが良かった。
・部活や固定イベント
だけでなく新たな取組
を考えると良い。行政
もお手伝いする。
・コロナ収束に伴い、
向上可能である。

B

コミュニティ・
スクールの
推進

・３校舎の特色を生かし、地域と一
体となった教育活動の充実を推進
することにより、生徒の好ましい変
容を促す。

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。

2

【大津】CS活動推進員の協力を得て、地
域の事業所や企業人等と連携しながら
「長門学」を中心に活動を実施できた。
【日置】地域のイベント等はほとんどが中
止のため活動はなかったが、日置いきい
き花壇の整備、小学校の児童とリモート
で交流授業を行うなど工夫しながら出来
る活動を実施した。
【水産】地元小学校への出前授業や学校
開放講座など相次いで中止の中、新たな
萩大島船団丸との連携や県・漁協との連
携による漁業担い手事業は実施できた。

・コロナで目標達成が
困難であったのは理
解できる。新しい日常
に沿った新しい取組を
生み出してもらいた
い。
・大津「長門学」は格段
に進歩した。日置・水
産もコロナ禍の中、工
夫した取組をした。
・コロナ禍の中、よく頑
張った。ＣＳ推進員もよ
く頑張っておられる。

C

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、開発的･予防的な生徒指導に
よる望ましい人間関係づくりを通し
て、「子どもをいじめに向かわせな
い」未然防止の取組を推進すると
ともに、早期発見・早期対応の取
組の確実な実施を図る。

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。

3

【大津】特にＩＣＴを活用した機会が増えた
ことから、情報モラル教育の強化に取り
組んでいる。
【日置】ネットトラブルによるいじめを１件
認知した。連携体制を構築し早期対応、
継続支援を行い現在は解決している。
【水産】より良い人間関係づくりのため、１
年全員面談や２年学年遠足などを企画し
た。
［学校に適応している生徒の割合］
【大津校舎】①９８．７％　②９８．８％
【日置校舎】①９６．０％　②９７．０％
【水産校舎】①９６．５％　②９５．７％
（Fit「学校適応感アンケート」より）

・水産校舎の1年生全
員面談は、良い取組で
ある。
・生徒のＳＮＳ利用が
増える中、サイトチェッ
ク体制も作っていくべ
き。

B

大津緑洋高
校の次の１０
年を見据え
た活動

・これまでの取組の検証を基に、
新たな１０年に向けたビジョンを策
定し、大津緑洋高校の未来に向け
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。

2

・「次の10年に向けた学校コンセプト『地
域がキャンパス、海がキャンパス、世界が
キャンパス』の具現化に向け、"Think
Globally, Act Locally．"の目標のもと、地
域課題を地球規模の視点で考察しながら
取組を推進する」ことが大方針である。
・しかしながら、新型コロナの流行拡大に
より、教育活動と感染症対策の両立な
ど、今まで想定されなかった新たな課題
への対応が迫られている。
・今後の感染状況や国・県の動向などを
見定めながら、子どもたちの未来を拓くた
めの本校教育活動について、再検討・再
構築していく必要がある。

教職員一人ひとりがビ
ジョンを意識した研修
会等を開くことが肝要
（ボトムアップこそ重
要）。
・今の時代、10年先を
見据えるのは難しいで
あろう。

B

働き方改革
の推進

・ノー残業デイの徹底や校務支援
システムの円滑な運用、在校等時
間の削減など具体的な改善策を
実施する。

４　時間外在校等時間が月当たり４５時間超の教員が
　　平均１０％以下であった。
３　時間外在校等時間が月当たり４５時間超の教員が
　　平均３０％以下であった。
２　時間外在校等時間が月当たり４５時間超の教員が
　　平均５０％以下であった。
１　時間外在校等時間が月当たり４５時間超の教員が
　　平均５０％を超過した。

3

・時間外在校等時間月当たり４５時間超
の教員の割合（４月～１２月）
【大津校舎】４２．３％
２学期以降、学習指導や部活動指導等に
よる増加が顕著である。
【日置校舎】２４．８％
農場の災害対策、週末の農場管理等で
の時間外勤務による超過が課題である。
【水産校舎】２３．４％
部活動の大会時期の超過が課題である。
※【３校舎平均】２９．８％

・全国に通用するチー
ム作りを意識した外部
人材の登用も考える
べき。
・小、中学校の先生と
の比較も必要。
・課題と改善策にミス
マッチがないよう検証
が必要。

B

新型コロナウ
イルス感染
症対策

・学校としての行動計画を策定し、
青海寮も含めた感染症対策の徹
底、「密閉・密集・密接」の重なりの
最大限回避等を推進する。
・臨時休業に対応した生徒の学習
機会確保と指導方法の工夫を図
る。

４　感染症対策を徹底し、生徒・教職員に大きな行動
　　変容が見られた。
３　感染症対策を徹底し、生徒・教職員に若干の行動
　　変容が見られた。
２　感染症対策を徹底したが、生徒・教職員に行動
　　変容はあまり見られなかった。
１　感染症対策を徹底できず、生徒・教職員に行動
　　変容はまったく見られなかった。

4

・行動計画に基づいた、日々の検温、手
洗い・マスク着用の励行、ソーシャルディ
スタンスの確保及び３密の回避など、基
本的な感染症対策が定着している。
・また、臨時休業中に、ICTを活用して、学
習コンテンツのオンライン配信や健康状
況調査を行うなど、感染症対策と教育活
動の両立を図る取組を進めた。
・今後、新型コロナの流行が長期化するこ
とを見据え、こうした取組をさらに推進して
いく必要がある。

・３校舎養護教諭の連
携が不可欠。日置で
は消毒液を各所に置
き、換気も徹底されて
いる。
・基本的な対策が重
要。寮はよく頑張って
いる。

A

３　校　舎　共　通 ３校舎共通

総
括

４　自己評価 5 学校関係者評価

評価
領域

3



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。

学校評価アンケート「学校からの情報は保護者・地域に十
分に提供されている」の項目において、肯定的回答が

４   ７０％以上であった。
３　 ６５～７０％であった。
２ 　６０～６５％であった。
１　 ６０％未満であった。

4

・肯定的回答が７８．５％であり、昨年度
から約５％の向上が見られた。これは教
育活動の様子を学校ＨＰに掲載するとと
もに、緊急メールを活用して迅速な情報
発信に努めた成果であるといえる。
・毎月発行する「大津校舎通信」につい
て、志願者の増加につなげるべく、地元
自治会に加え、１２月から市内各中学校
へも配付を開始した。
・ＩＣＴやオンライン等を活用した講演会
や、地域交流、国際交流等の様子、また
部活動等における生徒の活躍状況等を
積極的に報道機関へ情報提供をし、市内
外への情報発信に努めた。

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。

学校評価アンケート「校舎間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」の項目において、肯定
的回答が
 
４   ７０％以上であった。
３　 ６５～７０％であった。
２ 　６０～６５％であった。
１　 ６０％未満であった。

4

・肯定的回答が生徒：８２．５％
（R1:79.7%）、保護者：７０．８％(R1:72.8%)
であった。
・３校舎実行委員による韓国中馬高校と
のオンライン交流を12/24に実施した。
テーマごとに６グループに分かれ、協力し
て資料作成・発表を行い、校舎間交流・国
際交流を図ることができた。
・文化祭や授業公開等については、感染
症予防の観点から、一般公開は行わず、
校内のみで実施した。来年度へ向けて、
「ウィズコロナ時代」における実施方法等
について検討する必要がある。

総
務

ＰTA活動の
活性化

・各分掌・学年・他校舎との連絡・
調整を緊密に行いながら、PTA関
連の行事等の準備に早期に着手
することにより、ＰＴＡ活動の活性
化を図る。

ＰＴＡ関連の行事等の準備、連絡・調整について、

４　概ね３週間前に実施できた。
３　概ね２週間前に実施できた。
２　概ね１週間前に実施できた。
１　概ね３日前に実施できた。

4
・新型コロナウイルスの影響によりPTA関
連の多くの行事が中止となったが、各校
舎協力して準備等スムーズに行い、概ね
目標を達成している。

・ＰＴＡの連携はよろし
くお願いしたい。 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､肯定的回答が

４　８０％以上であった。
３　７５％以上であった。
２　７０％以上であった。
１　７０％未満であった。

4

・１、２学期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９８．
６％の生徒が肯定的意見であった。
・アクティブ・ラーニングの視点を取り入れ
た授業改善については、授業互見週間
(6/9～6/11、11/10～11/12)を設定し、教
員相互の授業参観を行った。また、アク
ティブラーナー研修(年間研修)に２名の教
員が参加した。これらの成果を日頃の授
業改善につなげ、さらなる授業力向上に
努めていく。

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。

ホームページの更新について、

４　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　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　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　平均月に１回未満しか更新できず、地域や保護者
　　への情報発信が不十分であった。

4

・新型コロナウイルス感染症対策に係る
臨時休校中には、緊急メールを活用し
て、オンラインによる学習支援や生徒の
健康状況アンケート等に係る情報発信を
積極的に行った。
・ホームページについては１２月２８日現
在で５８回（平均週1.5回）更新している。
今後も引き続き、保護者や地域の方々に
積極的な情報発信を行っていく。

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。

長門学や国際交流等の授業や行事の事後評価に
おいて、生徒の満足度が

４　８０％以上であった。
３　７０％以上であった。
２　６０％以上であった。
１　６０％未満であった。

4

・長門学については、コミュニティ・スクー
ル活動推進員と連携しながら、地域と連
携・協働した活動を行った。２学期に
フィールドワークや地域で活動する社会
人との対話など、地域についての探究的
な学習を行い、それらをまとめた発表会を
行った。事後のアンケートにおいても、９
５％以上の生徒が肯定的な意見であっ
た。
・韓国中馬高校とは、12/24にオンライン
による相互交流を実施した。３校舎で計３
２名の実行委員の生徒と中馬高校の生
徒がテーマごとに相互に発表を行った。
互いの現在の文化や様子を知ることがで
き、参加生徒の満足度が非常に高かっ
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、９０％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、７０％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。

4

・服装指導について、制服の着こなしが悪
かった場合、迅速な指導により、素直に
正すことができている。
・ほとんどの生徒は登校時間は守れてい
るが、時々遅れて登校する生徒が散見さ
れる。継続的に指導していく必要がある。
・ほとんどの生徒が、その場に応じた適切
な挨拶ができている。引き続き指導を行っ
ていく。

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。

交通マナーや携帯電話の利用等について、

４　何度も指導を受ける生徒はいなかった。
３　何度も指導を受ける生徒は８名以下であった。
２　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。

3

・自転車通学生の交通マナー向上が課題
である。特に学校から離れた場所におけ
る交通法規遵守やマナー向上に向けた
取組を強化していく必要がある。駐輪場
の自転車の置き方についても交通委員会
を中心とした指導強化に取り組んでいる。
・スマートフォンやＳＮＳの正しい使い方を
含めて、情報モラル教育の強化に取り組
んでいる。これまで大きなトラブルは発生
していない。
・コロナ過の学校生活において、中止・縮
小せざるをえない学校行事がある中、開
催できた行事では、生徒はその意義を十
分理解し、大津緑洋高生としての自覚や
誇りをもつことができた。

・授業互見週間の参観
率について評価がい
る。同一教科の参観な
ら大きな意味はない。
・「長門学」「中馬高校
オンライン交流」につ
いては、1年で終わる
のではなく、今後の継
続が期待される。
・教職員のコロナに対
する理解度を上げる必
要もある。
・授業評価アンケート
の結果は素晴らしい。
先生方の努力のおか
げである。
ＣＳ推進員もよく地域と
連携している。
・ＨＰのみならず、ＳＮ
Ｓ活用も考えるべき。
・国際理解教育は、共
生やＳＤＧsの考えか
ら、海外1校だけでな
く、幅広く取組を勧める
べき。行政も連携した
取組を行っていく。

B

生
活
支
援

生
徒
指
導

・自転車通学のマナー
向上に、今後も取り組
んでもらいたい。

B

大　津　校　舎 大津校舎

学
校
運
営
等

大
津
校
舎

・学校通信は、在校生
との中学校や周辺市
町に送付しても良い。
・「連携教育」について
は、保護者70.8%の分
析の必要あり。
・実施の志願者数の増
加につながる取組にす
るべき。
・今後も校舎の特色を
出して、頑張っていた
だきたい。

B

教
務

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
習慣を見直す指導を行い、自己の
健康意識の向上を図る。
・感染症予防策として、正しい知識
の下に適切な行動選択の変容を
図る。
・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。

学校評価アンケート「健康や体力の増進に努めている」の
項目において、肯定的回答が

４　７５％以上であった。
３　６５％以上であった。
２　５５％以上であった。
１　５５％未満であった。

3

・新型コロナウイルス感染症による臨時休
業中は、健康状態は良いものの、生活習
慣が乱れている生徒が約半数いた。
・、健康や体力の向上については、臨時
休業明けは体育的行事が相次いで中止
となったものの、授業や身体測定等を通
して意識の醸成を図った結果、アンケート
への肯定的回答が８２．５％であった。
・感染症の予防策としては、正しい知識は
あっても適切な行動選択までには至って
いない生徒も見受けられる。

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。

事後措置率が

４　７０％以上であった。
３　６０％以上であった。
２　５０％以上であった。
１　５０％未満であった。

3

・健康診断の結果、受診が必要な生徒に
対し、個別に受診の必要性を伝えるなど
保健指導を行った。
・保護者会で担任を通して保護者に健康
診断結果の一覧を配布し、受診を促し
た。
・長期休業後の事後措置率は以下のとお
りである。心臓５０％、腎臓１００％、視力
６０．７％、歯科６２．４％、耳鼻科６０％、
眼科６６．６％【平均：66.6％】（心臓につい
ては今後受診予定の者もいる。その他に
ついても冬休み前に受診勧告と受診状況
の確認を行った際に、受診予定がある者
もいたため、受診率が上がることが考えら
れる。）
・学校保健安全委員会については今後実
施予定である。

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　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。
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・SCとの連携の上、ケース会議を開くこと
により、綿密な情報交換を行うことでき、
生徒支援につながった。
・Fitアンケートを踏まえての生活支援委
員会を実施する中で、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
援を進めることができた。
・教職員研修会を通して、「高校通級の現
状と合理的配慮」についての理解が深
まった。
・不登校等、学校不適応生徒の未然防止
や早期対応に向け、引き続き迅速な情報
交換に努める。

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。

学校評価アンケート「職場体験学習や発表会、大学の出
前講義などは、進路選択に役立っている」の項目におい
て、肯定的回答が

４　８０％以上であった。
３　７０％以上であった。
２　６０％以上であった。
１　６０％未満であった。
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・２学年の職場実習や１学年の進路講演
会は、オンラインにより大学、学部研究や
講演会を行った。２学期以降においても
新型コロナウイルス感染症の状況を見な
がら、同様の形態での実施も視野に入れ
ながら、よりよい形で実施することがで
き、概ね目標を達成している。

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　連携を図ることにより、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　連携を図ることにより、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

・夏季休業縮減に伴い、１、２学年の夏期
課外は実施できなかったが、冬季課外は
実施できた。２学年の冬季課外では３学
年へむけて理科・地歴の講座も設定し
た。、１、２学年とも欠席なく全員が参加
し、効果を上げることができた。今後も次
の学年へ向けて、各学年との連携を深
め、生徒のニーズに応じた進路指導を進
めていきたい。

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。

3
・感染症対策や大型提示装置の導入につ
いて教員と連携し予算執行することがで
きた。また、各校舎の予算執行状況を共
有し適切な予算管理を行うことができた。

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。

電話応対や来客等の接遇が

４　大幅に向上した。
３　向上した。
２　あまり向上しなかった。
１　全く向上しなかった。

3
・行事予定や職員動静の共有を図ること
で電話や来客への対応が向上した。引き
続き、接遇向上に対する職員の意識啓発
に努めたい。

キ
ャ
リ
ア
支
援

進
路
指
導

・生徒一人ひとりの特
性を生かし、より良い
指導を今後もお願いし
たい。

B

事
務

・コロナ禍での窓口の
対応がきちんとできて
いる。
・引き続き、来客対応
の向上をお願いする。

B

生
活
支
援

保
健
体
育

・生活習慣の乱れは家
庭から、学校と家庭が
よく連携してほしい。

B
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・学校運営協議会や学校・地域連
携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。

2

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため、多くの地域連携活動が中止
になった。１学期後半の学校再開後から
感染症対策を講じて出来る活動から順次
再開し、一定の成果を上げることが出来
たが、例年の１／５程度の活動しか出来
ておらず、見直しには至らなかった。

・学校の活動を幅広く発信し、家
庭や地域への学校理解に努め
る。

　　　　　ＨＰの更新　　　　　新聞掲載・ＴＶ放映
４　　　　３０回以上　　　　　２０回以上
３　　　　２５回以上　　　　　１５回以上
２　　　　２０回以上　　　　　１０回以上
１　　　　２０回未満　　　　　　９回未満

3

・新聞等掲載8回、ＴＶ放映6回、ＨＰの更
新60回以上と学校の活動をしっかりと発
信している。その他市報、日置のはまゆう
通信、長門市のＨＰにも活動が紹介され
ている。
・ＨＰのその他のコンテンツも充実してきて
いる。

・地域をフィールドとした学習や交
流活動を推進し、地域貢献活動を
含め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。

1

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため、様々な交流活動が中止と
なっているが、６月から開催している直売
所には1月６日現在で２，８００人を超える
お客様が来校している。（昨年度１年間で
２１９９人）
・年間学校来場者数は現在まで約3,000
人であった。（新型コロナウイルス感染症
の影響のため外部（保育園・小学校・地
域住民等）を招いての活動を全て中止と
したため。）

・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　３.９ポイント以上
３　３.８ポイント以上
２　３.７ポイント以上
１　３.７ポイント未満

3
・２学期末の授業アンケートの結果、「授
業のポイントはよく分かる」が、３.８であっ
た。

・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８５％以上
３　全生徒の８０％以上
２　全生徒の７５％以上
１　全生徒の７５％未満

3
・２学期末の朝学確認テストの結果、７０
点以上の生徒の割合が、８０.３％であっ
た。

・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、先生方へのアンケートでイ「ＩＣＴを
利用して授業を行った割合」が、
４　アが３.７ポイント以上で、イが３割以上である。
３　アが３.７ポイント以上で、イが３割未満である。
２　アが３.７ポイント未満で、イが３割以上である。
１　アが３.７ポイント未満で、イが３割未満である。

4
・授業アンケートの「先生が準備する教材
は解りやす工夫されている」が３.９で、ＩＣ
Ｔを利用して行った生生が、１８人中８人
で４割を超えた。

・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

･一部の生徒で欠席・遅刻等が目立つ者
がいる。毎月行う頭髪･服装指導において
は違反者はわずかで、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

・新型コロナウイルス感染症の影響により
野球応援など３校舎合同での活動が難し
い年度となったが、部活動や体験実習等
について対策を行いながら実施してる。
今後も他校舎との活動や合同行事等の
運営方法を工夫しながら行い、他者理解
の力を高めていってもらいたい。

・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。

3

・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、生徒会を中心とした交流活動も感染
対策を行いながら規模を縮小するなどし
て実施した。今後も３校舎生徒会で定め
たチャレンジ目標を基に活動を行ってい
く。

・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。

2

・全体へ月1回、個人へ各学期末に保健
指導を行い、受診率が59.6%であった。受
診率の低下は、新型コロナウイルス感染
症の影響で健康診断の実施が遅くなった
ことによるものと考えられる。未受診生徒
への粘り強い指導を継続していきたい。

・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、即時的
な改善を図ることができた。また、新型コ
ロナウイルス感染症対策に係る環境整備
も速やかに行うことができた。

・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。

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88％、
「ときどき食べる」が9%、「いつも食べな
い」が3%と昨年から大幅に良化していた。
また、睡眠時間に関しては、「～5時間」が
5％、「5～6時間」が16％、「6～7時間」が
31%、「7～8時間」が41％、「8時間～」が
7％であった。こちらも良化傾向にあり、継
続できるよう指導していきたい。

・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

・今年度は、新型コロナウイルス感染症に
よる臨時休校や新しい生活様式に合わせ
た学校教育活動の中で生徒掌握の難し
い１年であった。どのような状況下でも、
効果的な教育相談が実施できるように体
制を見直していきたい。

生
活
支
援

生
徒
指
導

人間関係能力
の向上を図
る。

・街で見かけるところ、
頭髪・服装の乱れはな
いように思う。今後とも
指導をお願いする。

B

保
健
体
育

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。

・時々、日置校舎に入
るが、環境整備はよく
されている。健康診断
に関しては、粘り強い
指導を望む。

B

日　置　校　舎 日置校舎

学
校
運
営
等

日
置
校
舎

地域とともに
ある学校づくり
を推進する。

・校舎独自の発信「の
うこう通信）が度々なさ
れると良い。出身中学
校への送付も含めて。
・直売所等の来校者
は、開催数から見ても
多く、期待度の表れで
あり、高く評価されて
良い。
・コロナ禍の中、夢市
場はよく頑張ってい
る。今後も地域交流の
推進をお願いする。
・コロナ禍で地域連携
が困難なことは理解で
きるが、今後は新しい
生活様式に沿った、こ
れまでと異なる地域と
のつながりを早急に検
討する必要がある。
・コロナ収束に伴い、
向上可能である。

B

教
務

分かる授業の
実践に努め、
学力の向上を
図る。

・各先生方がよく努力
されている。今後とも
よりわかりやすい授業
をお願いする。

B
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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。

4

・現在、３回進路行事を行った。進路選択
に役立っているとの回答が平均で８９％で
ある。
 今後、２月・３月に１回ずつ進路行事を実
施予定である。

・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。

2

・現在、就職か進学かについては、９４％
が決めている。今後は進路希望先が決ま
るようしていきたい。１月下旬に進路希望
調査を実施する。また、２月上旬に就職
サポーターとの面談を実施する。

・きめ細やかな面談や個別指導を
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。

4 就職１８名、進学１６名、全員の進路が決
定する。

・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。

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。

1
・本年度はコロナウイルス感染防止対策
をとりながらの連携活動になるため、中止
の選択を行なった連携も多い。現在まで、
約５０団体と連携活動を行っている。

・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

・直売所の来客数は、24回の直売所運営
で、2,809人の来客があった。本年度はコ
ロナウイルス感染防止対策のため、売り
場を2カ所にしており、その結果買い物が
しやすくなっており、客数の増加につな
がったと考えられる。

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６０％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。

4
・7月の試験は中止となったため、12月の
受検結果である。2年生合格率は65.7％
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　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。

3

・各校舎の予算執行状況を共有し、また
教員との連携も強化して学校運営が円滑
に進むように、適切な予算執行をすること
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 ・その日の行事や授業変更等の連絡を密
にしてスムーズな対応ができた。

事
務

・窓口対応がきちんと
している。
・環境整美に尽力され
る校務技士さんは実に
素晴らしい。
・引き続き、来客対応
の向上をお願いする。

B

キ
ャ
リ
ア
支
援

進
路
指
導

系統的・組織
的なキャリア
教育を推進す
る。

・特に、個別指導や面
談は大切であり、今後
ともしっかりお願いした
い。

B

農
業

地域との連携
を強化する。

・「地域連携」活動の減
少はやむを得ない。工
夫したこと等をこれま
での連携団体に知ら
せると良い。
・「直売所」について
は、売り場を増やす等
の工夫が功を奏したと
思われ、コロナ禍に
あって、高く評価した
い。
・コロナなので、仕方が
ないところである。
・直売所での地域住民
との触れあいは、生徒
にとっても良い体験で
ある。今後も感染症対
策を取り、運営してほ
しい。
・コロナ収束に伴い、
向上可能である。

B
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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、団体や異校種の
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。

年度初めに年間計画を立案し、その取組をとおした、「学
校評価アンケート」における「地域連携教育の意義」の肯
定的回答が、

４　９０％以上に達した。
３　７０％以上であった。
２　５０％以上であった。
１　５０％に達しなかった。

3

※学校評価アンケート
「地域連携教育」への肯定的評価
　生徒９０．１％　　保護者８８．０％

・コロナ禍の中でも、学校独自の実習ガイ
ドラインを定めるなどの感染症対策を徹
底しながら、萩大島船団との新たな連携
（サバ缶づくり）や県・漁協と連携した漁業
の担い手育成事業を進めている。
・生徒はこれまでの取組を評価してくれて
いるが、今後、感染症対策を踏まえた、新
たな連携の方法を模索する必要がある。

・コロナ禍での工夫し
た新たな取組を高く評
価する。
・地域連携についての
肯定的評価の数字は
素晴らしい。
・水産業の環境が、極
端な高齢化と相まって
厳しくなる中、地域と連
携した新たな取組を進
めていただきたい。

B

総
務

円滑な業務
遂行

・十分な準備と確認を徹底する。
・月一回以上、校舎内の総務課会
議を開催する。

４　行事等に応じて、毎月１回以上総務課会議を行い、
　　準備が適切にできた。
３　行事等に応じて、年間６回程度総務課会議を行い、
　　準備が適切にできた。
２　行事等に応じて、年間３回程度総務課会議を行い、
　　準備が適切にできた。
１　行事等に応じて、年間３回程度総務課会議を行っ
　　たが、準備を円滑に行うことができなかった。

4

・新型コロナの影響により、学校行事の運
営が困難な中、課員との連絡・連携を密
に行い、行事に向けて計画的に準備を遂
行できた。
・総務課での会議を適宜開催することが
できた。総務課会議を毎月１回以上行っ
た。
・３校舎総務の連携を密に取ることができ
た。

・今後も3校舎でしっか
り連携を望む。 B

教
務

基礎学力の
向上

・授業規律を確立するとともに、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。

4

 ・２学期期末考査では、昨年度に比べ２、
３年生の欠点保有者は減少したが、１年
生の欠点保有者は増加した。
 ・欠点保有者に対する指導を学年を中心
に学校全体で行い、学年末考査での欠点
保有者の減少に向け、継続的な指導を行
う。

・意欲、持続力、忍耐
力等の不足を補う授
業の工夫改善が必要
（主体的取組の多い授
業など）。
・学校評価アンケート
結果からも、指導法の
工夫改善が望まれる。
・欠点保持者の減少に
向け、今後の努力が
必要。

B

基本的生活
習慣の確立

・TPOに応じた身だしなみの徹底
を図りながら、生徒の自己指導力
を涵養させる。
・服装、頭髪などの風紀検査を実
施し段階的な指導を実践してい
く。

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。

4

・コロナ禍の影響で定期的な服装頭髪検
査の実施ができない状況の中、朝の登校
指導、HR等において正しい身だしなみの
徹底を図った。現段階で継続的な指導が
必要な生徒はみられない。

規範意識の
向上

・生徒への日々の声掛け、教員間
の情報共有を密にしながら早期発
見、早期対応を心掛け、問題行動
の未然防止に努める。

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。

3
・教員から生徒への日々のきめ細かい声
かけ指導、また毎職員会議における生徒
情報交換会において、生徒の些細な変化
やサインに気づけるように努めた。

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。(コロナ対
策により大多数の生徒が運動不
足のため体力が低下している、
徐々に回復させることが必要で、
授業の導入段階で体つくり運動を
工夫し取り入れる。)

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。

2

・コロナ対策に合わせて熱中症対策と気
を使い、体力の向上に繋げることが難し
かった。9月末に実施する新体力テストの
結果を基に全身持久力の養成に取り組
んだ。冬季に入り体育館の換気に注意を
払ったが、より良い方法を考えたい。校内
駅伝大会を実施した事が何よりの喜び
だった。今年度の経験と反省を生かした
い。

健康意識と
治療率の向
上

・保健面談などを通して自己の健
康に関心を持たせるとともに、新
型コロナウイルス感染症対策を踏
まえて、免疫力の向上と行動変容
（健康習慣の育成）を目指す。ま
た、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。

4

・コロナによる休校により、１学期は保健
面談ができなかったが、２学期に実施でき
た。
　その際、治療勧告を行い、担任と保護
者の協力により治療率100％を達成した
クラスもあった。全てのクラスが、このよう
になるよう働きかけていきたい。

寮生の自主的
な活動と自治
能力の育成

・教員主導ではなく寮役員を中心
に、寮生主体の自治ができるよう
定期会議を行う。

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。

3

・新型コロナウイルス感染症防止対策の
ため、舎監と寮生と連携が必要である。
・３校舎の生徒が寮生活をしているが、寮
生活や部活を通して校舎間の交流はでき
ているようである。
・各校舎で行事等がそれぞれ違い、寮生
の動向がそれぞれ異なるため、3校舎の
寮務課でより連携が必要である。

寮内清潔保持
の確立

・日常の清掃がきちんとできるよう
に、掃除方法の確認や掃除用具
の管理を徹底する。

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。

3

・日々の清掃の徹底はまだ不十分であ
る。寮生の新型コロナウイルス感染症防
止のための衛生意識向上が必要である。
・大掃除については、舎監、寮生が協力し
て取り組むことができた。

生
活
支
援

生
徒
指
導

・身だしなみみのきちんと
した生徒がほとんどで、
学校の落ち着きを感じさ
せる。
・生徒への声かけは、と
ても大事である。今後も
きめ細かな対応を望む。

B

保
健
体
育

・学校評価アンケート
「部活動への意欲的な
取組」の結果がやや低
く、気になるところであ
る。
・「治療率の向上」につ
いては、遠距離通学生
や寮生の多い中、クラ
ス治療率１００％は素
晴らしい。
・治療率１００％のクラ
スがあったことは努力
の賜である。
・コロナ収束に伴い、
向上可能である。

B

寮
務

・コロナ禍にあって、十分
な配慮がなされているこ
とに感心する。保護者と
の連携ができているから
だと思う。
・今後の感染症対策とし
て、寮生の共用備品の管
理運用が重要。冷蔵庫の
個室設置を提案する。
・コロナ禍の中、よく頑
張っている。

B

水　産　校　舎 水産校舎

学
校
運
営
等
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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。

2

・全校生徒を対象とした複数回の面談を
実施することを目標にしているが、コロナ
の影響により、学校の予定が大きく変わ
り、３年生は実施したが、１・２年生はまだ
実施できていない。今後、１・２年生につ
いても効果的な進路指導をしていきたい。

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、進学もすべての
生徒が希望校に合格することを目標にし
ている。
・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。

海
洋
技
術

目的意識の
育成

実社会で役立つ免許取得をとおし
て実践的な知識、能力、技術、技
能を涵養する。そのため、海技士
資格取得及び漁船・漁業就業者
支援を進める。

４　職業教育技術顕彰の取得者が７人以上であった.
３　職業教育技術顕彰の取得者が５人以上であった。
２　職業教育技術顕彰の取得者が３人以上であった。
１　職業教育技術顕彰の取得者が１人以下であった。

2

・３年ぶりに１級ボイラ技術士に合格者を
出した。（県内高校生１１人目・水産校舎
８人目）また、２年生で初めて４級海技士
を取得した。
・重要な資格検定の試験が続いており、
本年度の結果が出るのが、２月末であ
る。目標の達成を目指したい。
・コロナ禍で様々な制約があるが、今後
も、資格取得をとおした職業人の育成に
努めていく。

・資格取得は素晴らし
いが、3校舎共通の喜
びとする空気の醸成が
あるとさらに盛り上が
る。
・学生時代の資格取得
はたいへんだと思う
が、今後とも指導をお
願いしたい。

B

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

・企業、関係団体等との連携によ
り、教育内容の深化を目指す。

４　　５団体以上と連携活動ができた。
３　　４団体と連携活動ができた。
２　　３団体と連携活動ができた。
１　　連携活動した団体はなかった。

3

・コロナ禍の中で、従来のような外部と連
携した教育内容の実践が難しくなってきて
いる。その中であっても、教育効果を高め
るために、複数の関係機関の協力を頂き
ながら、教育活動を展開することができ
た。

海洋科学科
の維持、発
展

・オープンキャンパス、ホームペー
ジ等を使い、教育内容を知っても
らい、定員の充足の向上を目指
す。

４　入試倍率が、１．０倍を超えた
３　入試倍率が、０．８倍を超えた。
２　入試倍率が、０．５倍を超えた。
１　入試倍率が、０．５倍を下回った。

4

・新型コロナ拡大防止のため、例年通りの
中学生に向けた募集活動ができていない
が、ＨＰを使ったＰＲなど、新しいことに取
り組んでいる。
・取組の成果が現れ、３年度の倍率は１．
０倍となった。今後も粘り強く定員を満た
すための情報発信を図っていく。

・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。

4 ・専攻科生全員船舶会社等への内定をも
らっている。

・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。

－

・筆記試験についは、航海科が10月の定
期試験で1名が2級海技士（航海）を合格
している。また、機関科については1級海
技士を1名が2科目合格、2級海技士につ
いても2名が2科目合格している。令和3年
の定期試験についても4名が筆記試験を
受験する予定である。
・現在、専攻科生全員令和3年3月に実施
される3級海技士臨時試験（口述試験）に
向け勉学に励んでいるところである。

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。

3
・新型コロナウイルス対応等により予算執
行や教員との連携などで突発的なことが
おきているが、対応をなるべく早くスムー
ズに行えるよう努力している。

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
・窓口対応では待たせない、来客者の要
望に的確に応えるよう迅速に丁寧に対応
できた。

・全員内定はすばらし
い。今後も続けてもら
いたい。

B

事
務

・窓口対応がきちんと
できている。
・引き続き、来客対応
の向上をお願いした
い。

B

キ
ャ
リ
ア
支
援

進
路
指
導

・進路指導と学習意欲
の向上は大いに関わ
りがあり、面談の機会
が多くなることが望ま
しい。
・個人面談は非常に重
要。できるだけの実施
をお願いしたい。
・コロナ収束に伴い、
向上可能である。

B

水
産

海
洋
科
学

・コロナが沈静化した
ら、従来の取組を取り
戻してほしい。
・生徒確保に向け、
「新聞等で見る取組」
の中学校配布がある
と良い。説明会等での
資料としても活用でき
る。

B

専
攻
科

専攻科生とし
て知性の育
成と専門知
識と技術の
習得
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【３校舎共通】
・学校運営協議会の開催について、第１回は紙面会議、第２回・第３回については、感染症対策を講じながらの開催となった。協議会での意見を学校運営に反映しながら、コミュニティ・
スクール及び魅力ある学校づくりの取組を推進する。
・本年度の学校運営は、新型コロナウイルス感染症への対策に終始したと言える。本校においては、昨年度末３月３０日、新型コロナウイルス対策委員会を立ち上げ、「大津緑洋高校新
型コロナウイルス対応行動計画」を策定し、「生徒、教職員の健康と教育活動を守る」「本校からクラスターを発生させない」「教職員自ら率先して感染症対策を行う」「教職員・生徒全員
が危機意識と行動変容を図る」ことを掲げ、青海寮も含めて、でき得る限りの感染症対策を組織的・計画的に実施した。
・臨時休業中、オンラインでの授業や教材配信、ホームルームの実施など、ＩＣＴを活用した新たな教育の第一歩を踏み出すことができた。
・活動の制約がある中で、ラグビー部が第100回個全国ラグビーフットボール大会に出場、英語部が全国ディベート大会に出場、第６位に入賞し、全国に大津緑洋高校の名を轟かせた。
・３校舎生徒会では　「和　～be a bridge～」のスローガンの下、リモートの活用等をしながら、中馬高校交流事業による国際理解の取組を進めた。コロナ禍の地域連携活動について
は、今後、ＩＣＴも活用し、教育目標の達成に向けて努力する必要がある。
・コロナ禍において、学習発表会をはじめとした３校舎合同行事は全てストップした。創立１０周年記念行事の開催は来年度の課題である。
・人と人との接触を削減する感染症対策において、学校ホームページの取組は重要である。完全リニューアルしたＨＰを活用し、Ｗｅｂオープンキャンパス等、情報発信力を高めた。
・ＰＴＡ活動では､大津校舎文化祭、日置農高祭、すいこう祭などの各校舎行事が中止或いは縮小となり、校舎を越えた活動ができなかった。コロナ時代に適応した新しい活動方法の模
索も必要である。

【大津校舎】
（学校運営）
 ・コミュニティ・スクールとして、ＣＳ活動推進員と連携しながら、地域や大学・企業等と協働した探究学習の充実を図ることにより、生徒一人ひとりの進路意識の高まりにつなげる学校運
営を推進できた。今後も継続的に取り組み、生徒一人ひとりの進路実現につなげていく必要がある。
 ・学校ホームページや毎月の「大津校舎通信」等を活用するとともに、積極的に報道機関に情報提供をすることにより、保護者、地域の方等にとってタイムリーで分かりやすい情報発信
を行った。引き続き、魅力ある情報発信に努め、志願者の増加につなげていく必要がある。
（学習指導）
 ・Googleアカウントやスタディサプリ等、 ＩＣＴを活用した授業づくりやオンライン授業の実践方法等について、校内研修等を通して教職員全体で理解を深めた。今後はコロナ禍におい
て、対面授業とオンライン等を活用した学習支援を効果的に行うことにより、生徒の学習意欲を高め、学力向上につなげていく必要がある。
 ・新学習指導要領の趣旨を踏まえ、観点別学習状況の評価に関する理解を教職員で深め、指導方法の改善と一貫性のある取組を進めていく必要がある。
（進路指導）
 ・大学訪問や大学による出前講義や生徒が希望する事業所でのインターンシップ等の学習は、感染症拡大の影響により実施できなかった。しかしながら、オンラインを活用した大学教
授や卒業生による講演会は実施できた。今後も感染拡大状況を注視しつつ、大学、企業や講師等と丁寧に連絡調整しながら進めていくことが求められる。
 ・大学入試改革に進路課を中心として落ち着いて対応できた。生徒の主体的な進路選択・実現につなげていけるよう、進路課と学年が連携し、組織的で効果的な進路指導を推進して
いく必要がある。
（生徒指導・保健指導）
 ・生徒は落ち着いた学校生活を送ることができている。生徒会や委員会を中心に、自己の行動を自ら律する力の育成に向けて、生徒の主体的な取組を推進していく必要がある。
 ・学校行事や部活動、地域と連携したボランティア活動等の在り方について、状況に適切に対応しながら、生徒の主体性を育めるよう、内容や運営方法等の工夫・改善を図っていく。
 ・生徒が安心・安全に学習活動に取り組めるよう、生徒・教職員が一体となって感染症対策に取り組んだ。今後も気を緩めることなく継続的に対策に取り組んでいく。
 ・いじめ等の未然防止・早期発見に向けて、個人面談や定期的なアンケートで得た情報等から、気になる事案についてはスクールカウンセラー等と連携を図り、速やかにケース会議を
開くなどして迅速な情報共有に努めた。引き続き組織的な生徒支援体制の強化を図っていく。
（その他）
 ・感染症拡大の影響もあり、今年度は韓国中馬高校との交流をオンラインで実施した。コロナ禍における交流方法や内容等について検討し、グローバルな社会で活躍できる人材を育
む国際理解教育を継続的に実践する。

【日置校舎】
（学校運営・地域連携）
・地域をフィールドとした連携・貢献活動が日置校舎の特徴であるが、新型コロナウイルス感染症の影響から十分な活動が出来なかった。しかし、感染症対策の徹底や実施方法の工夫
により直売所の運営を行うことが出来、テレビや新聞等マスコミの影響も大きいと思うが、例年より多い来校者があった。また、Ｚｏｏｍを活用した小学校の児童との交流事業、生徒を対
象とした農高祭の実施、感染症対策を自ら考え、工夫したスポーツやレクリエーション行事、クラス動画作成等を取り入れたＰ－１グランプリなど新しい形の学校行事に生徒、教職員の
全校で取り組み、生徒のコミュニケーション能力、自己有用感、達成感、充実感の向上に繋がっている。また、「学校ＨＰ」や「校舎通信」により、生徒の取組を地域や中学校にも情報を
発信し、学校理解に繋がっている。
（学習指導）
・「分かる授業」の取組としてＩＣＴの活用やアクティブ・ラーニングの導入により生徒の理解度が向上し、授業評価も高い数値となっているが、生徒の基礎学力の定着や成績不振者の指
導については、日置校舎ならではの個別指導の充実にあり、継続した指導が必要である。また、今後更なるデジタル化、一人一台端末を含めたＩＣＴ機器の導入や施設の充実に対応し
た活用方法の研修や情報共有を積極的に行い、教員相互の授業力の向上に繋げていかなくてはならない。
（生徒指導・保健体育）
・服装、頭髪を含めた生活面については、きめ細やかな指導で生徒個々の基本的な生活習慣は確立しつつあるが、自己を振り返り、現状を把握して自主的に行動できるまでには至っ
ていない。今後も自己指導能力の向上に向けた取組を行い、生徒の自律心を育成していく必要がある。
・生徒の中には些細な友人関係ﾄﾗﾌﾞﾙから、いじめ問題に繋がるケースもみられた。引き続き、より良い人間関係作りを目的とした取り組みを行いながら、ＳＮＳ問題やインターネット利
用について注意喚起を行う必要がある。
・新型コロナウイルス感染症対策として、毎日の検温・健康観察、施設・用具の消毒作業、換気等を充分に実施することができた。通常の学校教育活動を継続させるためにも、引き続き
の対策の徹底に努めていきたい。
・健康診断及び事前事後の保健指導の充実については、新型コロナウイルス感染症の影響で、各種検診が遅れてしまったが、保健だよりの活用により、生徒の健康意識は向上させ、
事後措置における受診率の向上にむけ取り組んでいる。今後も健康意識の向上のための取組に工夫が必要である。
・生徒の校内外の美化意識の向上と生徒数減に伴う学校の緑化・美化体制の整備に努めていきたい。
（進路指導）
・３年間を見通した進路指導計画に従って、きめ細やかな面談や個別指導、進路ガイダンスや進路講話等により３年生は早い段階での希望進路先を決定し、本年度も進路決定率は１０
０％を達成した。本年度新しく実施した進路相談会では、多くの企業や各種学校より話を聞くことが出来、生徒にも好評だった。今後も１・２年次での進路意識の醸成に努めていきたい。
（農業）
・本年度は新型コロナウイルスの影響で可能な範囲とはなったが、地域や関連産業との連携活動を積極的に取り組み、また直売所の運営を含め、より実践的・体験的に農業の専門的
な学習と６次産業化に向けた学習を行うことができた。また、日本農業技術検定をはじめ様々な資格取得やプロジェクト学習に熱心に取り組み、アグリマイスター顕彰で多くの生徒が表
彰された。農業クラブの競技会など多くの大会が中止となったが、県連大会プロジェクト発表の部はビデオ審査という形で開催され、３つの分野で参加することができた。今後もこの取り
組みを継続していきたい。

【水産校舎】
（学校運営・地域連携）
・海友丸の運航計画の大幅な変更を余儀なくされたが、３県の実習船教育部会の担当として、実習船における新型コロナウイルス対策ガイドラインの策定や３県合同運航計画の見直し
等を行い、実習船教育を実施できた。。
・地域や関係機関と連携した活動では、感染症予防のため、、市と連携したアワビの放流・育成場整備や地元小学校への食品製造体験授業、地元漁協女性部と連携した合同実習な
ど、これまで行ってきた地域貢献の取組が停滞したが、漁業担い手育成のための県・漁協と連携した「漁業就業支援説明会」（希望生徒１９名参加）や、本年度新たな取組である萩大島
船団丸と連携した「サバ缶」づくり、県の事業である「ハイスクールブランド創出事業」への参加など、水産のスペシャリス育成のための取組については、成果を上げることができた。
・新型コロナの影響で体験型に代わりWebと組み合わせた説明型のオープンキャンパスには、生徒６９名・引率５０名、計１１９名の参加、１２月に行った「生徒・保護者向け学校説明会」
には、３４家族の参加があった。また、若手教員のが中心となり、動画で水産校舎を紹介するYouTubeチャンネル「青海ＴＶ」を開設し、好評を博している。今後も粘り強く、生徒確保に向
けて取り組んでいく。
・新型コロナの影響で、水産教育推進のための、日本海南部地区行事（カッター大会、水産教育研究協議会）、全国行事（全国カッター大会、実習船運航協議会、全国水産教育研究協
議会等）が軒並み中止や延期、リモートでの開催となった。今後は、コロナに対応しながらの水産教育の充実発展を図らなければならない。
（学習指導）
・学習面では、全体に欠点科目保有者は減少しており、学習状況や出席状況等にも改善が見られるが、特定の生徒の苦手科目の取組状況等に引き続き課題が残った。基礎そして基
本の修得に向け、さらなる授業改善、再考査等の個別指導の充実が必要である。
・臨時休業中、オンラインでのホームルームや実習動画の配信など、ＩＣＴを活用した教育の第一歩を踏み出すことができた。
（生徒指導）
・生活面では、アンケートや相談活動、情報共有の充実等、未然防止の取組を推進している。問題行動は激減しているが、些細なことで指導する場面が増えており、引き続き、規範意
識の向上に向け、一人ひとりの生徒理解によるきめ細かな指導と保護者や関係機関・専門家との緊密な連携が必要である。
・昨年度活性化した生徒会活動を継続し、すいこうレガッタにおけるアトラクションやすいこう祭前日祭を計画していたが、新型コロナにより延期や縮小を余儀なくされた。その中で「すい
こうメモリアルフェスティバル」を企画し、感染症対策を講じながら、工夫した行事を実施できた。
（進路指導）
・進路指導では、コロナ禍の中、人を集める進路ガイダンスの実施が困難であったが、きめ細かな全員面談、事前指導の充実により、２学期中にほぼ全ての生徒の進路を決定すること
ができた。
・漁業担い手育成に力を入れているが、本年度は漁業に就業者は専攻科１名であった。しかし、専門高校の特長を生かし、全体として水産関係の進路選択が８割を超えている。
・進学面では、福山大学水産学部、国立波方海技短期大学、梅光学院大学等への合格を果たした。

５　　学校評価総括（取組の成果と課題）
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【大津校舎】
（学校運営）
 ・ＣＳ活動推進員、教務課担当、学年担当の業務分担を明確化するとともに、３年間を見通して生徒の進路実現につながるた計画立案・実践を組織的に進めていく。
 ・学校ホームページや毎月の「大津校舎通信」、学校案内パンフレット等のさらなる改善に努め、分かりやすく、魅力的な情報発信を行う。
（学習指導）
 ・今年度内に導入される１人１台端末や大型提示装置等を活用した授業実践に積極的に取り組むだけでなく、相互に参観し合うことで、授業改善に組織的に取り組む。
 ・新学習指導要領の趣旨や観点別学習状況の評価の在り方を踏まえた授業実践に、教務課、各教科主任を中心としながら全教員で取り組む。
（進路指導）
 ・訪問先の大学・企業や外部講師所属先等の地域の感染状況を確認しながら、生徒の進路実現に寄与する効果的な実施方法等について検討する。
 ・初めての実施となる「大学入学共通テスト」の傾向や結果等を踏まえ、進路課と学年が連携し、生徒一人ひとりの進路実現につながる進路指導を組織的に行う。
（生徒指導・保健指導）
 ・生徒会や委員会活動等の生徒の主体的な取組とともに、３校舎が連携した取組を推進する。
 ・生徒・教職員が一体となって感染症対策に引き続き取り組みながら、各実行委員や生徒会役員等を中心として、学校行事等について、内容等の精選や運営方法等の工夫・改善を図
る。
 ・いじめ等の未然防止・早期発見に向けて、個人面談やアンケート等をきめ細かく行い、迅速な情報共有と組織的で迅速な対応により生徒支援体制の強化を図る。
（その他）
 ・国際交流について、生徒の安全・安心を第一に考えながらも、交流が深まる活動の実施方法等について検討する。

【日置校舎】
・ホームページや校舎通信「のうこう通信」の活用、マスコミへの情報発信等、有効な手段を活用し、地域連携・貢献活動、学校開放、学校行事など学校内外での生徒の活動をしっかり
と発信し、「地域と共にあり、地域に必要とされる学校づくり」を推進すると共に、日置校舎の魅力と学校理解を広げていくことで生徒募集に繋げていく。
・今年度新型コロナウイルス感染症の影響のため開催できず、新しい形の検討ができなかった学校・地域連携協議会について、地域連携活動の現状に合った見直しを行い、より効率
的で現実的な活動に繋がるように協議会の委員の選出等を行っていく。
・農業のプロジェクト研究に限らず、生徒会活動や家庭クラブ活動、ボランティア活動等地域をフィールドとした活動を推進し、地域資源の活用、地域の問題解決に実践的に取り組むこと
で、地域を知り、地域に愛着を持ち、将来地域を支える産業人の育成を行っていく。
・今まで培ってきたＩＣＴの活用、アクティブ・ラーニングの更なる推進を図り、これから導入される一人一台端末、電子黒板、教材提示装置等のデジタル機器を有効に活用し、教材の共
有や新しい学習補助アプリ、クラウド等も導入しながら、より分かりやすい授業の展開を目指す。また、教科を超えた授業見学や研究授業による授業力アップのための研修の機会を増
やしていく。
・教育相談・支援体制を充実させ生徒理解を深め、生徒個々への指導・支援体制を強化する。また、良好な人間関係を気づくためのコミュニケーション能力の向上、生徒自身の行動の
振り返りや規範意識の向上に向けた研修や講話等を企画し、生徒の自己肯定感、自己有用感、自己指導能力の醸成を図り、将来の自立した社会人の育成を行っていく。
・いじめの未然防止と早期発見・早期解決に向け、いじめに関するアンケートや学年、教育相談、スクールカウンセラー等との情報共有に努めながら、学校行事や生徒会活動等も充実
させ生徒の自己有用感の育成を図り、生徒間でお互いを認め共感するような生徒指導を実践していく。
・健康診断の事後措置における受診率の向上のための取組を工夫し、生徒の健康意識の向上と自己管理能力を育成する。また、学校の緑化・美化活動を推進し、学習環境の改善に
取り組む。
・３年間を見通した進路指導計画を実践し、１年次から進路ガイダンス、企業見学、インターンシップ、進路講話等を企画し、生徒の進路意識の向上を図り、生徒個々の資質や能力、興
味・関心に応じた進路目標の設定により生徒と進路先の最適なマッチングによる早期離職者の減少に取り組む。また、キャリアパスポートの有効活用について検討する。

【水産校舎】
・感染症対策と水産校舎ならではの特色ある学校教育活動の両立を図りながら、県内唯一の水産科専門高校として、「水産のスペシャリストの育成」を推進していく。
・全国的な若者の水産離れや少子化への対応が喫緊の課題であり、次世代創生委員会を中心に、全国の水産・海洋系高校と情報連携を深めていく。
・地域連携、地域貢献の活動の充実と働き方改革の両立を図るため、校内フェスタ委員会等により、実施体制や年間計画の見直しと進捗状況の確認等を行っていく。
・学習指導では、生徒の基礎学力の向上に向け、全教員が授業改善に努めるとともに、一人一台端末を効果的に活用したＩＣＴ教育の研究・実践に取り組む。
・生徒指導では、引き続き、生徒理解の視点からの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。
・進路指導では、１・２年時からの面談等の充実により、進路意識の醸成・進路希望の早期決定を図る。また、組織的な指導体制を充実させ、感染症対策を講じながらのガイダンスの実
施やオンライン面接への対策などの新たな課題に対応し、生徒の進路希望の１００％実現をめざす。
・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、特長ある教育活動の充実と教職員の資質向上に努めることにより水産校舎の魅力を高め、入学志願者の増加につなげて
いかなければならない。ＹｏｕＴｕｂｅの活用など、生徒募集に向けた情報発信に新たな工夫・改善を行っていく。

６　　次年度への改善策
【３校舎共通】
・「行動計画」に基づき、引き続き、「生徒、教職員の健康と教育活動を守る」「本校からクラスターを発生させない」「教職員自ら率先して感染症対策を行う」「教職員・生徒全員が危機意
識と行動変容を図る」ことを目標に、感染症対策と学校教育活動の両立をめざす。
・学校運営協議会での議論をしっかりと踏まえながら､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」を推進するとともに、
中教審の示す「新しい時代の高等学校教育の在り方」に対応できる体制を構築する。
・延期となった創立１０周年記念行事を開催するとともに、感染症対策にも対応した、大津緑洋高校の新たな１０年を見据えた「学校経営ビジョン」を策定する。
・コロナ時代に対応した、新たな家庭・地域との連携を模索する中で､連携教育活動の質の向上をめざす。
・ホームページ等のコンテンツをさらに充実させ､地域の方々や、小・中学校の児童生徒・保護者・教員への本校の魅力発信力を高める。
・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について、感染状況を踏まえ実施することとし、校舎間連携教育活動及び学校の一体感の醸成に努める。
・ＰＴＡ総会やその他の学校行事など、３校舎間の保護者が共通理解・相互理解を深める企画について、感染状況を踏まえつつ、実施の工夫を検討する。
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