
令和３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(  村　山　晋　一  ）

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．
【新たな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」
　新たな１０年に向けて、３キャンパスに普通教育・専門教育があるメリットを生かし、世界で活躍し、地域に貢献する創造性豊かで挑戦し続ける生徒の育成に取り組む。
【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５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。
・新型コロナ感染症拡大防止に努めながら、生徒会活動や部活動など積極的に活動している。生徒会活動では、各校舎で創意工夫を凝らして行事を行うとともに、３校舎
合同でソチ市とオンライン交流をもち、国際理解の深化を図った。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。
・コロナ禍において、体験乗船や農業体験、野球応援、合同スポーツ大会などを中止とせざるを得なかったが、昨年度末に整備されたＩＣＴ環境を最大限活用し、特色ある
３校舎の独自教育をさらに推進するとともに、学習発表会を３校舎合同でオンライン開催するなど、学校の一体感の醸成に努めた。
・各種行事等のオンライン配信や水産校舎の動画配信「青海ＴＶ」、生徒・保護者向けのオンラインアンケートなど、学校の情報発信や意見交換の質を高める取組を進め
た。
・感染症対策に留意しながら、インターンシップや進路ガイダンス、大学・企業訪問などを可能な限り実施するなど、キャリア教育の充実を図った。また、大津校舎の長門
学や、日置・水産校舎の地域と連携した課題研究などにより、ふるさとを愛し、貢献しようとする態度や意欲が醸成された。
・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、個別最適な学びと協働的な学びの視点から、従来型教育とＩＣＴを活用した教育のベストミッ
クスを目指すなど、授業改善を推進している。
・ＰＴＡ参加型行事のうち、大津校舎の文化祭は非公開開催（一部オンライン配信）、日置校舎の農高祭は学年分散開催、水産校舎のすいこう祭は中止とするなど、感染
拡大の状況に応じて、できる範囲で実施した。

【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ている。本年度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Web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ている。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深化に
                   取り組んでいる。本年度もタブレット端末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。
 ・生徒指導…  生徒は落ち着いた学校生活を送ることができている。 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、感染症拡大状況に適
                    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。
 　　　　　　　　  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ている。引き続き組織的な生徒支援体制の強化を図っていく。
 ・進路指導…　大学訪問や大学による出前講義や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が、オンラインを活用して、大学
                    教授や卒業生による講演会を実施した。本年度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。
 　　　　　　　　 進路課を中心として大学入試改革に落ち着いて対応できている。生徒の主体的な進路選択・実現につなげていけるよう、さらに組織的で効果的な進路指
                    導を推進していく必要がある。
 ・そ の 他…   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でいる。本年度も気を緩めることなく継続的に対策に
                    取り組んでいく。
　　　　　　　　　感染症拡大の影響もあり、昨年度は韓国中馬高校との交流をオンラインで実施した。本年度も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学校Ｗｅｂ
　　　　　　　　　　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
　　　　　　　　　　解決能力を身に付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。今後もさらなる受診率の向
　　　　　　　　　上に向けて、粘り強い指導を継続していく。
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【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。
　・地元漁協女性部や萩大島船団丸との連携を継続し、さらに昨年度、県から指定を受けた「やまぐちハイスクールブランド創出事業」の取組を充実、発展させ、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。

【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、沿岸漁業後継者の育成や新商品の開発など、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。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、本科３年生１名が、３級海技士に合格
　　　　　　　　　した。今後さらに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、生徒一人ひとりに応じた希望進路の実現に取り組んでいる。１年次・２年次での早い段階における指導のさらなる
　　　　　　　　　充実を図る。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１．１倍であり、海洋科学科の志願倍率の増加が顕著であった。

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１１年目を迎え、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、ＩＣＴを活用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
　・ＣＳ活動推進員と連携し、地域や大学・企業等と協働した活動の計画立案・実践を組織的に進め、生徒の進路実現につなげる。
  ・学校Web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、魅力的な情報発信に努め、志願者の増加につなげる。
○ＩＣＴの活用による主体的・対話的で深い学びの推進
　 ・ １人１台端末を活用し、これまでの実践とＩＣＴのベストミックスを図る授業改善に組織的に取り組み、生徒の学力向上につなげる。
 　・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、主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善を図る。
○組織的・系統的な進路指導の充実
 　・ＩＣＴも活用しながら、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し、生徒の進路実現につなげる。
　 ・「大学入学共通テスト」の傾向や結果等を踏まえ、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。
○安心・安全な学校生活に向けた生徒指導・保健指導の充実
　 ・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、学校行事等の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。
○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
 　・韓国中馬高校等との国際交流について、活動の内容や実施方法等についてオンラインも含めて検討し、 「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。

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９１．２％ 保護者７４．
２％
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９３．９％ 保護者９４．
１％
二位の浜海岸清掃や農高祭、プロ
ジェクト学習など校舎の特色を生
かした教育活動が実施できてい
る。
【水産】生徒８９．０％ 保護者９１．
３％
特色ある学校行事が中止される
中、遠泳大会や教育講演会等実
施した。クラスマッチはICTを活用し
た種目も取り入れた。

・教育活動に各校舎の
特色が良く表れてい
る。
・3校舎独自の特色あ
る教育活動が工夫さ
れ展開されていると思
う。
・3校舎独自で立地や
資源を生かしよく特色
が出ていると思う。
・3校舎それぞれの特
色を生かした教育活動
を展開されていると思
う。

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。

4

※「連携教育活動」肯定的回答
【大津】生徒８１．４％ 保護者６７．
５％
コロナの影響により、１年生乗船体
験が実施できなかった。
【日置】生徒７６．８％ 保護者７６．
５％
コロナの影響により、３校舎が集
まって実施する学習発表会がリ
モート開催になり、水産校舎での1
年生乗船体験などが実施できない
など、一体感の醸成や幅広い教育
活動の実施が難しかった。
【水産】生徒５４．２％ 保護者７５．
８％
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。

・コロナ禍での活動制
限下にも拘わらずアン
ケート結果に連携活動
教育に肯定的な意見
が多いことは評価す
る。
・コロナが落ち着けば、
もう一歩進んだ連携を
期待する。
・特に部活動では、3校
舎の区別なく一体感を
感じる。
・今年は、コロナの影
響で連携した活動が難
しかったと思うが、コロ
ナ後はまた再開を期待
する。

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。

3

【大津】コミュニティ・スクール活動
推進員との連携強化が進み、「長
門学」を軸として、地域人材・資源
を活用した活動が実施できた。
・部活動、プロジェクト活動等にお
いても、引き続き地元企業等の協
力を得ながら取り組んでいく。
【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】今まで通り、地域との関係
企業・機関や県とは連携を取り、担
い手育成の事業を実施した。ま
た、コミュニティー・スクール活動推
進員と情報交換を行い、水産校舎
の情報を発信するとともに中学校
からのインターンシップの受入など
を行った。

・リモートでの交流授
業などコロナ禍での新
たな地域連携の取組
は素晴らしいと思う。
・コロナが落ち着かな
いと難しいと思うが、地
域と共にある学校で
あってほしい。
・コロナの影響から、制
約はあるが、小・中学
校との交流を今後もお
願いしたい。
・コミュニティ・スクール
活動推進員とよく連携
できていたと思う。
・3校舎とも地域と一体
となった取組と情報発
信をよく展開されてい
ると思う。

B

【生徒会チャレンジ目標】
　「一（はじめ）　～逆境からの飛躍～」
　◆　三校舎の生徒みんなが一つになる
　◆　同時に、一つ一つの校舎が個性を出し、自立も大切にする
　◆　コロナ後の新しい学校生活を一からはじめる

４　自己評価 5 学校関係者評価

評価
領域

３　校　舎　共　通 ３校舎共通

総
括

3



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。

4

【大津】担任によるきめ細かな個人
面談やアンケートの実施等により、
良好な人間関係づくりを進めてい
る。
【日置】LINEやSNSなど、把握が難
しいものが多いため、生徒向けの
講話や研修などを通して自己有用
感や自己肯定感の向上を図るとと
もに、居場所づくりに取り組んでい
る。
【水産】日頃からクラス・学年で人
間関係づくりの指導や情報モラル
教育の講演を実施している。

［学校に適応している生徒の割合］
（Fit「学校適応感アンケート」より）
【大津校舎】
1学期　98.9%　2学期　98.8%
【日置校舎】
1学期　97.8%　2学期　98.8%
【水産校舎】
1学期　98.4%　2学期　96.7%

・各校舎で様々な取り
組みを行うことで開発
的・予防的な生徒指導
が実践されている。
・保護者アンケートの
問１２で、－１１％と下
がっているので、検証
をお願いしたい。
・アンケートの、適応で
きていない数％のケア
もよろしくお願いした
い。
・SNS等によるいじめ
の防止については、今
後とも十分な指導をお
願いしたい。
・最近はLINEやSNSな
どのいじめが多いと思
うので把握が難しいと
思うが生徒とよくコミュ
ニケーションを取り対
策をお願いしたい。

A

大津緑洋高
校の次の１
０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。

3

・新たな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。
今後、子どもたちの未来を拓くため
の本校教育活動について、県教委
が設定するスクール・ミッションに
基づき、スクール・ポリシーを策定
していく。

・コロナ禍で、先の見
通しが困難な状況であ
るが、具体的方策に基
いた目標達成に向け
た活動に期待する。
・志願者数減少対策と
して、県外志願者枠を
増枠し青海寮の更なる
充実が必要である。
・多くの生徒が志願す
るよう、一層魅力ある
学校づくりを期待す
る。
10年後は生徒数が減
少するが、地域ともっ
と連携した取組を期待
する。
・地域課題を地球規模
の視点で考察されなが
ら策定されるビジョン
に期待する。

B

働き方改革
の推進

・ノー残業デーの徹底や校
務支援システムの円滑な運
用により、校務の効率化を
推進する。
・「在校等時間管理システ
ム」により業務時間を適正に
把握し、教職員のワーク・ラ
イフ・バランスの実現を推進
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。

2

・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】46.2%、特に部活動指
導や校務分掌業務による増加が
顕著である。
【日置校舎】27.2%、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】28.3%、全体的には減
少傾向ではあるが、時期により、
資格試験のための補習や講習、部
活動指導、校務分掌業務の時間
が増加する。

・「働き方改革の推進」
の停滞が教育活動の
妨げ、生徒への不利
益にならないように積
極的な取り組みに期待
する。
・健康管理に留意され
されたい。
・通常の仕事と部活動
指導等は個別に考え
るべきと思われる。
・業務の大変さはわか
りますが、自分も家族
も大切にしてほしい。
・部活動における先生
方の献身的なご指導
に感謝している。
・時間外問題はどこの
学校もありますが、先
生同士の助け合いも
必要である。
・感染症の影響の度合
いによるものかもしれ
ないが、前年度に比
べ、割合が増加してい
る。総時間数が縮小傾
向にあるのであればよ
いが。

C

新型コロナ
ウイルス感
染症対策

・感染状況に応じて、国・県
の対応マニュアル等に従い
ながら、本校感染症対策行
動計画を随時見直し、青海
寮も含めた感染症対策の徹
底を図る。
・臨時休業等も想定しなが
ら、生徒の学習機会確保と
指導方法の工夫・改善を図
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。

3

・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、青海
寮の各所に足踏み式消毒スタンド
と食堂にパーティションを設置し
た。
・タブレット端末を活用した学習指
導方法の工夫・改善に取り組むと
ともに、端末の持ち帰りに対応した
環境を整備するなど、学習機会の
確保を図った。

・感染症対策への徹底
のためには継続的な
衛生教育を望む。
・青海寮感染対策をは
じめ十分にできてい
る。
・陽性者や感染の疑い
のある人が出た場合
の早期の対応がなさ
れていると思う。
・これまでどうりの対策
をしっかり守るように生
徒指導をお願いする。

B

総
括
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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

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。

3

・肯定的回答が６９．７％であり、昨
年度(78.5%)から減少したが、「あて
はまる」の回答は３１．６％
(R2:28.2%)と増加している。（「やや
あてはまる」の回答が減少
(R3:38.1%←R2:50.3%))

・地域交流、国際交流等の様子や
タブレット等を活用した講演会、部
活動等における生徒の活躍状況
等をＨＰや大津校舎通信等で積極
的に情報発信した。進路情報のさ
らなる提供を要望する意見があっ
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。

3

・肯定的回答が生徒：８１．４％
（R2:82.5%）、保護者：６７．５％
(R2:70.8%)であった。
・３校舎学習発表会をオンラインで
つないで２年ぶりに開催した。３校
舎代表の「発表生徒が大津校舎に
集まり、地域と連携した活動等に
ついて、質の高い内容をそれぞれ
発表した。感染症対策の観点から
公開は行わなかった。
・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は先方の
事情により、やむなく中止となっ
た。

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

・PTA関連の保護者との連携や準
備等は概ね目標を達成できたが、
校舎間で一層スムーズに連絡・調
整しながら準備等を進めていく必
要がある。

・行事等の準備への対
応が良いと認識した。 A

学習習慣の
確立と主体
的な学びに
対する積極
的な支援

･ １人１台端末等のＩＣＴ環境
を効果的に活用し、確かな
学力の定着を図る。
･ 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９９．０％(昨年度は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(6/8～6/10、11/9～
11/11)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１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

・緊急メールを活用して、学校の情
報提供などの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２
８日現在で６６回（平均週1.8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、９０％以上の生徒が肯定
的な意見であった。
・韓国中馬高校とは、今年度は先
方の事情により交流が実施できな
かった。

評価
領域

大　津　校　舎 大津校舎

学
校
運
営
等

大
津
校
舎

・学習発表会のオンラ
イン開催などコロナ禍
での新たな取り組みに
工夫が見られる。
・コロナ禍の状況でよく
活動している。
・様々な特色ある活動
を今後とも新聞、テレ
ビ、ケーブルテレビ等
で積極的に発信してほ
しい。
・国際交流は今後も積
極的に行ってほしい。

B

教
務

・授業評価アンケート
における満足度等、重
点目標の達成度の高
さを評価する。
・生徒の授業に対する
満足度の結果は大変
すばらしいと思う。生徒
の学力をしっかりつけ
るために今後ともよろ
しくお願いしたい。
・長門学においてコミュ
ニティ・スクール活動推
進員さんとよく連携で
きているので今後もお
願いしたい。

A

5



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。

3

・あらゆる場面で生徒の基本的生
活習慣確立をめざして指導を行う
ことができたが、達成度について
は事後のアンケート結果によりわ
ずかに９０％に届かなかった。生徒
がルールやマナーを守り規律正し
い学校生活が送られるよう今後も
引き続き指導を継続していく。

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

・交通安全教室を活用し交通マ
ナー意識の向上は図られたが、す
べての生徒の定着には至っていな
いので今後も指導を強化していく。
・携帯電話の利用について、ルー
ルが守られていない事案があった
が、速やかに事後指導に取り組
み、啓発を重ねたことにより、全校
で取り組んでいく機運が高まった。
・生徒は概ね落ち着いて学習や学
校行事に取り組んでいる。学年が
上がるにつれて、大津緑洋校生と
しての自覚や誇りは着実に育まれ
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。

4

・授業や体育的行事、身体測定等
を通じて、生活習慣や運動習慣の
振り返りを行った結果、主体的に
健康や体力の向上に努めていると
する生徒の割合が、学校アンケー
トによると昨年度から２．６％向上
し８５．１％だった。
・感染症対策としては、常時の換
気や昼食時の黙食がやや不十分
であるものの、概ね適切な行動選
択ができている。

健診結果に
基づく事後
措置率の向
上

・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ととも
に、生徒に対する個別の保
健指導を行う。
・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、健康診断後と長期休
業前、10月・11月と個別に受診の
必要性を伝えるなど保健指導を
行った。
・長期休業前には保護者会で担任
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。
・全体の受診率としては60％を超
えているが、自覚症状がないもの
については受診をしにくい傾向に
あるため、保健指導の充実ととも
に担任・家庭との協力を一層強化
していく必要がある。
・学校保健安全委員会を効果的に
活用していく。

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。

4

・SCと連携しながらケース会議を
適切に開催したことにより、綿密な
情報交換を行うことができ、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
級の現状やコロナ禍における生活
支援の在り方」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一層努める。

生
活
支
援

生
徒
指
導

・情報モラルの教育に
ついて今後も十分な取
り組みを期待してい
る。
・数値目標での管理も
必要だが、個別の対応
をそれぞれの生徒に
合ったものが必要と思
われる。
・3校舎とも、一部の人
であるが自転車の交
通マナーが悪い生徒
がいる。

B

保
健
体
育

・主体的に健康や体力
の向上に努めている
生徒の割合増加等、
指導の成果がみられ
る。

A

6



組織的・系
統的なキャ
リア教育の
一層の充実

・企業・事業所等と連携を図
りながら、進路講演（オンラ
イン含む）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。
・大学等と連携して出前授業
（オンライン含む）や大学訪
問を実施することにより、生
徒一人ひとりの進路実現を
図る。

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。

4

・肯定的回答が、生徒は９０％で
あったが、保護者については７０％
であった。
・進路講演会（オンライン）等の機
会を通して特に３年生には十分な
情報提供ができたが、今後、１・２
年生の保護者向けにも最新かつ
質の高い情報を提供していく必要
がある。

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。
・生徒一人ひとりの進路希望
や学習状況に適した課外授
業や個別指導を行い、きめ
細かな支援の充実を図る。
・ＩＣＴを活用し、生徒の主体
的な学びを支援するととも
に、家庭等への迅速且つ正
確な情報提供等による連携
強化を図る。

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

・オンラインの進路講演会を多数
取り入れたが、そのノウハウを生
かし、今後は、生徒の個々のニー
ズに合うようにきめ細かいキャリア
支援を行う必要がある。
・３年の志願理由書、面接、小論文
指導について、タブレット端末等を
活用しながら、、学校全体で組織
的に取り組み、生徒の進路実現を
サポートできた。

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

・教員と連携し予算を適切に執行
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。引き続
き、教員及び校舎間との連携強化
に取り組む。

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。今後も、接遇向上に対す
る職員の意識啓発に取り組む。

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

・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
携活動を中止した。その際、活動
の意義や必要性について再確認し
た。
・今後、各活動についてコロナ収束
後の連携の在り方や連携内容の
精査を行い、来年度以降に実践し
ていく。

・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10回以上、ＴＶ放映５
回以上、ＨＰの更新25回以上と学
校の活動を積極的に発信してい
る。
・学習発表会の動画をYoutubeで
公開し、生徒の日頃の学習や研究
の成果を発信することで、、家庭や
地域への学校理解に努めた。

・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。
・５月から直売所を開催したが、感
染症拡大防止の観点から８月下旬
から１０月上旬までの開催を取りや
めたため、来場者数は２，２４６人
に留まっている。（昨年度１年間で
２，８９７人。）
・今年度も外部（保育園・小学校・
地域住民等）を招いての活動を全
て中止したため、年間学校来場者
数は1月２０日現在で２，２５５人で
ある。

評価
領域

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。

・コロナ禍で学校来場
者数が制限される状
況においてHPでの学
校活動の積極的な発
信は、学校運営にとっ
て重要な活動であり、
評価できる。
・感染症拡大防止の観
点から、影響の少ない
取り組み方を視野に検
討されたい。
・ケーブルテレビはあ
る程度の期間に繰り返
し放映されるので、視
聴者は限定されるが、
回数が多いことから理
解促進が図れる。
・コロナ禍が落ち着い
たら、幼・小・中の子供
達と交流し日置校舎の
魅力を伝えてほしい。
アンケートに日置校舎
のみ「入学してよかっ
たと思う」の項目がな
いが統一すべきではな
いか。
・コロナの状況で仕方
内面もあると思う。
・コロナの関係から、制
約が多く大変だと思う
が、今後とも地域の
方々、小・中学校の児
童生徒との結びつきを
重視してほしい。
・今年度も新型コロナ
の関係で活動中止が
多くなり残念であるが、
収束後の活動を楽し
みにしたい。直売所は
あいかわらず評判がい
いようである。
・感染症の影響によ
り、達成度が低くならざ
るを得なった状況を理
解する。

B

キ
ャ
リ
ア
支
援

進
路
指
導

・生徒への進路指導と
しては十分な成果が得
られている。
・保護者と生徒との回
答の差があるので、保
護者へ理解してもらう
発信が必要と思われ
る。

A

事
務

・接遇向上の取り組み
が継続することを期待
する。

B
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・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

2
２学期末の授業アンケートの「授業
のポイントはよくわかる」が３．７ポ
イントであった。

・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

2
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は７
５．２％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５割以上であ
　　る。
３　アが３.７ポイント以上で、イが５割未満であ
　　る。
２　アが３.７ポイント未満で、イが５割以上であ
　　る。
１　アが３.７ポイント未満で、イが５割未満であ
　　る。

4

２学期末の授業アンケートの「先生
が用意する教材は解りやすく工夫
されている」が３．８ポイントで、１
度でもＩＣＴを利用して授業を行った
先生が８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

･定期的に行う頭髪･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、自発的に行動でき、主体的に
取り組める生徒育成が今後の課
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。

2

・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を通じて
３キャンパス一体感の醸成に努め
た。今後も他校舎との活動や合同
行事等の運営方法を模索しなが
ら、他者理解の機会をつくっていき
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。

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。

1

・全体へ月1回、個人へ各学期末
に保健指導を行ったものの、受診
率が35.4%であった。学年によって
受診率に大きな差があるので、別
のアプローチも考えていきたい。今
後も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
84％、「ときどき食べる」が13%、「い
つも食べない」が3%と、昨年度同様
良好である。また、睡眠時間に関し
ては、「～5時間」が4％、「5～6時
間」が8％、「6～7時間」が39%、「7
～8時間」が38％、「8時間～」が
11％であった。規則正しい生活リ
ズムの定着に向け、継続的な働き
かけをしていきたい。

・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
情報共有・指導支援の方針を決め
る会議を適宜行い、組織的な教育
相談に努めた。

学
校
運
営
等

教
務

分かる授業
の実践に努
め、学力の
向上を図
る。

・解りやすい教材作り
の高評価が今後、生
徒の理解度やテストの
結果に反映することを
期待する。
・学習内容への理解と
学習習慣の取得のた
め、取組みの継続に期
待する。
・「授業のポイントはよ
くわかる」のポイントが
少し少ないのは残念で
ある。

C

生
活
支
援

生
徒
指
導

人間関係能
力の向上を
図る。

・コロナ禍での３キャン
パス制のメリット実践
への努力を評価する。

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。

・受診率向上への継続
的な取り組みに期待す
る。
・受診率が低いのは気
になる。

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回の進路行事を行ってい
る。とても良かったと、良かったを
合わせると８０％を上回っている。
今後、２月・３月に１回ずつ進路行
事を行う予定である。

・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。

3

就職か進学かについては、ほぼ全
員決まっている。今後は進路希望
先が決まるようにしていきたい。１
月下旬に進路希望調査を実施し、
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
就職希望１２名、進学希望２３名の
進路が
第１希望で全て決定する。

地域との連
携を強化す
る。

・学校・地域連携協議会や地
元の関係機関との連携を強
化する。

４　延べ数で８０団体以上の連携と交流を図るこ
　　とができた。
３　延べ数で６０団体以上の連携と交流を図るこ
　　とができた。
２　延べ数で４０団体以上の連携と交流を図るこ
　　とができた。
１　延べ数で４０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

・本年度もコロナウイルス感染防止
対策をとり、連携活動を実施した。
昨年同様に中止の選択を行なった
連携も多い。現在まで、約４３団体
と連携活動を行っている。

地域との連
携を強化す
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、１８回の運営
で2,060人の来客があった。（昨年
24回、2,809人）新型コロナ感染予
防対策のため8月下旬から9月の
直売所運営を中止した。

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３年生が４名受験
し、全員合格している。（２級１名、
３級３名）１２月は全員受験し、結
果は１月中旬発表予定である。（昨
年２年生合格率65.7％）

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、感染症対策等で教員と連
携して、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
・行事予定や先生毎の授業時間等
を把握することで、電話や来客へ
の対応が向上した。

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

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、生徒の
「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７２．８％　　保護者８２．
６％

・生徒の肯定的意見は前年度比－
１７％と評価が下がった。今年度も
地域連携した授業や学校行事が
減少したためと思われる。こうした
中、感染症対策を取りながら、企
業訪問や施設見学等、少しずつ実
施している。今後、やまぐちハイス
クールブランド創出事業や海と日
本プロジェクトの事業の取組も推
進していきながら、地域との連携を
図りたい。

・コロナ禍での活動制
限の影響が大きいが、
今後の新たな取り組み
に期待している。
・コロナの影響で難し
い面があるが、地域住
民や小・中学校児童生
徒との連携について
は、今後ともよろしくお
願いしたい。
・今後もやまぐちハイス
クールブランド創出事
業や海と日本プロジェ
クトの事業を推進して
ほしい。

B

総
務

円滑な業務
遂行

・３校舎間の密な連絡体制
の確立と情報の共有を図
る。
・コロナ禍での業務の見直し
を進めるとともにアンケート
等により教職員の意見を集
約し協働体制の構築を図
る。

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、確認を
　　要した。

2

・電話、FAXやメールで３校舎間の
連絡を行っているが、さらに正確な
情報共有に努めたい。
・新型コロナ感染の状況が頻繁に
変化し、先の見通しを立てることが
難しくいが、教職員間の意見集約
にICTを活用するなど、効率的な協
働体制を図っていきたい。

・コロナ禍での頻繁な
状況変化においてゆと
りのある連絡調整が困
難な点は理解する。
・行事等の実施に支障
のないよう取り組まれ
たい。
・感染症の影響によ
り、達成度が低くならざ
るを得なった状況を理
解する。

B

農
業

・コロナ禍で活動が制
限される状況で、直売
所が十分に活用されて
いる事を評価する。
・地域との連携及び交
流の継続に期待する。
・農業の特性を良く理
解して頑張っていると
思う。

B

事
務

・接遇向上のための工
夫の成果が見られる。 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。

・役立つ進路行事の実
施及び進路決定率の
高さは、進路指導の成
果として高く評価でき
る。
・一般の人には、日置
校舎就職先は農業関
係との認識があるの
で、進学先・就職先の
学校名、会社名の更な
る発信が必要と思わ
れる。

A

評価
領域

水　産　校　舎 水産校舎

学
校
運
営
等

9



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。

2

・２学期期末考査での欠点保有者
は昨年度と比較して、同程度で
あったが、1年生の欠点保有者数
が増加した。
今後も学年を中心に学校全体で指
導を行い、欠点保有者の減少に努
める。

・欠点保有者数の減少
への今後の取組に期
待する。
・学内連携による取組
みの継続により、欠点
保有者の減少に期待
する。

C

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、各学年のHR
等において正しい身だしなみの徹
底を図った。
・継続的な指導が必要な生徒は少
なくなった。

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
気付けるように努めた。

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。

3

・学校行事（遠泳大会・駅伝大会）
と体育授業との連携を図り、体力
の向上に繋ぐことができた。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い、コロナ対
策とともに体力の向上に繋げる事
ができた。

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。

3

・今年度は治療率が６７％で７０％
に達しなかった。コロナの影響で受
診控えもあったように思う。保健面
談も１年と２年技術科しかできな
かったので、保健面談で受診を促
すことも有効だったと思われる。

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

・少しずつではあるが、自分のこと
は自分で行うということが出来るよ
うになってきた。
　今後は寮役員と舎監同席の会議
を行い、自治能力を高めるような
取組を行っていきたい。

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。

4

・２学期の寮役員交代のタイミング
で、掃除の点検を舎監ではなく、寮
役員に任せることとした。まだ、見
落とし部分もあるが、寮生による自
主的な掃除習慣の確立を目指して
いきたい。

進
路
指
導

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

・進路に対する多様なニーズを把
握し、適切に進路決定につなげ
た。一方、基礎学力の充実が以前
にまして課題である。

・進路希望の実現に向
けた指導の成果が内
定率の高さに表れてい
る。

A

海
洋
技
術

目的意識の
育成

実社会で役に立つ免許取得
を通して実践的な知識、能
力、技術、技能を涵養し、漁
業就業者支援による漁業従
事者の増加・海技士の育成
強化を目指す。

４　漁業従事者または海技者の就職率１００％
３　漁業従事者または海技者の就職率８０％
２　漁業従事者または海技者の就職率６０％
１　漁業従事者または海技者の就職率６０％未
　　満

4

・漁業従事者、海技者の就職希望
者の内定率は100％であったが、
漁業従事希望者数は全体の
4.7％、専攻科を含む海技士希望
者数は全体の76.2％となった。県
内唯一の水産教育を行う本科とし
て地域産業を担う漁業従事者を排
出していかなければならない。今
後、地域の産業団体と連携し力を
借りながら生徒自身に興味をもた
せるような教育に取り組んでいく。

・地域と連携した漁業
への意識付けを期待
する。

A

学
校
運
営
等

生
活
支
援

生
徒
指
導

・生徒へのきめ細かい
声掛け指導の成果が、
問題行動の減少に表
れていると考えられ
る。
・教員から生徒へのき
め細かい声かけ指導
はとても良いことだと
思う。

B

保
健
体
育

・体力向上への指導の
成果が表れている。治
療率の向上にも期待し
たい。

B

生
活
支
援

寮
務

・生徒との連携に関す
る課題解決については
今後の取組に期待し
たい。
・コロナ禍対策が素晴
らしい。今後生徒数確
保には、市外・県外の
生徒増が必須。更なる
寮の充実が求められ
る。

B

キ
ャ
リ
ア
支
援
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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。

4

・学習内容に対応した企業・団体と
協力しながら、学校だけでは行うこ
とのできない種苗生産実習や他の
生徒の学校の生徒と協同による学
習等をすすめることができ、教育
効果が上がったと考える。

海洋科学科
の発展

・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、0.8倍を超えた。
３　入試倍率が、0.6倍を超えた。
２　入試倍率が。0.4倍を超えた。
１　入試倍率が、0.4倍未満であった。

・志願者数が決定した後、評価す
る。

・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
定が決定している。

・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、10月の定期
試験で2級海技士（航海）に2名が
受験し、2名とも4科目中3科目の科
目合格をしている。また、機関科に
ついては、2級海技士(機関）に1名
が受験し、4科目中1科目の科目合
格をしている。令和4年2月の定期
試験においては両科合わせ5名が
2級海技士の筆記試験にチャレン
ジする予定である。
　現在、専攻科生全員令和4年3月
に実施される3級海技士（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 効率的な予算の執行ができた。

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
来客予定の方などの事前の情報
共有などが十分にできた。

水
産

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

・全員内定は、企業が
求める人材育成の成
果の表れとして評価し
たい。
・特に若者離れが進む
業種であるが、海の魅
力をしっかり伝えてほ
しい。

B

事
務

・接遇向上の取り組み
が継続することを期待
する。

B

キ
ャ
リ
ア
支
援

海
洋
科
学

・企業・団体との協力
は、生徒にとっても良
い刺激になり、継続し
た連携を期待する。
・今後定員数確保、増
には県外枠増が必要
であると思う。

B
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５　　学校評価総括（取組の成果と課題）
【３校舎共通】
・新型コロナウイルス感染症の状況に注視しながら、感染症対策を徹底した中で、学校運営協議会を年３回予定どおり開催できた。これまでは毎回大津校舎で開催して
いたが、今年度は回ごとに会場を変えて３校舎で開催し、農場見学や校舎見学等も実施するなど、３キャンパス制ならではの学校運営協議会を実施できた。引き続き､協
議会での意見、提案等を学校運営に生かしながら、コミュニティ・スクールとして、魅力ある学校づくりの取組を一層推進する。
・３校舎生徒会活動では、「一（はじめ）～逆境からの飛躍～」をチャレンジ目標に掲げ、東京オリンピック7人制女子ラグビーブラジル代表選手との交流イベントや、ロシ
ア・ソチ市との交流活動に参加した。タブレット端末を活用した新しい連携の在り方が実践できた。今後も、３校舎で連携しながら地域と連携した活動に取り組んでいく。
・各校舎とも感染対策を徹底した上で、文化祭、夢市場、遠泳大会等の行事を実施した。今後も工夫・改善を図りながら行事等の在り方を検討していく。
・学校Webページや保護者メール等を活用し、迅速な情報発信に努めた。
・昨年度末に配備されたタブレット端末や大型提示装置等を活用するため、ＩＣＴ研修会を開いたり、活用推進を呼びかけたりしたことにより、学習指導・進路指導等の改
善及び業務の効率化が図られた。今後さらに、時間外在校等時間の削減に努めていく。
・ＰＴＡ活動については、例年通りに学校行事等が実施できなかったこともあり、限られた活動にとどまった。コロナ禍の中でのPTA活動の在り方を検討する必要がある。
・青海寮では、感染症対策を強化するとともに、各部屋でのインターネット環境の整備を進めた。今後、利用規定等の運用面の準備が整い次第、寮生に周知を図り、利用
を開始する予定である。

【大津校舎】
（学校運営）
 ・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「長門学」や職場体験等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Weｂページ、緊急メールや毎月発行の「大津校舎通信」等を活用して、保護者や地域の方々に迅速で分かりやすい情報発信に努めた。今後は進路状況等も積極
的に発信し、志願者増加につなげていく必要がある。
（学習指導）
 ・タブレット端末や大型提示装置等のＩＣＴ機器を活用した学習指導に積極的に取り組んだ。今後もコロナ禍にあっても対応できるよう、ＩＣＴの効果的な活用方策について
引き続き検討し、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。
 ・観点別学習状況の評価の在り方について共通理解を図り、指導と評価の一体化に向けた取組を進めていく必要がある。
（進路指導）
 ・進路課と学年が連携し、組織的で効果的な進路指導体制の基盤づくりができた。今後は継続的な体制にするとともに、生徒の個々のニーズに合うよう一層きめ細かい
支援をしていく必要がある。
 ・タブレット端末を活用した生徒への進路支援を実践するとともに、進路関連業務についても効率化・迅速化を図ることができた。また、昨年度同様に、オンラインを活用
して大学教授や卒業生による講演会を実施できた。今後も感染拡大状況に注意しながら、生徒の主体的な進路選択・実現につなげていけるよう、支援していく必要があ
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、特に交通マナーの一層の向上に向けた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、感染状況に対応しながら、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）
 ・今年度は韓国中馬高校との交流が感染症拡大の影響や先方の事情等により、実施できなかった。今後の交流方法や内容等について検討していく必要がある。
【日置校舎】
（学校運営・地域連携）
・地域をフィールドとした連携・貢献活動は授業や資格取得につながるものに限定し、規模を縮小して実施した。また、直売所や苗販売は感染症対策をしながら外部に公
開したが、農高祭は保護者限定とし、小学校、保育園との連携、子育て広場など多くの学校開放の取組は中止した。今後の再開に向けて、内容や活動の精選が必要で
ある。
（学習指導）
・「分かる授業」の取組として、ＩＣＴの積極的な活用やアクティブ・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た。生徒の基礎学力の定着
や成績不振者の指導については、教員の熱心な個別指導に支えられている。今後もICTを活用した授業実践の共有や各教員の授業力のさらなる向上を図っていく。
（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基本的な生活習慣は確立しているが、自己を客観的に振り返ったり、現状を把握して自主的に行動したり
する力が不十分である。今後も自分で考え、判断し、行動できるよう、生徒の自律心の育成に努める。
・健康診断及び事前事後の保健指導の充実により、事後措置における要精密検査の受診率はほぼ１００％であるが、全体的な受診率は低下している。今後、保健だより
の活用や機会をとらえた指導により、生徒の健康意識のさらなる向上を図る必要がある。
（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１００％を達成した。今後も進路に係る生徒研修や進路ガイダンスを充実させ、１・２年次での進路意識の醸成に努めていく。
（農業）
・本年度も授業における地域や関連産業との連携活動に積極的に取り組んだ。また、直売所の運営等を通して実践的・体験的に農業の専門的な学習と６次産業化に向
けた学習を行った。日本農業技術検定をはじめ様々な資格取得に熱心に取り組み、アグリマイスター顕彰で多くの生徒が表彰された。プロジェクト発表では畜産部門が
中国ブロック大会優秀賞を受賞するとともに、第１０回イオンエコワングランプリでは全国１０２校のうち最終審査会進出の１０校に選ばれ、審査員特別賞を受賞した。これ
らの取組を通して、生徒の探究心や向上心にの育成に繋がった。

【水産校舎】
（学校運営・地域連携）
・実習船の代替船建造の時期を迎え、３県合同実習の在り方などの検討を進めている。実習船３県共同運航教育部会の連携を密にして、新型コロナウイルス感染症拡
大防止に対応しながら安全で充実した実習船教育を実施した。
・地域や関係機関と連携した活動では、沿岸漁業後継者の育成に向け、県農林水産部・漁協と連携した生徒・保護者を対象に漁業就業支援説明会を実施、生徒約２０名
が参加した。また、県水産加工展で「マグロジャーキー」が昨年度に引き続き、「長門市長賞」を受賞するなど、地域の活性化に貢献するとともに、生徒の学習活動・体験
活動の成果を上げることができた。
・体験型オープンキャンパス、中学校訪問に加え、１２月の「生徒・保護者向け学校説明会」には、２７家族の参加があった。また、中学生向けに発信している「青海TV」で
も学校の様子を配信し、志願者数の増加に努めていく。
・「日本海南部地区水産教育研究協議会」「全国水産・海洋系高校生徒研究発表大会」については、関係各位と連携し、円滑な運営ができた。また、日本海南部地区水
産教育研究協議会生徒研究発表では、「青海島産　ガンガゼを使った商品開発～藻場の再生を目指して～」が第２位となった。
（学習指導）
・学習状況や出席状況は特に問題はないが、苦手科目の取組状況等に引き続き課題が残った。特に、１学年に欠点科目保有者が多く、学習習慣と基礎学力の定着が課
題である。基礎基本の修得に向け、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。
（生徒指導）
・定期的なアンケートや相談活動、教職員間における情報共有等、未然防止の取組を推進している。人間関係や行動面で特別な支援や配慮が必要な生徒には、スクー
ルカウンセラーや特別支援指導員との面談も実施し、保護者とも連絡を取りながら細やかに対応している。引き続き、保護者や関係機関・専門家との緊密な連携を図っ
ていく。
・今年度は、生徒会活動の主催の行事が少なかったが、クラスマッチや役員選挙にICTを活用するなど、新しい取り組みにも挑戦した。来年度も、アイディアを出し、各種
行事を開催していき、学校の活性化に繋げたい。
（進路指導）
・企業・上級学校と連携した進路ガイダンスの実施や、きめ細かな全員面談、事前指導の充実により、２学期中に全ての生徒の進路を決定することができた。
・漁業の担い手育成に力を入れている中、本年度は昨年度と同様５名、漁業に就業することとなり、継続した成果が表れた。全体としても専門高校としての特長を生かし
水産関係の進路選択が８割を超えている。
・進学面では、水産関係の長崎大学水産学部、水産大学校、国立海技短期大学等の他、大阪産業大学や東大阪大学短期大学部等への合格を果たした。
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【３校舎共通】
・県教育委員会において再定義される「スクール・ミッション」に基づき、本校の「スクールポリシー」策定に向けて、学校運営協議会や校内において協議・検討を進める。
・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。
・家庭や地域と連携しながら生徒会活動や学校行事を通して、生徒の主体性を育む教育活動の推進に努める。
・学校Webページの迅速な情報更新に努め、コンテンツを充実させるとともにSNSやマスメディアの利用も行い、地域及び小・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。
・学校行事の在り方を見直すとともに、感染対策を徹底し、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。
・ＰＴＡ総会やその他のＰＴＡ行事等において、３校舎の保護者や教職員との交流が深まる活動の在り方を検討する。
・青海寮において、寮役員を中心に舎監教員との対話の機会を増やすなどして、寮生が自主的に規律正しい生活が送ることができるよう、自律した生活指導を行う。

【大津校舎】
（学校運営）
 ・地域の企業や関係機関、大学等と連携した活動を積極的に推進し、生徒のキャリア支援に資する取組を組織的に進めていく。
 ・学校Web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、魅力的な情報発信を行うとともに、進路情報を積極的に発信し、志願者増
加につなげる。
（学習指導）
 ・タブレット端末や大型提示装置等を活用した授業実践を一層推進するとともに、学習効果の検証も行う。
 ・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全教員で取り組み、生徒の学力向上につなげる。
（進路指導）
 ・進路課と学年が連携した組織的な進路指導体制を強化するとともに、生徒一人ひとりの進路実現に向けて情報共有を図る。
 ・タブレット端末を活用した生徒への進路支援を継続するとともに、生徒の進路実現に一層寄与するよう、改善を図る。
（生徒指導・保健指導）
 ・感染症対策に生徒・教職員が一体となって引き続き取り組みながら、各種委員会や生徒会役員等を中心として、学校行事等の在り方について工夫・改善を図る。
 ・３校舎が連携して、生徒会活動や委員会活動等の充実に取り組む。
 ・いじめ等の未然防止・早期発見に向けて、引き続き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）
 ・国際交流の在り方について、今後の交流方法や内容等について検討する。
【日置校舎】
・Webページや校舎通信「はまゆう便り」、YouTubeでの動画配信を有効に活用し、地域連携・貢献活動、学校開放、学校行事など生徒の活動を発信し、「地域と共にある
学校づくり」を推進するとともに、日置校舎の魅力発信と学校理解の促進を図ることで生徒募集に繋げていく。
・農業のプロジェクト研究だけでなく、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。
・ＩＣＴの活用、アクティブ・ラーニングの推進を図り、分かりやすい授業の実践をめざす。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
会をさらに増やしていく。
・教育相談・支援体制を充実させることで生徒理解を深め、各生徒への支援体制を強化する。また、生徒の自己認識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、自律心の醸成を図る。
・健康診断の事後措置における受診率向上のための取組を工夫するとともに、生徒の健康意識と自己管理能力の向上を図る。
・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、進路講話等を企画し、生徒の進路意識の向上を図る。また、キャリアパスポートを有効
活用する。

【水産校舎】
・県内唯一の水産科専門高校として、地域密着の教育活動を展開しながら、本校舎の使命である「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・海洋系関係機関はもとより、それ以外の機関とも情報連
携を深めていく必要がある。
・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、実施体制や年間行事計画の見直しと進捗状況の確認等を行っていく。
・学習活動では、生徒の基礎学力の向上に向け、全教員がICTを活用した授業改善に努めるとともに、粘り強くきめ細かい指導をしていく。
・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、生徒の主体的な活動を促すように、組織的に取り組む。
・進路指導では、１・２年時からの面談や基礎学力診断テストの効果的な活用により、進路意識の醸成・進路希望の早期決定を図る。また、ガイダンスの実施や分掌の連
携など組織的な指導体制を充実させ、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、校内外の研修を充実させ教職員の資質向上に努め、特長ある教育活動を行い水産校舎の魅力を高めるこ
とで、入学志願者の増加に繋げていく。生徒募集に向けた情報発信等も更なる工夫・改善を行っていく。

６　　次年度への改善策
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