
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）

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

4　自己評価 5　学校関係者評価

評価
領域 重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準 達成

度 重点目標の達成状況の診断・分析 学校関係者からの意見・要望等 評価

学
習
指
導

・基礎・基本の定
着と学習意欲の
向上
・進路希望実現
のための学力の
伸長

・尐人数指導、ＴＴ、習熟
度別学習等を取り入れ
た、個に応じた指導を充
実する。
・ノート、レポート提出や
小テストを継続的に実施
する。

4:授業評価で肯定的評価が９０％以
上であった。
3:授業評価で肯定的評価が７５％以
上であった。
2:授業評価で肯定的評価が６０％以
上であった。
1:授業評価で肯定的評価が６０％未
満であった。

3

・学校全体として、個に応じた指導の充実が図られ、高い
肯定的評価を得ることができた。特に、自分の興味・関心
に基づいて選択した授業について、生徒は意欲的に取り
組んでいた。
・進路希望実現に向けて、生徒の目的意識を高め、積極
的に学習に取り組ませたい。また、キャリア教育の視点か
ら、学習の重要性を感じさせ、学力の更なる定着・伸長を
図る必要がある。

・単位制による尐人数制
の授業も多く、きめ細か
な指導ができている。そ
の一方では、自主性も育
てなければならない。
・学習意欲の向上や学力
差への対応に向けて、さ
らに努力してほしい。
　

B

・規範意識の向
上

・頭髪・服装検査を計画
的に行う。
・継続的に声かけを行う。
・自転車点検等を厳格に
行う。
・問題行動への毅然とし
た対応と、きめ細かな指
導を行う。
・積極的に保護者との連
携を図る。

4:学校評価で肯定的評価が９０％以
上であった。
3:学校評価で肯定的評価が７５％以
上であった。
2:学校評価で肯定的評価が６０％以
上であった。
1:学校評価で肯定的評価が６０％未
満であった。

2

・２か月に１回程度の頭髪服装検査では、再検査、再々
検査さらには保護者連絡など各科やクラス担任と連携を
とりながら根気強く指導した。回数や基準など見直す課題
もあり、今後、検討した。
・自転車点検や自転車通学の登録など特に年度当初を
中心に厳しく対応した。また、校内の駐輪場や美祢駅の
駐輪場での指導により駐輪状況も改善がみられた。校外
での乗車マナーなどが今後の課題である。
・問題行動に対しては、家庭訪問を積極的に行い、本人
のみならず、保護者とのコミュニケーションが十分にとれ
るよう心がけた。問題行動を未然に防ぐための日常的な
指導のあり方が課題である。

・教育相談体制
の充実

・ケース会議や研修会を
実施して、生徒の実態を
把握する。
・スクールカウンセラーと
協同して、支援体制を整
備し教育相談の充実を図
る。

4:学校評価で肯定的評価が９０％以
上であった。
3:学校評価で肯定的評価が７５％以
上であった。
2:学校評価で肯定的評価が６０％以
上であった。
1:学校評価で肯定的評価が６０％未
満であった。

3

・校内研修会を８月と１０月に実施した。８月は係が講師と
なり教員間の情報共有と連携の大切さについて，１０月は
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰを講師に心の健康と不健康の見極め等に
ついて研修した。
・養護教諭，HR担任，部活動顧問等から，悩みを抱える
生徒の情報を得て，ケースに応じて教育相談係教員やｽ
ｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰの面談や支援を実施し，継続して生徒を支
援する体制ができた。また，希望に応じて保護者もｽｸｰﾙ
ｶｳﾝｾﾗｰと面談してもらった。しかし定期的な情報交換会
を設定できていない課題も残った。

・進学希望者に対し、各
学年に応じた進路希望を
明確にさせる。

4：進路希望を明確にしている生徒が
８０％程度以上いた。
3：進路希望を明確にしている生徒が
７０％程度以上いた。
2：進路希望を明確にしている生徒が
６０％程度以上いた。
1：進路希望を明確にしている生徒が
６０％程度未満であった。

3

・大学見学・出前授業・企業見学会などを行い、上級学校
についての情報を提供すると同時に、進路ガイダンスな
どのキャリア教育を実施した。未だ進路目標の明確化に
至っていない生徒もいるが、オープンキャンパスの参加状
況などからある程度進路希望を明確にする生徒が増えて
いることがうかがえる。

・就職希望者をインターン
シップへ参加させることに
よって、勤労観を養うとと
もに自分の適性を把握さ
せる。

4：参加率が９０％以上であった。
3：参加率が８０％以上であった。
2：参加率が７０％以上であった。
1：参加率が７０％未満であった。

4
・全員、無事インターンシップに参加し、働くことの意義を
学び、貴重な体験をした。就職希望の生徒は、特別な理
由がある者を除いて、ほぼ100％参加した。

・保健だより等を通して、
自分のからだに関心を持
たせ、健康増進を図る。
・虫歯の治療の指導を強
化し、未処置者率を減尐
させる。

4:保健だよりを月に２回以上発行し
た。
3:保健だよりを月に１回発行した。
2:保健だよりを２ヶ月に１回発行し
た。
1:保健だよりをほとんど発行できな
かった。

4

・虫歯の治療率についてはほぼ前年度と同じ程度であっ
たが、運動部加入者への長期休業期間中の通院を促し
ていく必要がある。ただ、経済的理由などの家庭的な事
情を有する生徒が多いので、個人に応じた指導が必要で
ある。

・体力の向上を図る。
・ＫＹＴの理解と自他の安
全意識の向上を図る。
・スポーツテストの診断結
果をもとに、自主的な運
動習慣を身に付けさせ
る。

4:運動が習慣化(生活化)している生
徒がが９０％程度以上であった。
3:運動が習慣化(生活化)している生
徒がが７５％程度以上であった。
2:運動が習慣化(生活化)している生
徒がが６０％程度以上であった。
1:運動が習慣化(生活化)している生
徒がが６０％程度未満であった。

3

・休み時間等を通じて運動を行う生徒が限定されてきてい
るが、地元のダンスクラブ等でスポーツを行う生徒も増え
つつある。また、クラスマッチなどの体育的行事への参加
も意欲的である生徒が多い。今後は運動の合理的、計画
的な実施について、自分の実生活に応じた取り組みが出
来るよう、指導強化していく必要がある。

特
別
活
動

・学校行事の充
実

・部活動の充実

・例年の形式や内容にと
らわれず、学科の特性を
考慮し、生徒全員が積極
的に参加できるよう、その
都度協議する。
・各部活動の状況を定期
的に掌握し、活動を援助
する。

4:学校行事、部活動等の内容及び
生徒の取組がかなり改善された。
3:学校行事、部活動等の内容及び
生徒の取組がやや改善された。
2:学校行事、部活動等の内容及び
生徒の取組が維持できた。
1:学校行事、部活動等の内容及び
生徒の取組が後退した。

3

・文化祭の６月開催やそれに伴う生徒総会の２回実施、
綱引き大会とクラスマッチの同時開催など、例年に比べ
大きな変更が行われたが、それぞれ、生徒たちが積極的
に取り組んだ。普通科と工業科の進路に関わる時期の違
いから発生する問題については、引き続き検討したい。
・定例の顧問会議に加え、部室や予算についての話し合
いも随時開催し、共通理解を持ちながら援助等進めること
ができた。

・文化祭はすばらしかっ
た。吹奏楽部の部員が
増えると楽器が足らない
のではないか。

B

B

・昼休みが食事を含めて
４５分というのは短いの
ではないか。運動等の時
間も確保したほうがよ
い。

・歯の治療率３０％につ
いては、改善を要する。
・新型インフルエンザの
対応は、適切だった。

生
徒
指
導

A

学習指導：学習能力の差が大きく学科によっては意欲のない生徒が多い。
生徒指導：挨拶はよくできるが、基本的生活習慣が身についていない生徒がいる。
教育相談：不登校の生徒の対応に迅速な対応ができなかったケースがあった。
進路指導：学校推薦を希望した生徒全員の進路が決定した。今年度は進学体制を強化する必要がある。
特別活動：生徒会を中心に、各学校行事に生徒の積極的な参加が行えた。

平成２１年度　山口県立青嶺高等学校　学校評価書　　　校長(  藤井　勇夫   ）

・青嶺高等学校１期生の進路の実現
・基本的生活習慣の確立
・教育相談体制の確立
・学校行事の充実
・受検志願者の増加

　○　目的意識の確立と一人ひとりの進路実現
　○　学習習慣の確立と学力の充実
　○　基本的生活習慣の確立と将来の社会人としての資質の育成
　○　学校行事・部活動等の充実による自主性・協調性等の育成

・進路選択の自
主性の育成
・進路目標の早
期設定
・勤労観・職業観
の育成
・就職・進学の
キャリア教育の
充実

進

路

指

導

・生徒のあいさつがとて
もいい感じである。これ
からも継続してほしい。

・服装や頭髪について
は、保護者の責任が大
きい。学校と家庭とが連
携してきちんと指導する
必要がある。
・服装については、外か
らの評価を意識させると
よい。　　また、教員だけ
でなく、生徒同士が注意
しあうことも大切である。

B

・国公立大学の推薦合格
者が４名出ているが、今
後も、大学の進路実績を
高めるよう努力して欲し
い。

・厳しい状況の下で、本
校の就職内定状況はよ
い。来年はさらに厳しい
ことが予想されるので、
引き続き指導して欲し
い。

・卒業生の企業での活躍
はうれしいものである。こ
れからも、OBを招いて、
進路指導に役立ててもら
いたい。

・健康・安全につ
いての理解と体
力の向上

保

健

体

育



○進学ガイダンス機能の
充実
・授業、SSP、LHR、個人
面談などを利用し、生徒
の進路意識と学習意欲を
高めるための機会を増や
す。
・ガイダンスの内容の充
実と工夫を図る。

4:全体的に面談等の機会を３回以上
もった。
3:全体的に面談等の機会を２回もっ
た。
2:全体的に面談等の機会を１回もっ
た。
1:全体的に機会を全く持てなかっ
た。

3

　学期に１回を目標として個人面談を行った。概ね目標を
達成することができた。必要に応じて、保護者との面談を
行ったり、三者面談の形で実施したりするなど、個に応じ
た進路相談を実施することができた。
　ＳＳＰの時間を活用して、大学見学、職場見学、出前授
業（大学の講義の体験）を実施し、進路意識の高揚を図っ
た。

○学習環境の充実
・小テストや課題などを課
す機会を増やし事後指導
を徹底する。
・習熟度別授業や補習、
課外授業などを実施し、
高いレベルに達した生徒
の更なる向上を目指しつ
つ遅進者のケアを行う。
・家庭学習習慣の定着を
図る。

4:小テストや課題を週1回以上行っ
た。
3:小テストや課題を月1回以上行っ
た。
2:小テストや課題を定期テスト毎に
行った。
1:小テストや課題がほとんどできな
かった。

4

　朝の小テストについては、考査期間中を除いてすべて
の週で実施した。1年次は毎日、２年次は週４日、３年次
は週３日と、年次の実情に応じて実施した。再テストや追
加の課題を与えることで、学力向上に寄与した。
　夏期課外も１年次は習熟度別の全員課外、２年次は希
望者、３年次は後期に理科・地歴・公民課外も導入し、年
次の実情に応じた実施となった。また、３年次は、２学期
に平日課外も導入した。教科によっては、高いレベルの
生徒、遅進者等個々に応じた課題での補習にも取り組
み、資格取得のための補習も行った。
　初めての試みとして、長期休業中に「学習合宿」「学習
会」を実施し、自学自習習慣の確立を図った。今年度の
結果を踏まえて、さらに効果的なものにしていきたい。

A

○３年生全員が満足でき
る進路先の決定を支援す
る。
・進路部・クラス担任と連
携し、進路ガイダンスを実
施の上、企業・学校訪問
等を行い、生徒の希望に
応じた求人・指定校推薦
枠を確保する。
・生徒・保護者への進路
情報提供を密にし、情勢
に応じた判断を支援す
る。
・筆記対策・面接対策をよ
りいっそう充実させ、受験
チャンスを逃させない。

4:９０％以上の生徒が満足できる進
路先を決定できた。
3:８０％以上の生徒が満足できる進
路先を決定できた。
2:７０％以上の生徒が満足できる進
路先を決定できた。
1:７０％未満の生徒しか満足できる
進路先を決定できなかった。

3

・比較的早い段階で３年生全員の進路先を決定すること
ができた。しかし、全ての生徒・保護者が満足できる進路
先であったかは疑問である。求人数の激減により、進学
希望に切り替えた生徒、希望通りの職種に就けなかった
生徒もいる。
・春の段階での求人動向が非常に読みにくかったことは
あるものの、結果的に企業への求人依頼の働きかけが
消極的であったこと、情勢の緊迫度を生徒・保護者に伝え
るタイミングが遅れたことは反省点である。
・実戦的な受験対策については、近年、着手する時期を
尐しずつ早めているが、仕上げの時期になって生徒の取
り組みに勢いが出てこなかった。結果的には、厳しい選考
基準の中、とりこぼしはほとんどなかったものの、「社会に
出る意識」の発達遅れが一段と深刻化していることへの
対応が必要である。

○１・２年次生のキャリア
教育の強化
・ＳＳＰ（総合的な学習の
時間）、インターンシップ
の実施方法・内容を再点
検し、より充実したものに
する。
・授業や資格試験対策等
での動機付けをより強化
（社会情勢変化に対応）
する。

4:９０％以上の生徒が資格取得をし
た。
3:７５％以上の生徒が資格取得をし
た。
2:６０％以上の生徒が資格取得をし
た。
1:６０％未満の生徒し資格取得がで
きなかった。

3

・生徒は、雇用情勢が厳しくなっていることは十分に認識
しており、資格・検定試験へ挑戦する数やインターンシッ
プへの参加（２年次生の就職希望者３９名全員参加）は増
えている。しかしながら、合格数は伸びておらず、取り組
みに甘さがあることは否めない。各部と連携のもと、基本
的な生活習慣、学習習慣のレベルを引き上げつつ、検定
試験合格等で達成感を味わわせ、自信と希望を持たせた
い。「目標が手に届くところにある（本校は就職に強い）」と
いう状況を是が非でもキープしなくてはならない。

B

○各年次生に対する個
別の進路指導の充実を
図る。
・個人面談などを利用し、
生徒の進路意識を高める
ための機会を増やす。
・応募前職場見学、イン
ターシップなどのキャリア
教育の充実を図り、進路
のミスマッチを防ぐ。

4:９０％以上の生徒が満足できる進
路先を決定できた。
3:８０％以上の生徒が満足できる進
路先を決定できた。
2:７０％以上の生徒が満足できる進
路先を決定できた。
1:７０％未満の生徒しか満足できる
進路先を決定できなかった。

3

・各年次、各学期に１回以上は個人面談を実施し進路意
識の高揚に努めた。
・インターンシップにおいては２年次生、就職希望者全員
実施した。
・応募前職場見学１１名参加。実際に参加してみて応募
先を変更した者もおり、進路のミスマッチを防ぐことができ
た。まだまだ参加人数が尐ないので、次年度はもっと参加
させたい。
・現時点で３年次生の進路決定者は９０％を超えている
が、まだ未決定者が３名いる。来年度は早期の１００％進
路決定を目指したい。

○魅力ある電気科を中学
生に情報発信する。
・出前授業の機会や電気
科ＰＲ紙の発行をする。
・課題研究発表会や体験
入学等でのプレゼンテー
ションを工夫する。

4:年３回以上の情報発信ができた。
3:年２回の情報発信ができた。
2:年１回の情報発信ができた。
1:情報発信ができなかった。

4

・美祢市内４校の中学校に出前授業や小学生以上を対象
とした電気科ミニツリー工作教室を実施。来年度も引き続
き実施し、電気の面白さをＰＲしたい。
・電気科のＰＲ紙を２部作成し、体験入学や出前授業、電
気科工作教室などで配布した。
・電気科３年次生が進路学習会用に、高校生活３年間の
年表を作成し、中学生に青嶺高校をＰＲした。来年度も生
徒自身が率先して情報発信できる機会を作りたい。

学校の組織等

・効率のよい校
務分掌の編成

日常的な業務

・会議や職員朝
礼の効率化

勤務状況

・風通しがよく働
きやすい職場づ
くり

・朝の小テスト、保護者
面談、課外授業、学習合
宿など、様々な工夫が見
られる。進路実現のため
に、今後も努力してほし
い。

B

業
務
改
善

・今年度、各分掌に副主任を置いた。正副両主任が相談
しながら業務を行うことにより、スムーズに業務が遂行で
きた。また、業務を分担することにより、業務の分散化が
図れた。

・校長・教頭面談はこれまで２回実施した。２月に３回目を
実施する予定である。自己目標、進捗状況を確認すると
もに、学校の課題、提言等を聞いた。提言については、で
きるものは、すぐ実践し、学校運営に反映できた。
・今後とも、平素から校長室・職員室・休憩室等で、教職
員と日常的な対話をすることなどにより、好ましい人間関
係を醸成する中で、情報共有や意見交換などを継続した
い。

・資格取得は就職を有利
にするので、できるだけ
多くチャレンジさせてほし
い。

A

・進路について、中学校
に十分に説明したほうが
よい。

・これから電気科の需要
は増すことになる。ガソリ
ンスタンドから電気スタン
ドになったり、LED照明が
増えたりすることが予想
される。電気科の重要度
は高まるのでこえからも
頑張って欲しい。

3

・運営委員会、職員会議等において、事前に関係者、校
長と協議・調整し会議に諮った。また、軽微な議題は職員
朝礼で諮ることにより、議事を精選した。そのため、議事
がスムーズに進み多くのの会議が予定どおりに終了し
た。
・職員朝礼では朝礼伝達票を活用し、説明を必要最小限
にすることにより、ほとんどが時間内に終了した。

・校長・教頭面談を年間３
回以上行うことにより、教
職員と意思の疎通を図
る。
・平素から教職員同士が
日常的な会話をすること
により、適切な人間関係
を築き、互いに気軽に相
談できる働きやすい職場
環境をつくる。

・青嶺高校という新設校
としての看板への切り替
えがとても大切である。
店でも、リニューアル
オープンの時が正念場
であり、伸びるチャンスで
ある。今の状況で十分だ
と満足せずに、これから
もさらに頑張って欲しい。

・学校の新しい施設や設
備が長く大切に使われる
ように、生徒への指導を
お願いしたい。

4:校務分掌の改善ができた。
3:校務分掌の改善がほぼできた。
2:校務分掌の改善がほとんどできな
かった。
1:校務分掌の改善ができなかった。

3

4:教職員相互の提言や意見が学校
運営等に十分に反映できた。
3:教職員相互の提言や意見が学校
運営等に概ね反映できた。
2:教職員相互の提言や意見が学校
運営等にやや反映できた。
1:教職員相互の提言や意見が学校
運営等にあまり反映できなかった。

・個々の適性に
即した進路意識
の向上
・中学校への情
報発信と連携

4:会議等が９0％以上予定時間内に
終わった。
3:会議等が７５％以上予定時間内に
終わった。
2:会議等が６０％以上予定時間内に
終わった。
1:会議等が６０％未満しか予定時間
内に終わらなかった。

3

・会議においては事前に
関係者と調整をした上で
提案をし、審議を効率よく
行う。また、提案資料を事
前に校長と検討し、時間
の短縮を図る。

・３年次生の進
路保障と１・２年
次生のキャリア

教育の強化

機

械

科

・個に応じた学習
指導体制の強化

普

通

科

・今年度変更を加えた校
務分掌や委員会について
機能や効率を検証し、改
善を加える。

電

気

科


