
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、
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、朝学を継続的
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

・個に応じた指導の充実が図られ、概ね高い肯定的評価
を得ることができた。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。
・自学自習の習慣が徐々に身についてきた。
・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、進路実現に向けて、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。

・授業は厳しく、学校は
勉強するところであると
いう意識を強く持たせて
欲しい。
・授業は真剣に受けさせ
て欲しい。
・文武両道を貫いて欲し
い。
・尐人数指導等は充分に
できている。

B

・規範意識の向
上

・頭髪・服装指導を計画
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。

3

・昨年度と同様、頭髪服装検査や自転車点検など計画的
に実施することができた。また、問題行動にともなう特別
指導も昨年度以上に減尐させることができた。日常的な
生徒への声かけが成果を上げたと考える。まだまだ十分
とはいえないが、今後も教育相談との共通理解を図りな
がら、保護者との連携を密にし、生徒指導の充実に努め
たい。
・生徒のルール・マナーを守る意識が向上した。日常の挨
拶や制服の着こなし、ことば遣いなどに指導の成果が見
える。

・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。

2

・アンケートの「いじめ防止・悩みの相談」項目で、肯定的
評価は保護者５２％、生徒６７％、教員９２％で、保護者・
生徒と教員の意識のギャップがある。今年前期のアン
ケート結果はそれぞれ５１％、６３％、８１％で、三者とも
わずかながら上昇している。特に教員の数値の伸びは、
二学期に入って生徒の「悩み」が表面化し、それに対応し
てきたことが数値に表れていると考えられる。
・毎週、生徒部長と養護教諭、教育相談室長で情報交換
会を持ち、また不登校や人間関係トラブルに対して必要
に応じてケース会議を持った。教員対象の研修会も１回
開催した。

・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。

4

・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。

・卒業年次の就職希望者
に対して十分な情報提供
を行い、希望先企業への
年度内内定を目指す。

4：内定率１００％を達成した。
3：内定率が９０％以上であった。
2：内定率が８０％以上であった。
1：内定率が８０％未満であった。

4

・本年度の就職希望者67名（工業科59名、普通科8名）、
卒業までに全員の内定をいただいた。特に受験先を決め
るにあたっては、生徒や保護者の希望をもとに、進路適
性を十分考慮した進路指導を行った。

・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。
・むし歯の治療の指導を
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。

3

・本年度の保健だよりの発行は20部。月2回以上の発行
には至らなかった。
・2月1日現在のむし歯の治療率は35.7%で、昨年より３％
増であるものの目標の50%には至らなかった。特に2年次
生の治療率が低い。その理由について通学に長時間要
することや部活動への積極的な参加は否定できないが、
家庭の経済的な理由などで受診行動につながらない生
徒もいるので、個に応じた指導を継続していく必要があ
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。

2

・休憩時の運動への取り組みは2極化しており、運動が好きな
生徒はより積極的に活動している。習慣化への要因を考察する
と、チームスポーツは仲間との活動を通じたコミュニケーション
の手段として活用されており、授業についてもそのような側面を
強調して指導したい。スポーツテストや体育での体力的診断を
客観的に受け止め、自分で運動を計画できるように指導を加え
る必要がある。自転車による転倒などの事故は減尐している
が、KYTの理解が十分だとは考えにくいので、更なる意識の向
上を図りたい。

特
別
活
動

・学校行事の充
実

・部活動の充実

・自主性や協調性を育
て、活力に富む生徒を育
成する。
・各部の活動状況を把握
し、支援する。

4:活力に富む生徒がほとんどであ
る。
3:活力に富む生徒が多い。
2:活力のある生徒がいる。
1:活力のない生徒が多い。

3

・アンケートの結果「学校行事や生徒会・ＨＲ活動に積極的に参
加しているか」に生徒85%・保護者81%（H21生徒78%・保護者
67%)、「部活動にいきいきと取り組んでいるか」に生徒84%・保護
者88%（H21生徒83%・保護者80%)の肯定的回答があり、重点目
標に対して高評価を得た。特に、学校行事や生徒会・ＨＲ活動
に対する保護者の肯定的回答が14ポイント上昇しており、諸活
動への理解と関心度の向上がみられる。今後も「活力に富む生
徒育成の原動力となる活動」を目標に、諸行事や部活動および
ボランティア活動の更なる充実を図りたい。

・美祢工高の運動会は
地域住民も楽しみにして
いたが、今は実施されて
いないのが残念である。
・文化祭ももっと充実して
欲しい。

B

B

・よく指導されている。評
価にかかわらず、さらに
粘り強く指導を継続して
欲しい。

平成２２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２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
・入学志願者の増加

　○　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

・制服の着こなしは大変
よくなった。
・服装等の指導は、単独
ではなく、地域・家庭・学
校が連携して行う必要が
あるのではないか。

B

・地元中学校から優秀な
生徒が多く入学している
ので、しっかり育てて欲し
い。
・基礎学力をつけるととも
に、読書量も増やして欲
しい。
・資格取得に対する意欲
を持たせて欲しい。
・資格取得や面接指導に
更に力を入れて欲しい。

・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。

生
徒
指
導

保

健

体

育

C

・健康・安全につ
いての理解と体
力の向上



○進学ガイダンス機能の
充実
・授業、SSP、LHR、個人
面談等を利用し、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

・個人面談は学期に１回以上を目標とし、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、個に応じた面談を実施
することで進路意識と学習意欲を高めた。
・ＳＳＰの時間を活用して、大学見学、出前授業（大学・専
門学校の講義の体験）を実施し、進路意識の高揚を図っ
た。

○学習環境の充実
・小テストや課題等を課す
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、学習会等を実
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

・朝の小テストは、考査期間中を除いてすべての週で実
施した。1・２年次は毎日、３年次は週４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。
・夏期課外は、前後期課外を実施、３年次は後期終日課
外を実施した。また、３年次は、センター試験受験者を対
象に期末考査後の特別指導も導入した。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補習や、
資格取得のための補習も行った。
・長期休業中の「学習合宿」、「学習会」は、本校独自の企
画として実施し、良い成果が得られた。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と考える。

○３年次生全員が満足で
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。

4

・本年度は不況の影響がかなり深刻で、十分な数の求人
があったとはいえなかった。その中で、生徒への相談と学
習指導また面接指導を十分に行うことで、あまり不合格
者を出すこともなく、1次試験を終えた。
・また2次試験以降ではより厳しい求人状況であったが、
市内の企業の求人開拓などが功を奏し、就職希望者は
100%内定を得ることができた。
・生徒もよく頑張って、努力した結果が出ている。進学希
望者も順調に合格し、希望どおりの就職先・進学先といえ
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

・本年度は、新たにフォークリフト1トン未満、高所作業車
10m未満の資格取得を取り入れ、工業科の生徒だけでな
く、普通科の生徒ものべ3つの資格を得ることができた。
・3年生については資格取得が尐なかったため、就職対
策も含めて、取得するように指導してきた。その結果3名
がジュニアマイスターシルバーを獲得することができ、成
果があった。
・1年生は全国工業高等学校長協会主催の検定合格率
が非常に高く、90%以上が合格した。
・2年生も積極的な生徒は、資格を多く取得している。
・全体で見ると90%にわずかに届かないが、80%以上の生
徒が新たに資格を取得している。

○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。

4

・３年生は、不況により求人が厳しいなか、面接指導を繰
り返し行うことにより、ほぼ全員の生徒が進路先を決定し
た。
・各年次、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。
・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。
・課題研究発表会やオー
プンスクール等でのプレ
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３校の中学校での出前授業や小学生以上を
対象としたクリスマス・ミニ・ツリー工作教室を実施した。
来年度も引き続き実施し、電気の面白さをＰＲしたい。
・体験入学や中学２年生対象の進路学習会、出前授業、
電気科工作教室などにおいて、生徒作品の展示やＰＲ紙
の配付を行い電気への興味関心が高まるように努めた。
・各報道の取材協力や美祢市のＩＣＴ事業への協力などを
通して広く一般への情報発信にも取り組んだ。

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

A

・指導は十分にやってい
ただいている。
・外部へのＰＲにも力を
入れて欲しい。
・指導の在り方につい
て、企業としても参考に
させていただきたい。

機

械

科

・個に応じた学習
指導体制の強化

普

通

科

電

気

科

3
　これからの青嶺高校のあり方を検討するために、今年
度、学校づくり推進委員会を発足させ、校務分掌の枠を
超えた協議を行い、来年度に向けての提言を行った。

・昨年度、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。

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。

・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

・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。

・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

・指導は十分にやってい
ただいている。
・外部へのＰＲにも力を
入れて欲しい。
・指導の在り方につい
て、企業としても参考に
させていただきたい。

A

B

・地域の期待に充分応え
て欲しい。
・しっかり鍛えて欲しい。
・小学校や中学校へのア
ンケートも実施してみた
らどうか。

1
・開校４年目になるが、まだまだ検討すべき課題が多くあ
る。校務全般にわたる見直しを図りながら、校務の効率
化にも努めたい。

・Ａ評価になるよう、努力
を続けて欲しい。

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。

業
務
改
善

B

3

・授業参観や面談を各学期ごとに実施し、ＰDCＡサイクル
による目標マネジメントも効果的に行えるようになった。そ
こでの提言や意見を充分聴いた上で、可能なことについ
ては即実行に移し、検討すべきことはその準備に取りか
かるなど、教職員全員参加の学校運営に努めている。

・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。

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。


