
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、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

・各自の学習計画表ならびに学習記録表により家庭学習の
習慣が徐々に身についてきた。
・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。生徒は自分の興味・関心に基づいて選
択した授業について、意欲的に取り組んでいた。
・進路希望の達成に向けて、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、さらなる
定着・伸長を図る必要がある。

・保護者は、学習指導に
対しておおむね感謝され
ている。
・十分、個に応じた教育
をされている。

Ａ

・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。

3

学校評価アンケートの項目７～１０についての評価は、保護
者からは７６～８９％、生徒からは６７％～７８％の肯定的な
回答を得られた。特徴的なのは、項目９「生徒は、校則やき
まりを守っていると思いますか」の生徒の回答で、１回目（７
月）には７４％から得られた肯定的回答が、２回目（１２月）
には６２％と１０ポイント以上低下した点である。この傾向
は、特に１年次生で顕著である。生徒の自由記述に「停学
をなくして退学だけにする」「もう尐し生徒一人一人に厳しく
接するべき」といったものがみられることから、規範意識の
高い生徒とそうでない生徒の乖離現象がみられると分析で
きる。

・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

・学校評価アンケート「学校は，いじめの防止や悩みの相談
に適切に対応している」の項目に対して，肯定的評価の割
合は前期と後期で以下のように変化した。生徒全体６８％
→６２％で微減，保護者全体５５％→５５％で変化なし，教
員全体８９％→８６％で微減。担任を中心とする教員団が生
徒の様々な「悩み」の解決支援を行っている。
・担任，生徒指導・教育相談の各担当，養護教諭，スクール
カウンセラーと連絡を取り合いながら一貫性をもって対応す
る体制は機能している。

・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

・大学見学や学習合宿で大学での学びを体験するととも
に、出前授業などで上級学校についての情報を提供した
り、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や進路希望調査などからある程度
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

1月5日に就職希望者52名全員が内定し、内定率１００％を
達成した。年々求人が減尐しており、本年度は特に企業訪
問に重点を置いた。生徒に対しては面談の回数を増やし、
本人の適性を十分考慮した進路指導を行った。また、生徒・
保護者への情報提供として、2学期末に工業科1・2年次生
全員に求人一覧表を配付、普通科には一覧表を教室掲示
した。

・ 生徒が自分の身体に関
心を持ち、より健康的な
生活を送ろうとする意識
が高まるよう、生徒保健
委員会活動を支援する。
・ むし歯等の要治療者の
治療率の向上を図る。

４：より健康的な生活を送りたいと思
う生徒が７０％以上であった。
３：より健康的な生活を送りたいと思
う生徒が５０％以上であった。
２：より健康的な生活を送りたいと思
う生徒が３０％以上であった。
１：より健康的な生活を送りたいと思
う生徒が１０％以上であった。

3

学年末健康調査の結果、今年度「①十分に健康的な生活
を送れた」と答えた生徒は３４．３％、「②まあまあ」と答えた
生徒は５６．２％、「③あまり送れなかった」と答えた生徒は
９．４％だった。②③のうち、「現状で満足」３１．２％に比
べ、「より健康的な生活を送りたい」と望んでいる生徒は６
４．１％で、多くの生徒が健康生活の向上を意識している。
むし歯等の要治療者の保健指導を実施した結果、すでに治
療を終えた生徒は４７．３％で昨年度の同時期より高い。

・ 地震並びに火災を想定
した防災避難訓練をとお
して、新校舎における避
難体制を確立する。
・ 生徒の危機管理意識を
高めるために、日常的に
機会をとおして指導する。

４：地震・火災における危機管理能
力が高まった教職員が９０％以上で
あった。
３：地震・火災における危機管理能
力が高まった教職員が７０％以上で
あった。
２：地震・火災における危機管理能
力が高まった教職員が５０％以上で
あった。

4

　第１回は地震発生時の身の守り方や避難方法及び負傷
者の搬出方法について訓練した。地震において危機管理
能力が高まったとする教職員は100％であった。
　また、火災発生時の防火扉の使用法について教職員研
修を事前に行って臨んだ第2回では、煙中体験や防火扉が
閉まる中での避難訓練を行い、危機管理能力が高まったと
する教職員は95％であった。

特
別
活
動

・学校行事の充
実

・部活動の充実

・自主性や強調性を育
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

学校評価アンケートの項目13(行事や生徒会・HR活動への
参加度)および項目14(部活動への取組み度)に対して、保
護者は、それぞれ81％と82％、生徒は、79％と80％の肯定
的回答であった。全体的には、約８割の保護者・生徒が好
評価をしているが、生徒の評価が昨年度に比べて、両項目
ともに数ポイント低下している。今後、学習活動とのバラン
スを図りながら、生徒主体の諸行事や部活動の運営を支援
する体制の再検討が必要と考える。

・災害ボランティアのみな
らず、山口国体の補助員
としても大勢の生徒が参
加しており、それらの活
動は評価できる。

Ｂ

進

路

指

導

・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

・四年制大学への希望
者やセンター試験の受
験者数も増え、センター
試験の得点も上がってい
る状況は大変良い。
・就職の推薦に当たって
は、保護者の希望と同
様、企業としても学習成
績に偏らず、適性を考慮
して欲しい。

Ａ

保

体

安

全

・健康について
の理解
・防災に係る危
機管理能力の向
上

・１８歳の生徒にとっては
健康についてピンとこな
いかもしれないが、若い
人にも健康への意識は
重要である。よく指導さ
れている。
・卒業後に東京方面へ行
く生徒もいるので、地震
対策は重要である。
・昨年度の災害ボラン
ティアでも生徒の活躍が
すばらしく、よく指導され
ている。

Ａ

平成２３年度　山口県立青嶺高等学校　学校評価書　　　校長(  藤井　勇夫   ）

○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

○学習指導：全体的に学習への意欲が高まりつつある。学力差への対応や家庭学習などの学習習慣の確立が課題である。
○生徒指導：元気な挨拶や制服の着こなしに指導の成果が見られる。今後も、学校全体が落ち着いた教育環境となるよう努力を継続したい。
○進路指導：進学、就職ともに、生徒全員の進路実現が図られた。引き続き、進路実現１００％に向けた組織的・計画的な指導が必要である。
○特別活動：生徒会や各種委員会を中心に、文化祭等の学校行事や委員会活動が活発に行われた。また、芸術鑑賞会などの行事が充実してきた。

○青嶺高等学校３期生の進路実現　→　進路指導の一層の充実により、進学・就職ともに「進路実現１００％」を堅持する。
○資格取得の推進による学ぶ意欲の向上と学習機会の確保　→　年間一人１資格取得を推奨し、生徒に学習目標を持たせる。
○基本的生活習慣・学習習慣の一層の確立　→　生徒指導の充実等により生徒が意欲的に学習活動に取り組めるような学校づくりを推進する。
○学校行事の一層の充実　→　文化祭（青嶺祭）、クラスマッチ等の生徒主体の行事を成功させるとともに、芸術鑑賞等の文化的行事を充実させる。

生
徒
指
導

・入社２年目からそれま
での反動が出る社会人
がいる。そのようなことが
ないよう、よく指導されて
いる。
・今後も長い目で指導を
していただきたい。
・カウンセラーの訪問指
導はせめて週１回欲し
い。
・アンケート項目の回答
「判断がつかない」は中
立的な見方であり、悪く
解釈する必要はない。

Ｂ



○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。

4

・個人面談は学期に１回以上を目標とし、おおむね達成す
ることができた。生徒との面談を主とし、必要に応じて、保
護者面談や三者面談の形で実施した。個に応じた面談を複
数回実施することで、進路意識と学習意欲を高めることが
できた。
・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）、講師を招聘しての大学研究を実施
し、進路意識の高揚を図ることができた。

○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

・朝の小テストは、1・２年次は毎日実施した。また、放課後
に利用できる小論文教材を配布した。３年次は、学習習慣
がついてきており、自主学習の時間とした。年次の実情に
応じて時間を活用し、学力向上を図ることができた。
・夏期課外は、３年次は実施開始を前倒して６月から実施し
た。１・２年次は７、８月に実施した。３年次秋期課外は、「０
時限」を実施し、センター試験の科目変更に対応した。年次
の状況に応じて、高いレベルの講座、遅進者など、個々に
応じた補習、資格取得のための補習などを行った。
・長期休業中の「学習合宿」、「学習会」は、本校独自のスタ
イルが確立し、良い成果が得られた。

○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。

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、生徒への進路相談、学
習指導、面接指導等を十分に行った。33名が1次受験し、う
ち5名が不合格となり、合格率85%というやや厳しい結果で
あった。
・2次試験以降では、より厳しい求人状況であったが、求人
開拓などの効果があり、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2名も順調に合格し、全体としてほぼ希望どおりの就職
先・進学先となった。

○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。

4

・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
は昨年度以上の申し込み（H22 46名、H23 100名）で、工業
科の生徒だけでなく、普通科の生徒も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1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。あと3点あればもう2名取れるところであったが、もう尐し
がんばらせることが必要であった。
・1年生の全国工業高等学校長協会主催の検定合格率は、
計算技術検定3級、93%、情報技術検定3級、83%であった。
・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、危険物取扱者の資格も多く取得しており、
90%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中、面接指導を繰り返
し行うことにより、１次試験で大部分は就職先を決めること
が出来た。
・また２次試験以降では、より厳しい求人状況であったが、
担任と進路部の連携などが功を奏し、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。
・インターンシップにおいては、２年次生の就職希望者全員
が実施した。
・今後の課題として、企業が求める基礎学力の不足が指摘
されており、そのための取り組みが必要である。

○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、課題研究作品の「ちょるる」も文化祭や国体で展
示ができた。
・各報道へ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

Ｃ

・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: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。

2

・コンピュータ・ネットワーク等により、業務のスリム化や多
忙化の解消などに努めている。
・検討すべき課題が多く、会議が予定時間を過ぎることがし
ばしばである。今後、校務の重点化や会議題の焦点化を図
るなど、全般にわたる見直しを継続しながら、校務の効率化
に努めたい。

・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。

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。

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直
ちに実行に移し、検討すべきことはすみやかにその準備に
取りかかるなど、教職員全員参加の学校運営となるよう努
めている。

電

気

科

・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

・生徒が小・中学生を教
える機会があることは、
教える立場がわかってよ
い。いい体験になると思
う。
・都会と違って伸びしろ
のある生徒が多いので、
今後も継続指導をお願
いする。

Ａ

業
務
改
善

・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、更
に改善を加える。

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。

2

　教職員からの提言も考慮し、「学校づくり推進委員会」や
「基礎学力向上推進委員会」を開催し、多くの提言を得て、
できるところから実践しつつある。今後の青嶺高校を展望し
た校務分掌の見直しについては、検討を継続中である。

・先生方が頑張っておら
れることがよくわかった。
・教員アンケートに「この
学校に勤務してよかっ
た」の項目があってもよ
いのではないか。

普

通

科

・個に応じた学習
指導体制の強化

・進路希望に応じて０時
限や８時限等、大変よく
指導されている。
・ただし、教員の努力に
頼るのではなく、異動が
あっても対応可能な体制
作りが必要である。
・教員に無理のない範囲
でやってもらいたい。
・学校評議員を活用する
等、地域の力も活用され
てはいかがか。

Ａ

機

械

科

・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

・資格取得は、企業では
現場配置の参考にして
おり、大変重要である。
・技能検定等にも挑戦し
て欲しい。
・よい取組をされていると
思う。
・都会と違って伸びしろ
のある生徒が多いので、
今後も継続指導をお願
いする。

Ａ


