
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

・少人数指導、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: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

・ 「生徒一人一人を大切にした学習指導を行っているか」
については、教員の９３％、生徒の８５％、保護者の７６％
が肯定的評価であった。また、「コース制や多種多様な選
択科目の開設が進路希望に応じた学習に有効であるか」
については、教員の７８％、生徒の９１％、保護者の８７％
が肯定的な評価をしている。
・工業科では基礎学力の更なる充実、普通科では苦手科
目の克服や、英語など単位数の大きな教科における大学
受験を志す生徒への対策が必要であると考えられる。

・３年間で学力がどれだ
け伸びているか検証し、
伸びていない教科は原
因を分析し、改善しても
らいたい。
・進学や就職に的確に
対応した基礎基本を定
着させ、更なる学力向上
に努めて欲しい。

Ｂ

・ルールの遵守・
マナーの向上な
ど規範意識の確
立

・頭髪服装検査、着こなし
セミナーを効果的に行う。
・自転車点検、交通安全
教室を通して遵法意識と
マナーの向上に努める。

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

・頭髪や服装、交通ルール・マナーなど守るべき点、配慮
すべき点を概ね意識できている生徒が多いが、通学中の
服装など不十分な生徒も見られる。基本的には素直な生
徒たちであり、反抗的な生徒はほぼ見られないが、自己コ
ントロールの力をつけることが必要と思われる。
・いじめ等については、慎重な対処が求められるため、即
効的な対応が困難な場合もある。解決に向け時間がかか
ることもあることを踏まえ、保護者との連携をさらに密に行
うことが重要である。

・教育相談体制
の整備・充実

・定例の情報交換会を中
心に正副担任，部活動顧
問，養護教諭との連絡を
密にし，迅速に生徒支援
を行う。
・スクールカウンセラーと
協同して、生徒と教員に
対する教育相談の充実を
図る。

4:生徒対象の学校評価で肯定的評
価が９０％以上であった。
3:生徒対象の学校評価で肯定的評
価が７５％以上であった。
2:生徒対象の学校評価で肯定的評
価が６０％以上であった。
1:生徒対象の学校評価で肯定的評
価が６０％未満であった。

3

・教育相談に関わるアンケート項目は「いじめの防止や悩
みの相談」である。生徒全体の肯定的評価は７８％。生徒
と担任の面談が比較的頻繁に行われ，生徒の気持ちを受
けとめようとしている担任の行動が評価されていると思わ
れる。しかし進路や人間関係などの悩みは短期間に解決
する性質のものではないため，地道な面談やスクールカウ
ンセラーとの面談を通じて，数値がさらに上がるような体制
をめざさなくてならない。
・他方，この点に関する保護者の肯定的評価は５６％で，
過半数を多少超えているにすぎない。子どもの悩みに対し
て学校が適切に対応しているかどうかわからないと３９％
が感じており，克服すべき課題である。

・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

・１年次が大学見学を行った。また、学習合宿や出前授業
などで大学での学びを体験した他、上級学校についての情
報提供、大学等が公表しているデータの読み方について
の指導、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伺える。

・就職希望者に対して面
談などを通じて十分な情
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

・２月現在、就職希望者５２名全員が内定し、内定率１０
０％である。本年度後半は多少求人数が回復したものの、
県内大手企業が採用人数を絞り込んでいる状況は変わら
ない。そうした状況下で就職率を維持するため、生徒に対
しては随時面談を行い、本人の適性を十分考慮して進路
指導を行っている。また、生徒への情報提供として、工業
科2年の学級に求人票を掲示、工業科1年次生に進路設計
の指導や内定者の話を聞く機会を設けるなどした。

・ 生徒が自分の身体に関
心と高い健康意識が持て
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：健康意識が高まった生徒が８
０％以上であった。
３：健康意識が高まった生徒が７
０％以上であった。
２：健康意識が高まった生徒が６
０％以上であった。
１：健康意識が高まった生徒が６
０％未満であった。

2

・2学期身体測定時の健康調査において、現在の健康状態
に満足している生徒６２．１％で、さらに健康的な生活を望
んでいる生徒が３３．４％いる（未回答４．４％）。改善すべ
き内容として答えているのは、食事１８．１％，運動３５．
５％，睡眠・休養３７．３％，人間関係９．０％となっている。
今後も生徒から発信する課題解決力で健康意識が高めあ
えるように、支援と指導を継続する。

・ 津波や火災を想定した
防犯防災避難訓練をとお
して、教職員・ 生徒の危
機管理意識を高める。

４：危機管理意識が高まった教職
員・生徒が９０％以上であった。
３：危機管理意識が高まった教職
員・生徒が７０％以上であった。
２：危機管理意識が高まった教職
員・生徒が５０％以上であった。
１：危機管理意識が高まった教職
員・生徒が５０％未満であった。

4

・今年度は、生徒の就職・進学先等での津波を想定した避
難訓練と、火災発生時に防火扉・防火シャッターを閉ざす
ことを含む消火・避難訓練を実施した。
・事後アンケートによると、津波に関しては100％の教員と
96％の生徒に、また、火災に関しては100％の教員と95％
の生徒に危機管理意識が高まったと回答があり、十分に
目標を達成できたと言える。

特
別
活
動

・学校行事の充
実

・部活動の充実

・学校行事や部活動を通
して、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

・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(部活動への取組度)に対して、保
護者はそれぞれ84％・91％、生徒はそれぞれ87％・83％の
肯定的回答を得た。
・ここ３年間、保護者からも生徒からも８割を超える好評価
を得ており、昨年度に比べ、保護者からの評価が両項目と
も上昇している。今後とも、学校で行われる各種の行事や
活動について、積極的に情報を公表し理解を得つつ、保護
者の参加を進めることを続けていきたい。

・学校行事等について積
極的に地域に発信して
ほしい。
・部活動と学習や進学と
の両立が難しい面があ
るが、課題を克服させ、
文武両道をめざして欲し
い。

Ｂ

○生徒指導：問題行動の減少や制服の着こなしに一定の成果がみられる。落ち着きのなかにも活力あふれる学校となるよう努力したい。

○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。

平成２５年度　山口県立青嶺・美祢青嶺高等学校　学校評価書　　　校長 ( 伴　　浩　一  ）

○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。




○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５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

・卒業生の評価が高い
のは生徒指導の成果で
ある。自制力を育てるこ
とが必要である。
・個々の生徒への効果
的できめ細かな教育相
談的な対応をお願いす
る。特にいじめ対策を徹
底し全教員で指導してほ
しい。

Ｂ

進

路

指

導

・3年次生の進路
実現
・進路目標の早
期設定
・キャリア教育の
充実

・進路指導については、
個々に応じたきめ細かな
指導がなされている。更
にキャリヤ教育を充実さ
せ、生徒の目的意識を
高めてほしい。

Ａ

保

体

安

全

・健康について
の理解
・防災に係る危
機管理意識の向
上

・学校保健教育について
は、計画的に指導がなさ
れているが、むし歯ゼロ
を目標に、健康意識を高
める工夫・改善をお願い
したい。
・防災危機意識を更に高
める訓練を継続してほし
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
学校の講義体験）、大学が公表しているデータの読み方の
学習のほか、工業科に学ぶ、ものづくりの実習を実施し、
進路意識の高揚と経験の幅を広げることができた。

○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な
がら、学習に遅れのある
者のケアを十分に行う。
・家庭での学習習慣の定
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年次でほぼ毎日実施した。また、2年
次では、語彙力向上のための活動を導入した。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年次で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
イルが確立して伝統が引き継がれており、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

・最終的には全員が進路を決定できたが、県内・県外とも
に1次試験の求人数が伸びず、決定率が上がらなかった。
2次試験以降の求人は昨年度より増えたものの、マッチン
グに苦労した。進路決定においても熟考していない生徒が
おり、面談や指導を実施した。
・筆記対策、面接対策として基礎学力だけでなく、コミュニ
ケーション能力、前向きな姿勢などを示すことが、引き続い
ての課題である。
・夏のオープンスクールや、11月の中2生進路学習会で中
学生に機械科の様子を知らせることができた。本年度新た
に導入されたマシニングセンター等を活用して、ＰＲに努め
たい。

○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

・インターンシップは就職希望の生徒全員実施している。ま
た授業や総合的な学習の時間を通じて、キャリア教育を実
施している。
・本年度は玉掛け・クレーンの実技講習を実施し、24名の
生徒が受講・取得した。フォークリフトは40名、高所作業車
は14名である。その他危険物等の資格を取得するなど、か
なりの資格を取得した。

○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。
・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

・最終的には全員が進路を決定できたが、求人数の回復
の遅れから１次試験での決定率が昨年度より下がったも
のの、２次試験以降の求人が増え、まずまずの結果につな
がった。また、進路決定においても甘い考えの生徒もおり、
個人面談や就職専門員の指導など繰り返して実施した。
・基礎学力中心の筆記対策に加え、本年度導入されたビデ
オカメラやプロジェクタを活用するなどして面接対策に取り
組み、話す力、また、就職や働くということに対しての意識
付けを更に強化することが今後の課題である。

○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。
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・出前授業を1中学校で実施し、電気科の紹介を同時に
行ったほか、11月の中2生進路学習会において課題研究
の作品展示を行い、好評を博した。
・文化祭で課題研究の巨大シンボルを展示したのを始め、
課題研究の各パートのテーマに、文化祭やものづくりフェス
タ等の展示でも活用できるような作品製作に取り組むな
ど、今後につながる活動ができた。

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

普

通

科

・個に応じた学習
指導体制の強化

・個々の生徒の進路希
望に応じたきめ細かな指
導がなされている。引き
続き、工業科と連携し、
特色のあるキャリヤ教育
を実践してほしい。

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

・基礎学力だけでなく、コ
ミュニケーション能力や
自主性、前向きな姿勢を
強化するための指導を
お願いしたい。
・マシニングセンターを
有効活用した機械科技
術教育を地域に発信し、
更にＰＲに努めてほし
い。

Ａ

電

気

科

・個々の適性に
即した進路意識
の向上
・中学校など周
囲への情報発信
と連携

・電気技術者の役割や
使命を体験をとおして、
身に付けさせるための
工夫・改善をお願いした
い。
・電気科生徒が就職や
働くということに対しての
意欲が高まる指導を徹
底してほしい。

Ｂ

業
務
改
善

・校務分掌や委員会につ
いて機能や効率を検証
し、合理的な運営に努め
る。

4:校務分掌の合理化ができた。
3:校務分掌の合理化が概ねできた。
2:校務分掌の合理化がほとんどで
きなかった。
1:校務分掌の合理化ができなかっ
た｡

2

・美祢青嶺高校の発展に向け、今後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。職員からの提
言を元に改善項目を絞り込み、「学校づくり推進委員会」に
おいて検討を進めたい。

・美祢青嶺高校のビジョ
ンや在り方について、生
徒の意見も参考にする
などして「学校づくり推進
委員会」等において検討
をお願いしたい。
・地域との交流を活性化
し、開かれた学校づくり
をお願いしたい。

Ｃ

・会議においては資料を
事前に配付し、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、提案内容を事前に校
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・ネットワーク等の有効活用により、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
かなりあるものの、昨年度と比べると改善されている。引き
続き、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。さ
まざまな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
よう努めた。


