
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 評価

○基礎学力の向上 ・コラムの書き写し、英単語等の小テス

トを通じて基礎学力の定着を図る。

・授業の予習・復習や発展課題を通じ

て学習への自立的な取り組みを促す。

【各教科ごとの課題提出状況について】

４：課題等を課し、８割以上提出させた。

３：課題等を課し、６割以上提出させた。

２：課題等を課し、半数以上提出させた。

１：課題等を課したが、半数未満の提出であっ

た。 3

（成果）

・各教科週１回の割合での課題について８割以上

が提出しているが、小テストでの目標到達率は６

割以上と定着率はやや低い。

（課題）

・家庭での学習習慣の定着をさらに推進していくこ

とが今後の課題である。自己の学力向上の意識

を持たせ、課題や小テストに対して真剣に取り組

ませたい。

・学びの意味を理解させる

動機づけを図ってほしい。

・家庭学習の時間を少しで

も多くするために小テスト・

課題を継続してほしい。
B

○授業力の向上 ・「グループ学習」等の生徒を主体とし

た授業研究及び実践力の向上に努め

る。

・授業公開や授業参観をとおして教科

の研修を深め、授業における指導力の

向上を図る。

【オープンクラスの実施について】

４：２回以上実施した。

３：教科を超えて１回実施した。

２：教科内で１回実施した。

１：実施しなかった。 3

（成果）

・８割の教員が１回、半数の教員が２回以上自ら

の授業を他の教員に公開し、授業力の向上に努

めている。

（課題）

・さらに積極的に自らの授業を他の教員に公開で

きるように教材研究を深め、相互の授業評価によ

り指導力の向上に努めてほしい。

・授業参観から先生方が

「わかりやすい授業」を行

うために努力している。

・熱意を持って授業を行っ

ている。 A

○良き社会人の育成に

つながる体験活動の推

進

・１次産業インターンシップ（農家体験）

を効果的に実施する。

・将来設計能力の育成に向けて、体験

活動を重視した進路学習の体系化を図

る。

【農家体験実施後の生徒アンケートにおいて、

各項目５段階評価の平均が】

４：４以上であった

３：３．５以上であった

２：３以上であった

１：３未満であった 4

（成果）

・２回目は悪天候のため予定の活動が実施でき

ず、アンケートも実施していないが、１回目の平均

は4.28であり、肯定的な評価が多かった。連動し

たまとめの活動にも工夫が見られた。農家の方と

の交流、地域の特色の理解が図られた。

（課題）

・天候の影響を受ける可能性が高いため、よい点

を活かしつつ実施方法を見直す必要がある。

・農家体験の実施は生徒

の成長のために有意義な

行事であるだけでなく、学

校と地域の繋がりを学ぶ

よい機会である。

・地域の方々の受入に感

謝している。
A

○進路実現につながる

個別指導の充実

・学習支援室の持続的利用を促進す

る。

・進路指導室の利用を促進する。

【学習支援室及び支援講座の出席率の平均

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

1

（成果）

・前年度に比べると個人差が大きく、持続的に参

加した生徒が少なかった。出席率は32パーセント

程度である。

（課題）

・学習支援室開設の目的を再確認し、高い目標を

持つ生徒の個別支援が効果的に行えるように見

直しをしたい。全教員が協力する体制の構築を図

りたい。

・小規模の学校であるから

こそできる取組で、大学進

学を目指す生徒には必要

である。

・学習支援室は他校にな

い大変よい制度であるの

で、来年度も強化・継続し

てほしい。

・早い時期から進路に対

する意識を高め、学校や

家庭で支援していくことが

大切である。

A

生

活

指

導

○開発的な生徒指導に

よる生徒自身の自立

（自律）する力の育成

・ポートフォリオを作成し、自己の活動

の積み重ねを行う。

・生徒の主体的・積極的な活動を記録

票（グローカード）で評価し認め、自己

肯定感の向上へつなげる。

・活動実績票とグローカードを併用し、

活動・評価・振り返りを一連の作業とし

て行い、さらなる成長へつなげる。

・学期末、学年末でポートフォリオを活

用し、振り返りをさせる。

【活動実績票とグローカードの活用】

４：１年を通じて、十分に活用した。

３：１年を通じて、ほぼ活用した。

２：あまり活用することができなかった。

１：まったく活用をしなかった。

3

　(成果)

・「ポートフォリオ」を作成し、自己の活動の積み重

ねや振り返りをさせることができた。また、３年生

の進路選択の準備にも活用することができた。

　「活動実績票」と「グローカード」の併用で、活動

から評価・振り返りまでの一連の作業を実施した。

　(課題)

・「グローカード」については、同じ活動をした者で

も積極的に活動した者のみに渡すようにした。し

かし、生徒への教育的効果が少しずつ薄れてい

るように思われた。

・よい面や行動を褒めて、

生徒を認める指導はよい

取組である。

・ポートフォリオは自分を

振り返る時によい資料と

なり、進路目標の決定や

受験等で役立つはずであ

る。 B

「体験・学習活動を通じて自己肯定感を高めるとともに確かな力を育成し、自立（律）を促す。」「体験・学習活動を通じて自己肯定感を高めるとともに確かな力を育成し、自立（律）を促す。」「体験・学習活動を通じて自己肯定感を高めるとともに確かな力を育成し、自立（律）を促す。」「体験・学習活動を通じて自己肯定感を高めるとともに確かな力を育成し、自立（律）を促す。」

・基礎学力の一層の定着を図るため授業研究会等をとおして教員の指導力を向上させる。

・生徒会や委員会活動において、生徒が活躍する場を多く設定する等、一人ひとりの良さを認める積極的な生活指導の確立に努める。

・早期からキャリアカウンセリングを実施し、一人ひとりの適性に応じた進路支援を充実させる。

・開かれた学校づくりを目指し、地域との連携を密に取るとともに、地域の教育力を活用し、生徒の就労観や勤労観を育成する。

・体験的な活動を多く取り入れ一人ひとりに活躍する場を設定し、経験を通して自信をつけさせる。

４　自己評価 ５　学校関係者評価

学

習

活

動

進

路

指

導

平成２５年度　山口県立徳山北高等学校　　学校評価書　　　　　　校長（　鈴木三郎　）

１　学校教育目標

教育目標・・・・・・人としての生き方・在り方の体得を目指したキャリア教育の推進をとおして、学ぶ力と自立する力を育成する。

平成25年度学校教育目標

　　１ 基礎学力の定着と向上のために、能力や適性に応じた教育を推進する。

　　２ 高い勤労観・職業観の涵養と進路目標の達成のために、キャリア教育を推進する。

　　３ 自立できる社会人を育てるために、基本的な生活習慣の確立を図る。

　　４ 健全な心身を育むために、安心で安全な教育環境の整備を図る。

　　５ 社会に貢献する精神を育成するために、地域との連携を推進する。

  　◆　多くの経験をとおして自信をもたせ、自立する力を育成する教育の推進◆　多くの経験をとおして自信をもたせ、自立する力を育成する教育の推進◆　多くの経験をとおして自信をもたせ、自立する力を育成する教育の推進◆　多くの経験をとおして自信をもたせ、自立する力を育成する教育の推進

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

○現在の課題

・少人数や習熟度別クラス編成の指導方法の向上および授業力向上のための取り組みの充実。

・１年次からの計画的・継続的なキャリアカウンセリングと保護者対象の進路ガイダンスの充実。

・生徒の規範意識の向上を図るため、良さを引き出す指導の徹底。

・体験的な活動を多く経験することをとおした、自己肯定感の育成。

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



○体験を通じてのコミュ

ニケーション能力の向上

・各行事を通じて横断的・縦断的な人

間関係づくりのレクリエーションを実施

し、コミュニケーション能力の向上に努

める。

・各行事ごとに生徒の実行委員会を設

置し、生徒会を中心に縦断的な活動を

活発にしていく。

【生徒の実行委員会設立について】

４：すべての行事で設置した。

３：ほとんどの行事で設置した。

２：あまり設置することができなかった。

１：全く設置することができなかった。

4

(成果)

・各行事で横断的・縦断的な人間関係づくりに努

めた。今年度も３学年を縦割りにしてチーム編成

をしたスポーツフェスティバルを実施し、異学年と

の交流ができた。その他、生徒会を中心として文

化祭・芸術鑑賞会で実行委員会を設置し、生徒の

活発な活動が見られた。

(課題)

・実行委員会が生徒主体となれば、生徒の主体

性、自立心が養われると思われる。

・多くの生徒が活躍できる

機会があることは大変良

い。

・生徒達の自主性や自立

心を養うために、大変よい

取組であるので継続して

ほしい。 A

○自己管理能力の育成 ・自己の在り方や生き方について自ら

必要なことに気付くよう指導をしていく

（朝読の時間・個人面談・保健室での

指導等）。

・個人面談や個別指導を通して、学校

生活や日常生活の振り返りを行い、自

己管理のできる生徒の育成に努める。

【個人面談や個別指導について】

４：学校生活全体を通じて実施できた。

３：学校生活の全体を通じてほぼ実施できた。

２：学校生活においてあまり実施することがで

きなかった。

１：学校生活において全く実施しなかった。 4

(成果)

・学校生活の様々な場面での個別指導をとおして

自己管理能力の育成に努めた。体調不良等で保

健室を訪れる生徒の数も減少した。

(課題)

・教職員数が減少する中、クラスや学年・分掌の

枠を超え、個別面談・個別指導をさらに充実させ

ていきたい。

・校内の様々な活動の中

で忍耐力を育てることは

必要である。

・小規模校ならではのきめ

細やかな個別指導を、今

後も続けてほしい。 A

○積極的な情報発信 ・「徳北だより」を毎月発行し、学校行

事等を積極的に情報発信していく。

・適宜「ホームページ」を更新し、すべて

の行事等を地域に向け情報発信して

いく。

【徳北だよりの発行とＨＰの更新】

４：徳北だよりは毎月発行し、ＨＰも適宜更新し

た。

３：徳北だよりは毎月発行したが、ＨＰは適宜更

新できなかった。

２：徳北だよりは毎月発行したが、ＨＰの更新は

１ヶ月に1回しかできなかった。

１：徳北だよりの発行もＨＰの更新も毎月できな

かった。

4

(成果)

・「徳北だより」は予定どおり毎月発行した。HPも

学校行事等があるたびに更新を行った。

(課題)

・来年度の完全分校化に伴い、HPを新しく構築し

ていく必要がある。また、どのように保護者への

情報発信を行っていくか検討する必要がある。

・地域の方は、学校の積

極的な情報発信を評価し

ている。

・地域での生徒の活動を

増やして、生徒の姿での

情報発信を行ってほしい。

・学校へ目を向ける保護

者が多くなるよう期待して

いる。

A

○地域の教育力の活用 ・総合的な学習の時間やキャリア教育

等において、近隣の福祉施設等への

「ボランティア活動」を積極的に行う。

・「農家体験」など地域の教育資源を積

極的に活用し、体験的な学習を多く取

り入れ、生徒の就労観や勤労観を育成

し、生徒による自立（自律）を促す。

【地域の教育資源の活用】

４：年間３回以上活用した。

３：年間２回活用した。

２：年間１回活用した。

１：実施できなかった。

4

(成果)

・１・２年生が７月と１２月の２回、須金ぶどう園に

農家体験を行い、地域の特色を学び、また勤労観

を培った。

・１年生が６月と１２月の２回、特別養護老人ホー

ムに訪問し、劇やリコーダー演奏などを行い、福

祉について学んだ。

(課題)

・多くの地域の場で学ぶ機会をつくり、その成果を

地域に還元したい。

・地域と学校との距離を縮

めるような活動を続けて

ほしい。

・完全分校化後も、今の取

組を続けてほしい。

A

学校の組織等

○校務分掌の編成整備

日常的な業務

○業務の効率化

勤務状況

○教員へのメンタルヘ

ルス

５　学校評価総括（取組の成果と課題）

（成果）

・教員による授業力の向上については、教員相互の授業参観（オープンクラス）を実施した。また授業研究会では、県外の公開授業参加の復伝や学び合い学習等の授業の工夫について情報交換や生徒の家庭

学習について検討した。

・生活指導については、学校行事等で生徒の主体的な活動を支援し、体験を通じてコミュニケーション能力の向上を図ることができた。

・進路指導については、第1次産業インターンシップ（農家体験）を実施し、就労体験だけでなく地域の特性を学ぶ機会となり体験活動の効果も上がった。

・地域への積極的な情報発信については毎月発行している「徳北だより」の送付やホームページの更新を積極的に行った。また近隣施設等には学校行事への招待も積極的に行った。

・体験的な活動については農家体験や自然体験活動、福祉施設等の訪問を実施した。また学校行事の企画・運営に携わる委員会活動を通し、様々な経験を生徒に積ませることができた。

（課題）

・完全分校化に向けて、学校行事、総合的な学習の時間、LHRの計画を見直し、効率的・効果的な運用を図りたい。

・進路指導において、生徒の多様な進路目標の実現の支援に対応できる校内体制を構築していきたい。

６　次年度への改善策

・オープンクラスや授業研究会を行い、生徒一人ひとりの基礎学力を向上させるための本校の実態に合った授業を開発していく。

・生徒の進路目標決定のため、生徒の実態に合った体験活動を効果的に取り入れていく。

・生徒の多様な進路目標実現のために、１年から計画的にキャリア教育をすすめていくとともに、課外授業や学習支援室での支援を効果的に行う。

・「総合的な学習の時間」で地域との連携を図り、生徒の体験活動の範囲を広げ、社会貢献する意欲を育成し自己肯定感の向上を図りたい。

・学校行事、生徒会活動、ボランティア活動等での生徒の自主的な活動を広げ、生徒一人ひとりが自立（律）する力を育成できる学校を目指していきたい。

・業務の効率化を図るために、各課・各

学年で現在の業務内容を確認する。

・特別委員会で、業務の改善を検討す

る。

【業務内容の確認】

４：全ての業務内容を確認できた。

３：８割以上の業務内容を確認できた。

２：６～７割の業務内容を確認できた。

１：４割未満しか確認できなかった。 3

（成果）

・各課で業務内容の確認ができた。学校行事等に

おける業務の効率化を図った。

（課題）

・完全分校化に伴い、業務改善を具体的にすすめ

ていきたい。

開

か

れ

た

学

校

づ

く

り

業

務

改

善

・分校化による教員の定数減の状況に

おいても対応できるよう校務分掌を整

理する。

【分校化に向けた編成状況】

４：８割以上解決できた。

３：６～７割解決できた。

２：４～５割解決できた。

１：４割未満しか解決できなかった。 2

(成果）

・昨年度より教員は定数減なったが、各課での分

掌内の業務を見直すなど、次年度に向けての準

備ができた。

（課題）

・教務課、生活指導課、進路指導課のそれそれの

連携を図り、教員数の減少に対応していきたい。

・各教員の業務量を均等化し、各教員

の退校時間を早くする。

・各教員へ声かけを行い、問題を抱え

ている教員への早期対応をする。

【月別退校時間の昨年度との比較】

４：１時間以上早くなった。

３：３０分以上早くなった。

２：昨年度とほぼ同じであった。

１：昨年度より遅くなった。 2

（成果）

・４月から1月までの退校時間を昨年と比較する

と、５，６，９，10月は遅くなっているが、全体的に

見るとほぼ昨年と同じである。

（課題）

・退校時間が遅くならないよう、業務の分担や生

徒指導等の対応体制について改善を図る必要が

ある。

生

活

指

導


