
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

学校ホームページの更新を
学校行事だけでなく、様々
な取り組みについて積極的
に行う。

学校ホームページの更新が、
　４　年間８０件以上である。
　３　年間６０件以上である。
　２　年間４０件以上である。
　１　年間４０件未満である。

4

学校行事以外にも、特色ある授業、生徒の
表彰、ボランティア活動など学校の情報発
信に努めた。前年度と比べ、大幅に更新数
を増加させた。

家庭や地域との連携によ
り、体育大会や文化祭等
の学校行事に取り組む。

「学校は、家庭や地域と連携している」と評価した生徒・
保護者の割合が、
　４　９０％以上である。
　３　８０％以上である。
　２　７０％以上である。
　１　７０％未満である。

4

体育大会や文化祭では、保護者の協力の
もと行事を遂行することができた。【学校アン
ケート結果①学校は、家庭・ＰＴＡとの連携
や地域社会・同窓会との協力のもと、学校
教育を推進している：生徒94%保護者85%】

学校設定科目「田部トライ
アル」や「朝学」等により、
基礎学力の定着を図る。

「学校は、学習の基礎固めに取り組んでいる」と評価し
た生徒の割合が、
　４　８５％以上である。
　３　７５％以上である。
　２　６５％以上である。
　１　６５％未満である。

4

朝学や全校一斉の漢字テストなどにより落
ち着いた学習習慣が定着してきた。
【学校アンケート結果④学校は、学習の基
礎固めに取り組んでいる：生徒90％】
※昨年より1ポイント下降。

定期考査における指導を
強化するなど、基礎・基本
の定着を図る。

２学期末・学年末における欠点科目のべ数が、
　４　２５科目未満である。
　３　３５科目未満である。
　２　４５科目未満である。
　１　４５科目以上である。

3

各学期末の補習や考査前の指導により、１
学期に比べ、欠点科目数は減少した。
２学期末のべ欠点科目２９
※昨年より１科目増。

生徒一人ひとりを
伸ばす教育活動
の充実

分かりやすい授業の工夫
や個別指導等、個に応じ
た指導を適切に行う。

「学校は、生徒の個性や能力を伸ばす学習指導をして
いる」と評価した生徒の割合が、
　４　８５％以上である。
　３　７５％以上である。
　２　６５％以上である。
　１　６５％未満である。

4

研究授業や公開授業、および授業アンケー
トの実施により授業改善に努めた。
【学校アンケート結果③学校は生徒の個性
を伸ばす学習指導をしている：生徒85％】
※昨年より４ポイント上昇。

引き続き、わかりや
すい授業の工夫と
きめ細かい、丁寧
な指導をするととも
に、教員同士の参
観授業に一層取り
組むなど、研修に
も努めてほしい。

A

生徒の進路希望を踏まえ
た上で資格取得を奨励す
ることにより、主体的な学
習を促す。

年間の資格取得者のべ人数が、
　４　２００人以上である。
　３　１５０人以上である。
　２　１００人以上である。
　１　１００人未満である。

4

資格取得に対して意欲的に取り組んだ生徒
が多かった。合格者はのべ約220人であっ
た。
※昨年より30名程度減。

委員会活動の活性化等
により図書室利用を促進
し、幅広い教養を身に付
けさせる教育活動を推進
する。

図書の年間貸出冊数が、
　４　３００冊以上である。
　３　２５０冊以上である。
　２　２００冊以上である。
　１　２００冊未満である。

4

図書委員会の活動や図書室の環境整備な
どにより、利用者数が増加した。図書の貸
出数は約350冊であった。
※昨年より60冊程度増。

基本的な生活習
慣の定着と、挨
拶や服装等の規
範意識の確立

登校指導、昼休み巡視、
下校指導、小月駅周辺の
巡視等に加えて、挨拶・
服装について重点的にき
め細かく指導する。

「学校は、マナーやルールを生徒にきちんと指導して
いる」と評価した生徒・保護者者の割合が、
　４　８５％以上である。
　３　７５％以上である。
　２　６５％以上である。
　１　６５％未満である。

4

連携を密に取りながら、指導を行ってきた。
【学校アンケート結果⑤学校は社会で求め
られるマナーやルールを生徒にきちんと指
導している。生徒87％保護者85％】

田部高校の生徒で
あるという自覚を持
ち、ルールやマ
ナーを主体的に守
ろうとする生徒を育
ててほしい。

A

「学校は、生徒一人ひとりを大切にする教育をしてい
る」と評価した生徒の割合が、
　４　８５％以上である。
　３　７５％以上である。
　２　６５％以上である。
　１　６５％未満である。

4

教員間で極力情報を共有するよう努め、小
さな変化を見逃さないよう対応した。
【学校アンケート結果⑥学校は、教育相談
を充実させ、円滑な人間関係づくりに取り組
むなど、生徒一人ひとりを大切にしている。
生徒85％保護者85%】

「いじめは絶対に許されない行為である」という本校の
いじめ防止の考え方を理解しているという生徒・保護者
の割合が、
　４　８５％以上である。
　３　７５％以上である。
　２　６５％以上である。
　１　６５％未満である。

4

いじめに関する基本方針をＨＰに載せ周知
に努めた。学期に１回アンケートを実施し
た。
【学校アンケート結果⑥いじめ防止・早期対
応に学校全体で取り組んでいる。生徒85%
保護者85%】

生徒一人ひとりを
大切にする教育
の推進

教育相談等を充実させ、
円滑な人間関係作りに取
り組む。

教育相談に関し
て、いち早く生徒の
情報を把握し、管
理職や他の部署と
ケース会議などを
行い、共通理解を
図り、対応している
点が非常に評価で
きる。いじめについ
ても、日頃から生徒
を十分に観察し、
早期対応に心がけ
てほしい。

A

基礎学力の定
着・向上に向け
た取組の強化

朝学、漢字テスト、
「田部トライアル」に
より、学習時間の確
保、基礎学力向上
に取り組んだ。「学
びなおし」の取組
が良い。成績不振
者に対して、補講
等を行うなど早め
の対応に尽力して
ほしい。

A

学習意欲の向上
に向けた教育活
動の充実

資格取得の受験者
を増やすとともに、
合格に向けて指導
するなど環境作り
に努めてほしい。
図書委員会の活動
を一層充実させ、
幅広い教養と感性
を醸成するための
読書活動を推進し
てほしい。

A

生
徒
指
導

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

令和元年度　山口県立田部高等学校学校評価書　　　　　　　校長　　　宮木　由紀子　
１　学校教育目標
教育目標・・・・・心身を鍛え、自己実現に向けて、自ら主体的に学ぼうとする生徒の育成
中・長期目標・・・基礎学力の定着・向上と自律的な生活態度の育成、社会的自立と夢の実現を支援するキャリア教育の推進

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）
　学校運営については、引き続き、家庭や地域との連携強化を図りながら進めていきたい。学習指導について、生徒一人ひとりの基礎学力の定着に向けての
授業改善や個別指導の充実等に取り組みたい。生徒指導については、保護者との連携・協力のもと、生徒が自主的にきまりを守り、自らの安全や健康を意識
するよう指導したい。進路指導について、早期の個別指導を充実させ、進路実現に向けた勤労観の育成、基礎学力の向上を図りたい。総合生活科について
は、地域貢献の視点をもちながら教育活動の充実を図りたい。

　○基礎学力の定着と学習意欲の向上に向けた教育活動の充実
　○基本的生活習慣の定着と規範意識の確立に向けた指導の充実
　○社会的自立と夢の実現に向けた教育活動の推進
　○総合生活科の活性化に向けた教育内容の工夫
　○開かれた学校づくりの推進と校内体制の一層の強化
　「チャレンジ目標」　(ふくそうは　くずさずに　そとにでても　うつくしく)

　□　学校評価書　　　　4　自己評価 5　学校関係者評価

学
校
運
営

開かれた学校づ
くりの推進

ＨＰによる情報発
信について、昨年
度と比較し、非常
に充実していた。
来年度におけるコ
ミュニティ・スクール
導入に向けて、地
域との更なる連携
を念頭に置き、地
域から愛され、信
頼されるような学校
づくりに取り組んで
ほしい。

A

学
習
指
導



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

「保健だより」を発行する
など、生徒の保健に対す
る意識向上に向けた啓発
を行う。

「保健だより」の年間の発行数が、
　４　１２回以上である。
　３　１０回以上である。
　２　８回以上である。
　１　８回未満である。

3

「保健だより」を定期的に発行することで啓
発活動に努めた。
「保健だより」発行数は、１月末で９回であ
る。

「生徒課だより」の発行
や、防犯教室・避難訓練・
薬物乱用防止教室等の
実施により、生徒の安全
対応能力の向上を図る。

「学校は、生徒の安全対応能力の向上に取り組んでい
る」と評価した生徒の割合が、
　４　８５％以上である。
　３　７５％以上である。
　２　６５％以上である。
　１　６５％未満である。

4

外部機関等からの情報を生徒に周知すると
ともに、危機対応能力を高めるための各種
教室を実施した。
【学校アンケート結果⑨学校は、避難訓練
や薬物乱用防止教室など、生徒の安全対
応能力の向上に取り組んでいる。生徒95%
保護者95%】

生徒の自主的・
自立的な活動の
推進

朝の挨拶運動や体育大
会におけるマスゲーム・応
援合戦等をとおして、生
徒の主体的・自発的な活
動を促進する。

「学校は、体育大会等の学校行事を充実させている」と
評価した生徒の割合が、
　４　８５％以上である。
　３　７５％以上である。
　２　６５％以上である。
　１　６５％未満である。

4

学校行事において、生徒が主体的・自主的
に行動できるよう支援した。
【学校アンケート結果⑧学校は、文化祭や
体育大会など、生徒が自主的・主体的に活
動できるよう学校行事を充実させている。生
徒89%保護者87%】

生徒の主体性を育
むような学校行事
の運営ができた。
特に体育大会のマ
スゲームが良かっ
た。生徒会活動を
より充実させてほし
い。

A

進路実現に向け
た基礎学力の定
着・向上の取組

朝学（マナトレ、コラム、英
単語学習など）やOne
Week トライアル、小論文
指導等を通じて、基礎学
力の定着・向上を目指
す。

高等学校卒業後に求められる基礎学力が身に付いた
とみなせる生徒の割合が、
　４　９０％以上である。
　３　８０％以上である。
　２　７０％以上である。
　１　７０％未満である。

3

基礎力診断テストの結果、高校卒業後に求
められる学力が身についている　(Ｄ２以上）
生徒の割合が全体で84.8％である。※昨年
より1.3ポイント上昇。
※一，二年生は３学期実施分、三年生は１
学期実施分で集計

朝学などを効果的
に活用することによ
り、基礎学力を向
上させることができ
た。生徒の主体的
な取組を促してほ
しい。

A

望ましい職業観・
勤労観の育成

進路ガイダンス、キャリア
講演会、インターンシッ
プ、上級学校見学や企業
見学等を実施し、望ましい
職業観や勤労観を育成す
る。

「学校は、きめ細かな進路指導をしている」と評価した
生徒の割合が、
　４　９０％以上である。
　３　８０％以上である。
　２　７０％以上である。
　１　７０％未満である。

4

【学校アンケート結果⑦学校は、キャリア講
演会、上級学校・職場見学の学校行事や
CAP・LHRなど、きめ細かな進路指導をして
いる。生徒94%】※昨年より2ポイント下降。

外部と連携し、
様々な講師を招
き、講演会、ガイダ
ンスを行ったり、、
バス見学を実施し
たりして、進路意識
の醸成を図った。

A

個性や適性に応
じたきめ細かな
進路指導の実践

進路適性検査、進路説明
会、個人面談や各学年団
との連絡を密に取り、生徒
一人ひとりの希望と適正
に応じたきめ細かな指導
を行う。

「学校は、きめ細かな進路指導をしている」と評価した
保護者の割合が、
　４　９０％以上である。
　３　８０％以上である。
　２　７０％以上である。
　１　７０％未満である。

4

【学校アンケート結果⑦学校は、キャリア講
演会、上級学校・職場見学の学校行事や
CAP・LHRなど、きめ細かな進路指導をして
いる。保護者92%】※昨年より2ポイント上
昇。

生徒一人ひとりの
進路実現のため、
学年と協力しなが
ら、より一層きめ細
かい、丁寧な指導
をしてほしい。

A

地域社会や関係機関と連
携した教育活動を充実さ
せる。

地域社会や関係機関と連携した学習活動を実施した
回数が、
　４　１５回以上である。
　３　１０回以上である。
　２　６回以上である。
　１　６回未満である。

4

地域社会や関係機関と連携した授業の実
施は２５回であった。それぞれの学習の目
的の理解と学習活動の充実を図るために、
事前学習を行うとともに、事後活動としてレ
ポート作成や発表会などを行っている。

専門的な技術の習得や資
格取得を促す。

家庭科技術検定２級以上の取得者が
　４　６８名以上である。
　３　４５名以上である。
　２　２２名以上である。
　１　２２名未満である。

4

１・２級の取得者は延べ86名であった。技術
検定は専門的な知識と技術を習得するとと
もに、課題達成に向けて計画的に取り組む
力の育成及び忍耐力や地道に努力する学
習態度を身につけることを目的にしている。

１
学
年

基本的生活習慣
の確立

家庭との綿密な連携を図
ることにより遅刻や欠席の
未然防止に努めるととも
に、学年会で生徒の様子
について情報を共有す
る。

年間の出席率が、
　４　 ９９％以上である。
　３　 ９８％以上である。
　２　 ９７％以上である。
　１　 ９７％未満である。

3

明るく生き生きと学校生活を送る生徒が多
い。２学期前半を中心に、特定生徒の不登
校や病気により、２学期末までの出席率が９
８．２％にとどまったが、その後は改善してき
ている。将来の進路実現に向け、学年全体
での今後の成長が期待される。

中学校からの橋渡
しの学年として、保
護者と連携しなが
らスムーズに学校
生活へ移行させる
ことができた。

A

２
学
年

基本的生活習慣
の確立と基礎学
力の向上

家庭との綿密な連携を図
ることにより遅刻や欠席の
未然防止に努める。朝学
等を活用し基礎学力の定
着と、早期の進路決定に
向けての指導を充実させ
る。

遅刻・早退の年間回数が７回未満の生徒の割合が、
　４　９５％以上である。
　３　９０％以上である。
　２　８５％以上である。
　１　８５％未満である。 1

遅刻・早退の年間回数が７回未満の生徒は
２学期末で全体63名中43名での68.3％で
あった。家庭との連絡は電話などで綿密に
行われており、生徒の悩みや人間関係等、
家庭と共有できていると思われるがこのよう
な結果になってしまった。次年度に向け、進
路指導を引き続き、行っていきたい。

遅刻指導を強化し
たり、授業への取
組姿勢を改善させ
たりすることにより、
規範意識を高めて
ほしい。保護者との
連携により一層努
めてほしい。

B

３
学
年

全員の進路実現
を目指した情報
提供と進路学習
の徹底、効果的
な進路指導

進路情報交換会・学年会
等での情報共有やＣＡＰ・
ＬＨＲの効果的な活用等、
進路指導課と連携した指
導を充実させる。

自らが決めた希望進路を実現できた生徒の割合が、
　４　９０％以上である。
　３　８０％以上である。
　２　７０％以上である。
　１　７０％未満である。

4

１月下旬時点での進路決定率は、９６．２％
であり、概ね希望通りの進路実現ができたと
思われる。３月までに、残りの生徒の進路実
現に向けて学年全体で取り組む予定であ
る。

生徒の希望が実現
できるような進路指
導を行うことができ
た。 A

定期的に日常点検を行
い、施設・設備の危険個
所に早期に対応する。

日常点検について
　４　毎週行い、1週間以内に改修した。
　３　毎週行い、2週間以内に改修した。
　２　毎月行い、１カ月以内に改修した。
　１　不十分で、早期に補修できなかった。

4

毎週行い、危険発生の未然防止に努めた。

限られた予算を効率的に
執行し、最大限の効果を
上げる。

事業計画に参加し、目的に沿った予算運営の達成率
が、
　４　９０％以上である。
　３　８０％以上である。
　２　７０％以上である。
　１　７０％未満である。

4

県の財源不足が深刻な状況のもと、教員と
事務が連携し、費用対効果を意識した予算
運営ができた。

A

授業だけでなく、地
域の人材を活用し
た取組が顕著で
あった。来年度の
コミュニティ・スクー
ル導入の柱の一つ
になるので、より一
層尽力してほしい。
家庭科技術検定の
「四冠王」を出すな
ど、専門性の高い
生徒を育成した。

A

施設、設備の日常
点検など、管理に
努めた。災害によ
る破損などについ
ても早急に対応し
た。教員と連携し、
費用対効果を意識
した運営に努めて
ほしい。

進
路
指
導

総
合
生
活
科

総合生活科の活
性化

事
務

安心安全な教育
環境整備

健康管理や安全
教育の促進

保健だよりを発行
するなど、生徒や
保護者の健康意識
の高揚につなげる
ことができた。保健
委員会の取組を一
層盛んにしてほし
い。学校安全につ
いて、教員が主導
的に行うだけでな
く、生徒による主体
的な活動の定着も
図ってほしい。

A

生
徒
指
導



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

学校の組織等

情報の共有化と
連携の強化

日常的な業務

会議等の効率的
な運営

勤務状況

温かい職場環境
づくり

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　　次年度への改善策

B

【学校運営】ホームページの更新は前年度より格段に増加し、外部への発信を充実させることができた。また、緊急メールのシステムも導入することができ、生徒たちにとってよ
り安心・安全な学校にすることができた。

【学習指導】昨年度に引き続き資格取得に取り組んだ生徒が多かったが、欠点者減少、基礎学力定着のための手だてが課題である。

【生徒指導】生徒の様子が大きく変わっている。教職員全体での指導をより強化すると同時に、保護者との連携が課題である。

【進路指導】進路決定について、昨年度よりかなりずれ込んだ。２年次までの指導の重要性が明確になったとも言える。学校生活全般の指導と進路指導とが、間接的、あるい
は直接的につながることを意識しながら（させながら）、進路実現に向かわせる姿勢作りを、全教職員で協力してあたることがこれからの課題である。

【総合生活科】外部機関との連携は、回数を重ねるごとに、より専門的な知識や技術の習得及び生徒の社会性の育成につながっている。総合生活科の発表会は、全校生徒
及び校外の方々に取り組みを見てもらう良い機会になった。今後とも教育内容の充実と継続的な取り組みが課題である。

【１学年】保護者・生徒との連携や学年会での情報共有・協力を密にしたことで、学校生活に消極的であった生徒が２学期後半以降改善してきた。学年全体として、校則や時
間を遵守すること、まじめにコツコツ勉強や部活に励むこと、進路意識を高め努力することなど、今後も大切な課題は多い。

【２学年】早期の進路決定に向けて、学年として担任との面談などで取り組んできた。また、生徒・保護者と連絡を密にし、少しの変化も見落とさないように務めた。課題として
は、より一層進路に関する興味・関心を持たせることや、多様な生徒の実情に対応していくことである。

【３学年】就職希望の生徒に十分な時間をかけて指導ができた。また、進学希望者にも様々な係から手厚い指導を受けることができた。今後の課題としては、早期の進路目標
の設定と早い段階での準備態勢を確立させることである。

【事務】日常点検等により、教育環境の充実が図られた。より一層、予算の効果的執行に努めたい。

【業務改善】僅かではあるが、改善の方向に向かっている。時間外業務時間も減少し、働きやすい職場に変化してきている。

【学校運営】来年度のコミュニティ・スクール導入に向けて、より一層の地域連携、地域貢献をしていく必要がある。また、学校行事に保護者の協力を仰ぐなど、より一層のＰＴ
Ａ活動の充実を図りたい。

【学習指導】学習環境を整え、学習習慣の確立、基礎学力の充実および進路目標を見据えた学力の向上に努めたい。

【生徒指導】些細なことも学年会で報告し、全教職員で確実な情報共有を行い、対応するよう努めたい。また、保護者の協力が得られるような手立てを考えたい。連携が課題
である。

【進路指導】６と重なることであるが、全教職員が同じ目線で、当事者意識を持ち、進路指導にあたる意識づくりと体制づくりをすることが、これからも継続して取り組むべき課題
である。

【総合生活科】今後も外部機関や地域と連携した取り組みを進めていくとともに、一つ一つの取り組みを通して生徒の社会性の育成や将来へ向けての職業観や倫理観の育
成につながるよう努めたい。

【１学年】多くの生徒が進路意識を高めるよう個別指導を盛んにするとともに、基本的生活習慣や基礎学力向上のため、今後も指導の徹底が必要である。

【２学年】時間を守るという基本的生活習慣を確立しつつ、進路決定に向けて学習体制の整備と早期の決定に向けてＣＡＰ・ＬＨＲの時間を進路指導部と連携を取って有効に
使いたい。

【３学年】基本的生活習慣の確立と基礎学力の向上が大事である。そして、早めの進路目標の設定とそれを実現させるための準備を少しでも早く行うことが大切である。

【事務】今後も効率的に教育環境整備ができるような仕組みづくりに取り組んでいきたい。

【業務改善】業務の統合、精選を進め、より効率的な運営に努めたい。ＩＴ活用なども視野に入れ、教員にとって働きやすい環境を目指したい。

B

事前打合せの実施やＩＣＴ
の活用等により、効率的
な運用を図る。

１時間以内で終了できた会議の割合が、
　４　ほぼ１００％である。
　３　９０％以上である。
　２　８０％以上である。
　１　８０％未満である。

3

職員会議等では、生徒の情報共有を新た
に始めたため、時間が延長されることがあっ
た。職員朝礼の伝達事項は、校内ネット
ワークにシステムを作りそこに入力すること
で、短時間に朝礼を済ませることができてい
る。

会議の精選や、効
率的な会議の運営
について努力して
ほしい。 B

業
務
改
善

ゼロベース思考に基づく
各分掌の業務内容の見
直しにより、組織力の一層
の強化を図る。

各分掌における業務の見直し・改善の進捗状況が、
　４　ほぼ１００％である。
　３　９０％以上である。
　２　８０％以上である。
　１　８０％未満である。

2

各分掌において、問題点と課題を明確にす
るところはできているが、スピード感を持って
改善するところまで至っていない。

問題点と課題を明
確にし、共通理解
を図りながら改善
に取り組んでほし
い。

勤務体制にゆとりをもたす
ことにより、教職員の活力
を養う。

教職員の時間外業務時間数の前年比削減率が、
　４　１５％以上である。
　３　１０％以上１５％未満である。
　２　５％以上１０％未満である。
　１　５％未満である。

2

全体的に時間外業務時間数は減少してい
るが、大幅な減少には至っていない。

職員の健康を第一
に考えた取組を更
に推進してほしい。


