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領域

重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準 達成
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学校に関する情報を、各
種たよりや学校Webペー
ジ等により、分かりやすく
かつ適切に発信する。

「学校は、分かりやすく情報を発信している」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。

3

家庭・ＰＴＡとの連携や地
域社会・同窓会との協力
のもと、体育大会や文化
祭等の学校行事に取り組
む。

「学校は、ＰＴＡ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。

3

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・向上を
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

定期考査前・後における
指導を強化するなど、基
礎・基本の徹底を図る。

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。

4

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81％保
護者87％】

アンケートもよい結果が出てい
る。、今後ともきめ細かい指導が
望まれる。

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

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。

3

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

連携を取りながら、あらゆる場面で指導を
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91％保護者91％】

挨拶の励行等生徒一人ひとりを
大切にした指導が行われてい
る。引き続き、細やかな配慮に
基づいた温かい指導をお願いし
たい。

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。

3

小さな変化を見逃さないよう、気を配り、教
員間の連絡を密にして対応した。
【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78％保護者81%】

「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。

3

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78%
保護者81%】

「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

「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

生
徒
指
導

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81%保護者88%】

生徒が主体的に行動できるよう
指導を継続してほしい。

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

客観的なデータに基づいた評
価から、基礎学力がついてきて
いると判断できる。

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。

生徒は、さまざまな行事を通し
て一定の成果を上げていると評
価できる。

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。

一昨年かより情報発信、情報提
供の方法が改善され、確実に成
果をあげている。今後も継続し
てほしい。 A

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

平成３０年度山口県立田部高等学校学校評価書　　　　　　　校長　　　渡　邉　義　明　
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、保護者、地域社会や同窓会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、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

学校Webページの更新頻度を高め、「緊急・
最新情報」で日常的に情報発信に努めた。
【学校アンケート結果:学校は、分かりやすく
情報を発信していると思う：生徒87%(93%)保
護者87%(88%)】
ＰＴＡや地域との連携を強化しながら、体育
大会や文化祭等の学校行事を企画運営し
た。
【学校アンケート結果:学校は、家庭・ＰＴＡ、
地域社会・同窓会と連携して学校教育を推
進していると思う：生徒83%(90%)保護者
89%(86%)】　（　）は昨年度のもの。

地域連携が着実に図られてい
る。
地域住民と生徒が一緒に楽しめ
るイベントがあるとよい。

B

学
習
指
導

基礎学力の定
着・向上に向け
た取組の強化

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91％保護者
91％】
各学期末の補習や考査前の指導により、複
数科目の欠点保持者は減少した。２学期末
のべ欠点科目２８

欠点保持者減少と、着実に成果
が伺える。
基礎学力の定着・向上について
今後も指導を継続してほしい。

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254人（１月末ま
で）であった。
図書委員会の活動や図書室の環境整備な
どにより、利用者数が維持できている。図書
の貸出数は１月までで259冊であった。

資格取得には多くの生徒が取り
組んでいる。今後とも続けてほし
い。

A

生
徒
指
導 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。

A

健康管理や安全
教育の促進

「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8回であ
る。

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91%
保護者84%】

有用な情報の提供を続けてもら
いたい。

A

生
徒
指
導

生徒一人ひとりを大切にしても
らい、細かい指導がなされてい
る。
引き続き、細やかな配慮をお願
いしたい。

進
路
指
導



評価
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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15回であった。
地域貢献の視点を育成するために、事前学
習における目的の理解に努めている。ま
た、事後活動として発表会やレポート作成
などのふりかえり学習を行っている。

外部との連携ができており効果
をあげている。活動がマスコミで
取り上げられるなど周知されつ
つあることも評価できる。今後も
地域に目を向けた活動を続けて
ほしい。

A

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71名であった。技術検定
は、専門科目で学んだ知識と技術を生か
し、忍耐力や地道に努力する学習態度を身
に付けることを目的としている。

専門的な技術の習得や資格取
得を更に進めてほしい。

A

１
学
年

基本的生活習慣
の確立

家庭訪問等、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。

1

生徒は、目的意識を持ち、著しく成長してい
ると感じられる。遅刻・早退等については、
保護者との連絡を取っている。出席率につ
いては、特定の生徒の不登校と病気のた
め、出席率が下がったが、他の生徒は頑
張っている。学年団で生徒の情報を共有
し、早めに対応している。

保護者への連絡は密に行って
おり、家庭と学校の情報共有は
出来ている。生徒との面談等も
積極的に行っている。出席率に
ついては致し方ない面がある。
進路指導にも力を入れてほし
い。

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。 2

遅刻・早退の年間回数が７回未満の生徒は
２学期末で全体の89.9％であった。家庭と
の連絡は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。

学習習慣の確立・進路意識の
向上・出席率の向上に、今後も
努めてほしい。引き続き、保護
者との連携に努めてほしい。 A

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

進路の情報共有は常に図られており十分な
進路指導ができた。自らが決めた希望進路
を実現できた生徒の割合は１月末で全体の
94.4％であった。
100％の進路実現を目指して引き続き、指
導していく。

全員の進路実現を目指すと同
時に、社会に適応できる人材に
成長するためのサポートができ
るようにしてほしい。 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。 よく点検されている。また、学校
も窓口業務についても外部とき
ちんと対応されている。 A

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。

手作業での設備修繕、補修に
あたるなど経費削減に努めてい
ることは評価できる。引き続き予
算確保に努めてほしい。 A

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

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。

1

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

事
務

安心安全な教育
環境整備

総
合
生
活
科

総合生活科の活
性化

よく努力されている。取り組みを
継続し、削減率アップに努めて
ほしい。 B

【学校運営】〇ホームページ上の各種たよりは充実している。緊急時の連絡がインターネット回線の混雑によりスムーズにいかなかったことは要改善である。結果として満足度を示す数字が落
ちたことについては更なる工夫を要することだと考えている。
【学習指導】〇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】〇生徒の様子が昨年度までとは大きく変わったと感じる。職員全体での指導を強化すると同時に、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】○校内外行事への参加を機に生徒の自主性と責任感が芽生えた。今後も、生徒が社会性を身につける機会を活かすとともに、地域貢献への視点を養っていきたい。
【１学年】基本的生活習慣の確立と、学習に確立について,学年団として取り組んできた。また生徒指導関係では、保護者等の連絡連携を密に取り組んだ。これからは、さらなる学習の確立と
進路指導を行いたい。
【２学年】早期の進路決定に向けて、学年として取り組んできた。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、具体的なスキルアップの方法を提
示し、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できた。今後の課題として、早い段階から、進学志望の生徒への指導体制をより確実にしていく必要がある。
【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】○僅かずつではあるが進んでいる。引き続き工夫、改善の必要がある。教職員が健康に活き活きと業務に取り組める環境づくりを推進していきたい。

【学校運営】〇地域や同窓会とも引き続き、連携していきたい。保護者の方には学校行事に積極的に参加いただく方策を模索したい。
【学習指導】〇学習環境を整え、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】〇小さいことでも学年会で報告し、全教職員で情報共有を確実に行い、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。
【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】○地域と連携した取り組みを積極的に行いたい。今後も外部との連携により、生徒が社会性を身につける機会を活かすとともに、職業観や倫理観を養っていきたい。
【１学年】基本的生活習慣をさらに確立するように、学年団一致して指導してきた。次年度はさらに進路決定について、個々に合った指導をしていきたい。
【２学年】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朝の学習の時間やＣＡＰ・ＬＨＲの時間を有効に使いたい。
【３学年】〇基本的生活習慣の確立と基礎学力の充実を基盤とし、各生徒が進路実現に向け、早い段階から意欲的に準備・努力するよう指導に努めねばならない。
【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】〇業務改善に継続的に取り組み、引き続き働きやすい職場環境づくりに努めたい。

引き続き、業務の見直し、組織
力の一層の強化に努めてほし
い。 B

事前打合せの実施やＩＣ
Ｔの活用等により、効率的
な運用を図る。

予定時間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。

4

概ね予定の時間内に会議を終了できた。 効率的な会議運営に努めてい
る。引き続き、生徒たちと向き合
う時間の確保に取り組んでほし
い。

A

各分掌の業務の効率向上に継続的に取り
組んでいるが、改善の余地は大いにある。
業務改善アンケートで学校組織等に関する
改善の項目での肯定的な意見は約62%で
あった。

教職員の時間外業務前年同月比ｰ5%が達
成できた月は4月～12月で4回。削減率は
9.5%であった。年次有給休暇取得率向上と
ともに継続的に取り組む必要がある。


