
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

　生徒や保護者、職場及び地域に
学校教育活動等の情報発信を積
極的に行い、学校と家庭等が緊密
に連携できるように努める。

保護者アンケートの「配付物やマチコミメール、ホーム
ページなどで、学校の様子がよくわかる」の肯定的な意
見の割合が
　４　８０％以上である。
　３　７５％以上である。
　２　７０％以上である。
　１　７０％未満である。

4

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一
部の行事が中止や縮小となったが、できるだけ
多くの情報発信を行った。また年度当初は、ホー
ムページの不具合により、更新を行うことができ
なかったが、ICT支援員の力を借りながら、改良
を行い、現在はできるだけ多く更新を行ってい
る。【学校アンケート結果②：生徒92%、保護者
84%】

ホームページの更新
が頻繁に行われてお
り、昨年よりかなり改
善されていると感じ
た。今後も積極的な
情報発信に期待す
る。

Ａ

　家庭・ＰＴＡ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・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」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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、体
育大会、文化祭も実施時期を変更し、例年と同じ
方法で実施した。【学校アンケート結果①：生徒
95%、保護者86%】

コロナ禍で大変な状
況の中、工夫されて
取り組まれている。来
年度以降も、何とか
実施してほしいと思
う。

Ａ

基礎学力の定着・向
上に向けた取組の強
化

　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取り組んで
いるが、１学期に比べ、欠点科目数は増加した。
２学期末のべ欠点科目２５。
※昨年より５科目減。

授業の内容で、生徒
が分からないところな
どを、もっと質問しや
すい仕組みを作って
ほしい。

Ｂ

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。

3

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84％】
※昨年より7ポイント下降。

ＩＣＴ教育に積極的に
取り組んでほしい。た
だ、個性を伸ばす教
育とはどういう指導な
のか。評価基準を考
え直したらどうか。

Ｂ

学習意欲の向上に向
けた教育活動の充実

　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、
　４　１６０人以上である。
　３　１２０人以上である。
　２　８０人以上である。
　１　８０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208人であった。
※昨年（実施できない検定が多かった）より116
名増。

取得者の割合が増え
たのが良かった。資
格取得の必要性及び
重要性を説き、継続
してほしい。

Ａ

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

　生徒会主催の評議会を実施し、
マナーやルールについて生徒同
士で意見交換を行う。またPTAや
地域の意見も取り入れ、多様な考
え方に触れる機会を提供する。

「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

「自ら考え、判断し、決定し、行動する」力を身に
つけさせることを目標に、生徒が自らルールの意
味とその重要性に気づくような指導に取り組んで
いる。引き続き、家庭や地域と連携して進めてい
く。【学校アンケート結果⑤学校は、挨拶や頭髪・
服装などのきまりや校内清掃など、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９4%保護者８3%】

バス停での状況があ
まり良くない。マナー
や規律は学校の外で
も気をつけてほしい。
生徒をしっかり見守
り、時には厳しく、時
には温かく指導して
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。

3

保健室、教育相談を中心に、生徒の悩みや不満
に誠実に対応している。今後はさらに「わかりや
すい授業」に力を入れていく必要がある。

今後とも継続して、生
徒に寄り添い、変化
に早く気づき、適切
なアドバイスに努めて
ほしい。

Ｂ

「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

リーダーシップを取れる生徒が少なく、良好な人
間関係を構築する力も未熟な生徒が多いため、
HR活動にこれまで以上に力を入れていく必要が
ある。【学校アンケート結果⑥学校は、教育相談
を充実させ、円滑な人間関係作りに取り組むな
ど、生徒一人ひとりを大切にしている。いじめ防
止・早期対応に学校全体で取り組んでいる。：生
徒８３%保護者８１%】

生徒が個人的に相談
できるような信頼関係
を築くとともに、相手
を思いやる心の情操
教育に努めてほし
い。

Ｂ

健康管理や安全教育
の促進

　「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。また「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。

「学校は、生徒の安全対応能力の向上、保健に対する
意識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

「生徒課だより」は、必要な時のみ発行する形を
とり、一般的な内容については全校集会時に口
頭で生徒に知らせることに力を入れた。「保健だ
より」は新型コロナウイルス感染症対応を含め、
月１回程度発行した。各文書が必ずしも保護者
の手に渡っていない状況もあるため、今後発行
の方法を工夫していきたい。【学校アンケート結
果②学校は、「生徒課だより」や「保健だより」など
の各種たよりや学校webページにより、分かりや
すく情報を発信している。：生徒９２%保護者８４%】

ホームページでは、
十分に発信している
と感じる。コロナ感染
リスクは、家庭内が高
いため、家庭との情
報共有のため、連携
を密にお願いした
い。

Ａ

生徒の自主的・自立
的な活動の推進

　生徒会活動や体育大会、文化
祭、クラスマッチをとおして、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

新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、体
育大会、文化祭をはじめとした行事を、生徒会が
中心となって運営した。新生徒会役員には12名
が就任した。今後は学校運営に生徒、保護者、
地域の方々が関わりやすくするための方策を検
討する。【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９７%
保護者９6%】

大変な状況の中、中
止せずに実施されて
いることは素晴らしい
ことと思う。更に、生
徒に自主性・主体性
を持たせる仕組みづ
くりに努めてほしい。

Ａ

進路実現に向けた基
礎学力の定着・向上
への取組

朝学や長期休業中の課題、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ついた
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88.1％である。※一，二年生は２学
期までの分、三年生は１学期実施分で集計し、
全体で一昨年より3.5ﾎﾟｲﾝﾄ、昨年より3.7ﾎﾟｲﾝﾄ上
昇、各学年ともほぼ同水準となっている。

実社会で通用する基
礎学力を身につけた
生徒を育ててほし
い。 Ｂ

個性や適性に応じた
きめ細かな進路指導
と、それによる望まし
い職業観・勤労観の
育成

　進路適性検査や個人面談を通じ
て生徒一人ひとりの理解に努め、
各学年団との連絡を密にするとと
もに、ガイダンスや講演会、見学
会、インターンシップを通じて、望
ましい職業観、勤労観を育成す
る。

「学校はきめ細かい進路指導をしている」と評価した生
徒や保護者の割合が、
　　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・Ｌ
ＨＲなどを通じて、きめ細かな進路指導をしてい
る。】
生徒９８%で昨年より３ポイント上昇、保護者８５%
で、昨年より６ポイント下降、両者合わせて９３%
だった。

高い数値は、満足度
が高い結果と思われ
る。保護者との連携
をもう少し深めれば、
さらに良くなるのでは
ないか。

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

令和３年度山口県立田部高等学校学校評価書　　　　　　　　校長　　　内田　正弘　
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、引き続き地域連携教育に力を入れながら、田部高校の魅力を伝え、また生徒の成長が促されるような学校づくりを進めたい。学習指導については、ＩＣＴ教
育を含めた学習環境を整え、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。生徒指導については、専門委員会を定期的に開催し、その
活動を活性化させるとともに、あらゆる教育活動において、生徒に粘り強く指導を行っていきたい。進路指導については、朝学の充実やCAPの計画の見直し、ガイダンス等の行事
を精査して実施したい。総合生活科については、引き続き、外部機関や地域と連携した取組を推進し、教育活動の充実と生徒の社会性の育成や将来へ向けての職業観や倫理観
の育成に努めたい。

　○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
　○基礎学力の定着・向上と学習意欲の向上に向けた教育活動の充実
　○社会的自立と夢の実現に向けた教育活動の推進
　○普通科・総合生活科の活性化に向けた教育活動の工夫
　○開かれた学校づくりの推進と地域連携体制の強化
　「チャレンジ目標」　あいさつは、あかるく、いつも、さわやかに、つたえよう

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

学習指導

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。

進路指導



　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。

3

地域社会や関係機関と連携した授業の回数は
13回であった。それぞれの学習目的の理解と学
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、グループ活
動や発表会などを行っている。

コロナ禍が終息した
ら、教育活動をもっと
地元にアピールし、
田部高の存在感を示
せるように取り組んで
もらいたい。

Ｂ

　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　５７名以上である。
　３　３６名以上である。
　２　１８名以上である。
　１　１８名未満である。

4

１・２級の取得者は延べ71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
ることを目的としている。

今後とも資格取得の
メリットを説明し、自主
的に学習するように
促してほしい。また、
取得者の技術を発表
する場も検討してほ
しい。

Ａ

１学年
早期の希望進路選択
決定と将来のビジョン
確立

　教員と数多くの面談をしながら、
その都度、進路情報を提供し、希
望進路を選択させ、将来何をした
いのか等も考えさせる。

希望進路決定者の生徒の割合が
　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。

3

昨今のコロナ状況で、現時点で進学や就職など
いろいろと自分の希望進路が見出せない生徒が
多いのが現状である。今後も面談等を重ねなが
ら生徒の希望進路を支援していきたい。

基礎学力の向上を図
る個別指導に取り組
んでほしい。また、広
い視野で各職種の魅
力を伝えて頂きた
い。

Ｂ

２学年
希望進路の実現に向
けた生活習慣の確立

　家庭との綿密な連携を図ることに
より遅刻や欠席を減少させ、進路
実現に向けた生活習慣の確立に
努める。

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。

3

２学期末現在でちょうど９０％となった。遅刻は体
調不良が主な理由であるが不注意によるものも
あった。今後も引き続き3月末まで、全員の進級
と進路実現に向けた生活習慣の確立を支援した
い。

引き続き、家庭との綿
密な連携をお願いし
たい。また、将来の夢
などを語る場の設定
にも取り組んでほし
い。

Ｂ

３学年
全員の進路実現を目
指した進路指導

　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、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

新型コロナの影響もあり、就職希望者の希望進
路実現が例年に比べ厳しかった。しかし、１月末
時点で、進路未確定者があと3名となった。引き
続き３月末まで、全員の進路実現に向けて取り組
む。

引き続き、希望の進
路が叶うようにサポー
トしてほしい。また、
夢や希望を持って巣
立ってほしい。

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

定期的な点検実施により、危険発生の未然防止
に努めた。

安全第一なので、危
険箇所を発見した
ら、早期に改善をお
願いしたい。 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、限られた予
算の中で、費用対効果を意識した予算運営がで
きた。
新型コロナへの対応として、可能な限り教育環境
整備に努めた。

生徒、保護者ともに
安心できる環境づくり
をお願いしたい。

Ａ

会議等の効率的な運
営

　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。

4

長時間の会議はほぼなかった。勤務時間内に終
わらせようと教職員全員が尽力している。今後と
も、情報共有はきちんと行い、利用規程の範囲
でＩＣＴの活用を行い、資料のペーパーレス化に
も取り組んでいきたい。

会議を短くするため
の資料の事前配付は
良いと思う。また、利
用規程の範囲内で、
ICTの活用も検討し
てほしい。

Ａ

働きやすい職場環境
づくり

　勤務体制にゆとりをもたせるこ
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月平均が、
　４　３７時間未満である。
　３　３７時間以上、４０時間未満である。
　２　４０時間以上、４３時間未満である。
　１　４３時間以上、４５時間未満である。

4

昨年度時間外業務時間数の月平均が２２時間で
あったが、今年度は２８．３時間となり、やや増加
した。昨年度は一斉休校等があったが、今年度
はなかったため、やや増加したものと思われる。
来年度に向けて維持できるようにしていきたい。

教職員が余裕を持っ
て業務に取り組むこ
とは、生徒のためにも
なる。他校と比べ少
ないと思うので、これ
を維持してほしい。

Ａ

６　学校評価総括（取組の成果と課題）

７　次年度への改善策

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

業
務
改
善

【学校運営】　昨年度より、コミュニティ・スクールが始まり、地域連携教育にますます力を入れていかなければならない中で、学校運営協議会等で地域の方から本校に対する御意見、御要望を聞く
機会が数多くあった。その中で特に田部高校の魅力についての発信や、高校卒業後の進路の充実が求められていることがわかった。
【学習指導】　各項目の達成度が低下していることから、新しい学習指導要領の実施やタブレット端末の積極的活用に向けて、授業や研修のあり方を見直ししていくことが求められる。
【生徒指導】　生徒主体で学校行事を運営することができた。生徒の実情を踏まえ、今後、より積極的にHR活動を充実させていくことが求められる。また「校則等の見直し」を含む学校運営に、生
徒・保護者・地域がより関わりやすくなるようなシステムを構築する。
【進路指導】　今年度もほぼ例年通りに進路先を決めることができ、また就職と進学の両方で新規に進路開拓ができたことが成果として挙げられる。課題としては、早い時期からの進路意識の高揚
と、進路実現に向けたより積極的な取り組みとその指導が求められる。
【総合生活科】　昨年度に引き続き、コロナ禍の中で実施できないものもあったが、やまぐちハイスクールブランド事業への参加など、新しい取り組みをすることもできた。外部機関との連携は、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おり、今後も教育内容の充実を図るための継続的な取り組みと実施方法についての検討が必要である。
【１学年】　生徒たちの多くは自分の進路についての知識や、そもそも「自分が何をしたいのか？」等の考えが希薄な感が見られた。面談等で対話する機会や時間を増やし、次年度に向けて意識や
認識を高めていく支援を継続する必要がある。
【２学年】　コロナの影響で学校行事などの時期が変わったが、種々の工夫により、ほぼ例年通りの成果が得られた。ただ、昨年と同様に修学旅行を中止せざるを得なくなったのはたいへん残念で
あった。
【３学年】　コロナ禍の厳しい状況に備え、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】　コロナ禍の中でも、日常点検等により教育環境整備の充実が図られた。より一層予算の効果的執行に努めたい。
【業務改善】　さらなる改善に向けて、現状の把握、課題の洗い出しを行い、次年度につなげていきたい。また、教職員の働き方改革のため、業務の内容を精選して、業務量を平準化していきた
い。

【学校運営】　コロナ禍で見通しが立たないが、できるだけ多くの行事を家庭・ＰＴＡや地域と連携して取り組みたい。また積極的に情報発信を行い、それにより田部高校の魅力を伝え、また生徒の
成長が促されるような学校づくりをしていきたい。
【学習指導】　一人一台端末の積極的な活用に取り組み、より分かりやすい授業を模索していきたい。また、新しい学習指導要領に沿った観点別学習状況の評価に取り組み、生徒個々の学習状況
を把握できるよう努めたい。
【生徒指導】　定期的にＨＲ活動を含む生徒指導の学習会を実施する(参加は任意)。生徒会、保護者、地域、教職員が校則について意見を交換する機会をつくりたい。
【進路指導】　学習意欲と基礎学力向上のため、個々の生徒に寄り添い、対話を深め、きめ細かな学習指導や評価を行う。また、保護者との連携を深め、早い時期からの目標設定と進路実現に向
けての取り組みを促す。
【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。また、教育活動の情報発信についても検討していきたい。
【１学年】　放課後の居残り勉強など学習の苦手な生徒へのケアを行いたい。ＣＡＰの時間等を通じて、様々な職業について知識を深めさせていきたい。
【２学年】　各生徒および保護者の希望する進路実現に向けて学年団内での情報共有と保護者との連絡を密に取りながら進路指導に取り組んでいきたい。
【３学年】　年度当初から面談を繰り返し行い、早い時期に進路希望先を決定させて指導に取り組んでいきたい。
【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作りに取り組んでいきたい。
【業務改善】　利用規程の範囲内でＩＣＴを積極的に活用することで、職員にとって働きやすい環境をめざしたい。


