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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

・成績不振の傾向にある生徒
を早期に把握し、教科・学年と
連携して指導・支援する。
　
・補習等について、各教科が
実施できるよう体制を整える。

４ 各学期末考査の欠点保有者数が全生徒の５％未満とする。
３ 各学期末考査の欠点保有者数が全生徒の５％～９％とする。
２ 各学期末考査の欠点保有者数が全生徒の１０～１５％とする。
１ 各学期末考査の欠点保有者数が全生徒の１６～２５％とする。

3

成績不振科目を有する生徒に対し、各学年・各
教科と連携して指導に当たることができた。１学
期末時点で欠点保有者数は全生徒の７．９％、
２学期末時点では５．８％と大幅に改善してい
る。３年生については、新型コロナウイルス感染
症対応のため、１名追考査未実施であるが、全
員卒業の予定である。１・2年生についても、教
員間の連携を密にし、成績不振者に対する早
めの対応を行い、効果が上がっている。しかし、
２年生は欠点保有率が８％以上（保有者数１２
名）あり、学年末考査により全員進級できるよう
指導中である。保護者に対する情報提供を進
め、協力して学力向上を図った。

・朝学の実施（週3回）や課題
等を効果的に課すことにより、
生徒の家庭学習時間の増加
を図り、基礎学力の定着及び
主体的な学習習慣の定着を
図る。

４　家庭学習時間の増加、基礎学力の充実および主体的な学習習慣の定
着に取り組んでいる」と評価した生徒の割合が、８５％以上である。
３　家庭学習時間の増加、基礎学力の充実および主体的な学習習慣の定
着に取り組んでいる」と評価した生徒の割合が、７５％以上である。
２　家庭学習時間の増加、基礎学力の充実および主体的な学習習慣の定
着に取り組んでいる」と評価した生徒の割合が、６５％以上である。
１　家庭学習時間の増加、基礎学力の充実および主体的な学習習慣の定
着に取り組んでいる」と評価した生徒の割合が、６５％未満である。

3

生徒による授業アンケートを実施、結果を集計
した上、各教科で情報を共有し、授業の工夫・
改善につなげている。新型コロナウイルス感染
症対応や休校による年間行事見直しの影響も
あったが、朝学・週末課題等を例年以上に実施
し、学習時間の確保、学力向上につなげた。生
徒の主体的な取組に配慮しながら、年間を通し
た継続的実施により効果を上げることができ
た。長期休業中の課題や学期始めの課題考査
などや、学習時間の確保も効果があった。

・令和４年度から始まる新しい
教育課程編成に向け、上級学
校への進学をめざした教育課
程の検討を図る。

４　進路希望に応じた教育課程を分析・検討ができ、令和４年度から実施
可能な教育課程が完成した。
３　進路希望に応じた教育課程の分析・検討ができた。
２　進路希望に応じた教育課程を分析したが、十分に検討できなかった。
１　進路希望に応じた教育課程の分析・検討ができなかった。

4

新型コロナウイルス感染症対応、大学入学共通
テストの実施後の分析、個別試験の状況等不
確定な要素が多くあるが、本校の実情を可能な
かぎり考慮した教育課程の原案を作成した。令
和４年度までに検討を加え、より良いものとす
る。

・生徒による授業評価を実施
し、授業の工夫や改善を行う。
また、公開授業による研修、
教員間の授業参観を実施し、
授業力の向上を図る。

４ 生徒による授業評価、公開授業や教員相互の授業参観を実施
し、９割以上の教員の授業の工夫・改善がみられた。
３ 生徒による授業評価、公開授業や教員相互の授業参観を実施
し、半数以上の教員の授業の工夫・改善がみられた。
２ 生徒による授業評価、公開授業や教員相互の授業参観を実施
し、授業の工夫・改善に一定の効果があった。
１  生徒による授業評価、公開授業や教員相互の授業参観を実施
したが、授業の工夫・改善にあまり効果がなかった。

3

生徒による授業アンケートを実施、結果を集計
した上、各教科で情報を共有し、授業の工夫・
改善につなげている。オンライン授業等ＩＣＴを活
用した新しい授業形態への対応は、まだ不十分
であり、工夫も必要である。県の取組に沿って
各教員も研修中である。公開授業については、
新型コロナウイルス感染症の影響もあり参観者
が少なかったが、改善・工夫が必要である。

・１・２年生は、年間１０冊本を
読み、読書ノートを作成し、人
間性を磨いていく。

４　８５％の生徒が、年間１０冊本を読み、読書ノートを作成した。
３　６５％の生徒が、年間１０冊本を読み、読書ノートを作成した。
２　４５％の生徒が、年間１０冊本を読み、読書ノートを作成した。
１　４５％未満の生徒が、年間１０冊本を読み、読書ノートを作成した。 3

新型コロナウイルス感染症対策として休校に
なったため、昨年度に比べると、年間１０冊の本
を読み読書ノートを作成することが難しかった。
そのため、８冊までの本で読書ノートを作成し
た。

・「総合的な探究の時間」にお
ける探究活動の核として、企
画立案を行う。

４　「総合的な探究の時間」の企画立案を行い、探究活動の核とし
て十分に機能した。
３　「総合的な探究の時間」の企画立案を行ったが、探究活動の核
としてはあまり機能しなかった。
２　「総合的な探究の時間」の企画立案を行った。
１　「総合的な探究の時間」の企画立案が不十分であった。

4

「総合的な探究の時間」の１・２学年の企画立案
を行った。探究活動の拠点として学校図書館が
機能した。今後、探究活動に必要な書籍の整備
を充実させていきたい。

　　　　　　　　　　令和２年度　山口県立小野田高等学校全日制　学校評価書　　　　　　　　　　　　校長　(　土井　浩　）　　　　　　　　　　　　　　　

教育目標・・・・・・・・・・・・

　
育てたい生徒像・・・・・・・
 
 

めざす学校像・・・・・・・・・

今年度の重点標・・・・・・

Ⅰ  豊かな人間性や社会性を育成し、多様な社会を主体的に生き抜く資質や能力を養う
Ⅱ　基礎力や汎用力を育み、知的好奇心をもって生涯にわたり学び続ける意欲を高める
Ⅲ  自らの心と身体を大切にし、健康や安全を意識して活力ある生活を送る基礎を培う

Ⅰ　豊かな人間性や社会性を備え、自らの意志で未来を拓こうとする高い志をもつ生徒
Ⅱ　学ぶ喜びを知り、基礎・基本の上に幅広い応用力を培い、自ら伸びようとする生徒
Ⅲ　勉学や部活動を通して心身ともに成長し、他を思いやり、社会に貢献できる生徒

Ⅰ　人間力と自己有用感を向上させ、ともに夢を語り合える学校
Ⅱ  知的好奇心を大切にし、主体的な行動力と汎用力を育む学校
Ⅲ　地域から信頼され、地域とともにある学校

○「知」「徳」「体」の調和を図り、主体性を伸ばす教育活動の展開

  生徒の学習時間確保や基礎学力定着のために様々な取組を行い、徐々に成果が上がっている。生徒の主体的な学習習慣については、生徒により差が大きく、更なる努力が必要であ
る。３年間を見通した学習指導体制の在り方や教育課程編成について、学校全体で検討し、組織的に取り組む必要がある。

   生徒による自治意識の醸成をめざし、生徒会、各種委員会活動の活性化を図ってきた。生徒の主体性も着実なものとなりつつあり、地域貢献の意識も芽生え始めた。スマホについて
は使い方、使用時間についてなお課題がある。

  進路の年間計画に従って、模試・課外・「総合的な学習の時間」等を企画・実施した。令和２年３月卒業生の国公立合格者は４４名で昨年度より増加した。課外については生徒の参加を
一層促進するとともに、「総合的な学習の時間」等を利用したキャリア教育の内容を見直し充実させる必要がある。また、模試結果の分析を深め生徒に還元するとともに、保護者との連
携を図り生徒の進路実現を目指していく必要がある。

　学校ＨＰは、迅速かつ頻繁に更新することができている。また、マスメディアや学校通信を活用した情報発信も積極的に行っている。ＨＰをより多くの方に閲覧してもらうことが課題。業務
改善については、時間外業務時間を削減するために、最終退校時間を設定したり、部活動活動方針を作成したりした。更なる業務改善を推進し、時間外業務時間を削減することが課
題。

　 成績不振者の減少に向け、早めに各教科・学年と協議し、補習・課題の在り方について指導計画を検討・実施する。生徒の主体的な学習意欲の喚起が課題である。朝学や課題、課題
考査など様々な取組により、家庭での学習時間を増やす。また、生徒の主体的な学習習慣をサポートする。

　 生徒会、各種委員会の活動の更なる活性化を図り、他者との協働を通して、自治意識を高める。また、地域とのつながりを重視し、様々な活動をとおして、広い視野を持ち社会貢献で
きる人間育成を目指す。教育相談体制の一層の充実を図り、いじめや生徒が抱える諸問題に早期に対応する。スマホ使用における道徳的規範意識を高めるとともに、マナーの向上を図
る。

   模試や課外を充実させ、希望進路実現のための学力を定着させる。また、新しい入試制度に向けて教員間で情報を共有し、対策を講じる。キャリア教育についても計画的に実施し、生
徒の実態に即した内容の改善を検討する。

　「地域とともにある学校づくり」を目指して、「学校支援」「地域貢献」ともに積極的に展開していく。学校運営協議会を中心に、学校と地域が一体となった学校運営を更に推進する。業務
改善では、教職員の心身の健康を考え、ワーク・ライフ・バランス意識の向上に努め、時間外業務時間を削減する。

＜チャレンジ目標＞ １　学びの自立（基礎・基本の定着）　２　生活の自律（進んで挨拶）

教
務

生徒の基礎学力
の定着

・コロナ禍や臨時休業など
で学習に落ち着いて取り
組めない中、教科担当、
担任、学年、教務部が連
携を図り、学力向上が図
れている。成績不振者に
対して、本人・保護者に早
めの注意喚起、個別の指
導を行うことで、改善され
ていることが評価できる。
朝学や週末課題等の継
続的な学習をとおして、生
徒が主体的に学習に取り
組むことで、学習時間を
確保し、学力向上を図っ
てもらいたい。
・オンライン学習を取り入
れるなどの授業改善を行
い、指導力の向上を図っ
てもらいたい。

Ｂ
＋

新学習指導要領
の趣旨を踏まえ
た教育課程の編
成

図
書

読書指導を充実
させるとともに、
地域社会へ目を
向けることので
きる生徒を育成
する。

・山陽小野田市中央図書
館との連携など、本校の
読書支援教育の取組は
保護者・地域からも高い
評価をいただいている。
全国で２校の学校図書館
賞奨励賞を受賞したこと
は素晴らしいことである。
・２年生の総合的な探究
の時間の取組（地域探
究）が、ＰＴＡ連合会で紹
介され大変好評であっ
た。

Ａ



生徒の主体性を
尊重し、他者と
協働し、自ら考
え行動する姿勢
を育む。

・「生徒会」や「各種委員会」を
中心に、学校生活での課題を
見つけ、その解決を図ること
により、自治意識を高める。

４　 「意識向上につながった」と思う生徒が７０%以上であった。
３　 「意識向上につながった」と思う生徒が６０%以上であった。
２　 「意識向上につながった」と思う生徒が４０%以上であった。
１　 「意識向上につながった」と思う生徒が４０%未満であった。

3

生徒会や各種委員会が年間を通して、主体的、
積極的に活動することが定着してきている。コ
ミュニティ・スクールとして、より一層地域とのつ
ながりを深めようと考えていたが、新型コロナウ
イルス感染症の影響で校外に出る機会がなか
なかつくれなかった。県から認証を受けているエ
コリーダースクール活動の清掃活動は、自主的
に参加する生徒が増え、自治意識が高まったと
考える。今後は地域との連携を深め、生徒の視
野を広げ、人格の育成につなげたいと考える。

いじめ防止に関
わる教育相談体
制の充実

・生徒が抱える問題を早期に
発見するために、アンケートや
情報交換会等を実施し、指導
に活用する。

４　各学年６回以上のアンケートの実施と年４回以上の情報交換
会を実施し、指導に活用した。
３　各学年６回以上のアンケートの実施と年３回の情報交換会を実
施し、指導に活用した。
２　各学年６回以上のアンケートの実施と年2回以下の情報交換会
を実施し、指導に活用した。
１　各学年とも６回以上のアンケートの実施に対して情報交換会が
年１回以下に留まり、指導への十分な活用ができなかった。

4

今年度は心身のバランスを崩す生徒が例年に
比べ多かった。様々な不安や悩みを抱える生徒
に対し、できるだけ迅速、丁寧に対応した。情報
を共有し、教員間で一致した対応をとり、保健
室・教育相談室との連携を深めた。管理職への
報告・連絡・相談を十分に行い、ＳＣや外部機関
にも必要に応じて助言を求めた。いじめに対し
てはアンケートをするとともに、個別面談で悩み
を認知し、早期に解決することができた。

学力の向上や進
路目標実現のた
め、模試や課外
の効果的な活用
を図る。

・全員受験の模試について、
結果分析会を各学年で行い、
課外や授業等に活かす。

４　全学年合わせて５回実施した。
３　全学年合わせて４回実施した。
２　全学年合わせて３回実施した。
１　全学年合わせて２回以下しか実施できなかった。

3

模試の結果を回覧するとともに、職員会議において
資料を配付し、共通理解を図った。今後も生徒一人
ひとりの進路実現に向けて現状把握に努め、日々の
指導に活かしていきたい。課外は各学年とも出席率
は良好であり、全学年平均９割を超えている。

進路に関する情
報を保護者に提
供し、生徒の希
望進路の実現を
図る。

・保護者が参加出来る進路講
演会等の行事の充実を図る。

４　保護者が参加できる進路講演会等を５回実施した。
３　保護者が参加できる進路講演会等を４回実施した。
２　保護者が参加できる進路講演会等を３回実施した。
１　保護者が参加できる進路講演会等を２回以下しか実施できな
かった。

2

コロナ禍の影響で当初予定していた、ＰＴＡ進路部会
と連携して夏休みに実施していた保護者対象進路講
演会をはじめ、いくつかの進路講演会を実施すること
ができなかった。しかし、１・２年生対象の進路講演会
と九州工業大学の説明会は実施することができた。
出席された保護者のアンケート結果は良好で満足度
も高く、来年度に向けて計画的に準備を進めたい。

進学校としての
キャリア教育を
充実していく。

・「総合的な探究・学習の時
間」やＬＨＲ等の活用により、
自己にふさわしい在り方、生き
方や進路について考察する学
習活動を展開する。

４　各学年ともほぼ計画通り実施した。
３　各学年とも80％程度実施した。
２　各学年とも60％程度実施した。
１　各学年とも40％程度しか実施できなかった。

3

コロナ禍の影響で、１年の大学訪問、２年の出前講
義、３年の小論文講座等が中止となった。しかし、１・
２年は探究活動を通して、また３年はＬＨＲや総合的
な学習の時間などを活用して、面接指導を実施する
など工夫した活動を行い、概ね成果を挙げることがで
きた。

生徒の「健康自
立」「生活習慣
病予防」に向け
た活動の推進

・健診後の特にう歯治療率、
眼科再診率共に９５%以上を目
標とする。生徒保健委員会お
よび保健体育科教諭による啓
発活動、勧告等を通し目標達
成を目指す。

４　う歯治療率、眼・耳鼻科再診率共に９５%以上であった。
３　う歯治療率、眼・耳鼻科再診率共に９０%以上であった。
２　う歯治療率、眼・耳鼻科再診率共に８５%以上であった。
１　う歯治療率、眼・耳鼻科再診率共に８０%未満であった。 4

　今年度は新型コロナウイルスの影響があった
が、治療率、再診率は４年連続１００％の達成と
なった。生徒保健委員会の協力もさることなが
ら、一人ひとりの生徒の意識も高まり定着しつ
つある。

清潔で衛生的な
学校環境美化の
推進強化を図
る。

・「清掃徹底の習慣」を身に付けさ
せる。清掃場所への敏速な移
動、時間一杯の掃除を徹底させ
る。
・整美委員会・保健委員会によ
り、毎月、清掃・衛生状況の「点検
評価」を行い生徒・教員にフィード
バックすることで推進強化を図
る。達成度は２委員会にアンケー
トで実施。

４　「推進活動を毎月必ず行い、美化に努めた結果、環境美化の
推進ができたと思う」が、８０%以上であった。
３　「推進活動を毎月必ず行い、美化に努めた結果、環境美化の
推進ができたと思う」が、７０%～８０%であった。
２　「推進活動を毎月必ず行い、美化に努めた結果、環境美化の
推進ができたと思う」が、６０%～７０%以上であった。
１　「推進活動を毎月必ず行い、美化に努めた結果、環境美化の
推進ができたと思う」が、６０%未満であった。

3

　清掃場所への迅速な移動や、時間一杯の清
掃への具体策として放送による「校歌」を活用し
た取組を昨年に引き続き毎学期行った。掃除道
具入れの整備（担当教諭決め）を行い、掃除マ
ニュアルを作成し掲示した。

４　年間を通して、進学課外を1講座以上受講した者が75%以上いた。
３　年間を通して、進学課外を1講座以上受講した者が65%以上いた。
２　年間を通して、進学課外を1講座以上受講した者が55%以上いた。
１　年間を通して、進学課外を1講座以上受講した者が45%以上いた。
(夏季休業中の課外を除く) 1

2・3学期の進学課外受講者が実人数で64名
で、学年の40%であった。例年、70％前後の受
講率であるが、コロナ禍の休校から始まり、授
業を進めることが最優先事項となり、進学課外
の意識付けとなる、夏季休業中の全員受講も実
施できなかった。2学期当初に、授業を大事に
し、進学課外にチャレンジする余裕のある者に
対して募集を無理なく行った。

４　生徒の40％以上が、平日の家庭学習時間が２時間以上である。
３　生徒の30％以上が、平日の家庭学習時間が２時間以上である。
２　生徒の20％以上が、平日の家庭学習時間が２時間以上である。
１　生徒の15％以上が、平日の家庭学習時間が２時間以上である。

3

2学期後半の調査では、32%の生徒が平日の学
習時間が2時間以上であった。学年全体の平均
時間では、1.7時間となっている。1学期の平均
時間が1.6時間だったので微増である。
今後は、学年の平日の家庭学習時間平均が2
時間を超え、2～3時間の家庭学習時間を確保
することが定着するよう指導していきたい。

４　年間を通して、教員が生徒との面談を５回以上行った。
３　年間を通して、教員が生徒との面談を４回以上行った。
２　年間を通して、教員が生徒との面談を３回以上行った。
１　年間を通して、教員が生徒との面談を２回以下しか行わなかった。 3

各学期に1回ずつ面談を行い、それ以外にも学
習や進路、学校生活など、必要に応じて面談を
行った。今後も面談の機会を積極的にもち、生
徒が意欲的に学校生活を送り、希望進路を実
現することができるよう努めていく。

４　7月・１0月・１月のいずれかの模試において、３教科総合偏差
値が５０以上の生徒が５６人（４０％）以上である。
３　7月・１0月・１月のいずれかの模試において、３教科総合偏差
値が５０以上の生徒が４９人（３５％）以上である。
２　7月・１0月・１月のいずれかの模試において、３教科総合偏差
値が５０以上の生徒が４２人（３０％）以上である。
１　7月・１0月・１月のすべての模試において、３教科総合偏差値が
５０以上の生徒が４２人未満である。

4

偏差値５０以上の生徒が、７月模試では６６名、
１０月模試では５８名であった。今後は、上位層
をさらに伸ばしつつ、下位層を底上げできるよう
指導していく。また、教科のバランスなども見な
がら、より大学受験に対応できる学力を付けて
いく。

受験体制の確
立

・家庭学習の量、及び質を向
上させ、確固たる基礎学力を
身に付けさせる。

４　生徒の７０％以上が、平日の家庭学習時間が３時間以上である。
３　生徒の６０％以上が、平日の家庭学習時間が３時間以上である。
２　生徒の５０％以上が、平日の家庭学習時間が３時間以上である。
１　生徒の４０％以上が、平日の家庭学習時間が３時間以上である。

4

１１月実施の学習状況調査において、平日の家
庭学習時間が３時間以下の生徒は２７名、４時
間以下が３４名、５時間以下が４０名、６時間以
下が２４名、７時間以下が８名であった。

受験に向けた
学力の伸長

・進路指導部と綿密に連携を
取りながら、模試分析や生徒
との面談、また、階層別指導
を積極的に行う。

・４年生大学、短期大学、専門
学校、公務員など多様な進路
に対応する面接指導や小論
文指導を行う。

４　国公立大学合格者が、３０％以上であった。
３　国公立大学合格者が、２５％以上であった。
２　国公立大学合格者が、２０％以上であった。
１　国公立大学合格者が、２０％未満であった。

1

２月１７日現在で、推薦型選抜における国公立
大学の合格者は２２名・１７％である。（昨年度
同時期２４名・１６％）

生
徒
指
導

・地域貢献活動は、生徒
にとって人間性を豊かに
することにつながる。これ
からも、生徒の自発的な
活動を推進してもらいた
い。
・いじめについては、重大
事案はなく、日常的な衝
突等については適切に対
応されていることが、いじ
め対策委員会の報告で理
解できた。
・スマートホン等の使い方
や使用時間については課
題があるので、トラブルか
ら被害者にも加害者にも
ならないように継続的な
指導をお願いしたい。

Ａ

進
路
指
導

保
健
体
育

・う歯治療・耳鼻科再診率
１００％達成は、素晴らし
いことなので是非、今後も
達成していただきたい。高
千帆小百合幼稚園との連
携など保健委員会の活動
も活発で、歯磨き指導や
新型コロナウイルス感染
症対策などが生徒・保護
者の健康意識の醸成につ
ながっている。
・学校保健の推進に計画
的に取り組んでいること
が評価され山口県学校保
健優秀校に選出された。

Ａ

・受験制度の変更やコロ
ナ禍の中、生徒一人ひと
りの進路実現のために、
模試や課外などの取組が
効果的に行われている。
・進路講演会をオンライン
で配信することで、進路に
関する情報を保護者に提
供するなど、よりよいもの
を工夫してもらいたい。
・３年間を見据えたキャリ
ア教育を充実させること
で、生徒の進路実現につ
なげてもらいたい。

一
学
年

基礎学力と学習
習慣を確立する
ことで進路実現
可能な学力を養
成する。
家庭学習の習慣
を身に付けさせ
る。
 

・「学びの時間」(1学期定期考
査前1週間放課後1時間)や
「学習ガイダンス」を通じて、学
習習慣の定着を図る。
・朝学を実施し、再テスト・やり
直しを徹底することで基礎学
力の定着を図る。
・進学意識向上のため、進学
課外の受講を積極的に勧め
る。

・学年、進路指導部など多方
面から家庭学習時間調査を行
い、平日２～３時間の学習時
間定着を目指す。

・入学直後の臨時休業や
コロナ禍の影響で学習習
慣の定着が難しかったと
思われる。学習記録を確
認した継続的な指導を通
じて生徒の学習に対する
意識付けを図っていただ
きたい。

Ｂ

Ｂ

二
学
年

主体的に学ぶ姿
勢を育み、進路
実現に向けた学
力の定着と伸長
を図る。

・朝学小テストや週末課題を
計画的に実施し、学力の定着
を図る。
・面談を通して生徒の様子を
把握すると共に、学習習慣の
定着や進路意識の醸成を図
る。
・２学期後半から「志望理由
書」の作成に取り組ませ、早
期に進路目標を設定させる。

・面談等によるアプローチ
を通じて生徒一人ひとり
への指導が行き届き、学
力向上が図られている。
成績上位層も多くいるの
で、次年度の最終学年で
の希望進路の実現に期
待したい。

Ａ

三
学
年

・進路指導部と学年団が
連携して、面接指導や小
論文指導に組織的・計画
的に取り組み、学習時間
も確保されている。個々
の生徒に応じたきめ細か
い指導が行われているこ
とを評価したい。
・前年度以上の結果が期
待できる。生徒によく努力
させ、最後まで諦めずに
指導することで、よい成果
が出るように取り組んでも
らいたい。

Ａ

校
務
運
営

地域への情報発
信を積極的に行
う。

・学校教育活動の様々な取組
についてＨＰで積極的に情報
発信を行う。また、学校通信
の発行や、マスメディアへの
情報提供も積極的に行う。

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

4

１月２５日現在で、学校ホームページの学校行
事に関する更新が１１０件を超え、また、本校に
関連するマスコミ報道が５４本を超えた。学校通
信も５回発行しており、今後も更なる地域への
情報発信に努めたい。アンケート結果では、学
校と地域の連携に対する認知度が低く、取組が
十分には伝わっていない。日々の教育活動、Ｐ
ＴＡ総会や学校行事を通じて更なる周知徹底を
図りたい。

・スマートホンに対応した
ＨＰのリニューアルもされ
情報発信が質量ともに充
実している。これからも、
地域とともにある学校を
目指して、地域への情報
発信を深めてもらいたい。
・時間外在校等時間の削
減についての改善は評価
できる。コロナ禍での教育
活動について改めて考え
る機会としていただきた
い。

Ａ
＋

時間外在校等時
間を削減させ
る。

・業務の効率化を推進するこ
とで、時間外在校等時間を削
減する。

４　時間外在校等時間が４５時間を超えなかった。
３　時間外在校等時間が５０時間を超えなかった。
２　時間外在校等時間が前年度を超えなかった。
１　時間外在校等時間が前年度より増加した。

3

１２月末現在、時間外在校等時間は４５．３時間
で前年度比２９％減。最終退校時刻での声掛
け、面談での注意喚起、部活動指導方針の共
通理解等を行った。それにより教員の「働き方
改革」に対する意識は向上してきた。



5　　学校評価総括（取組の成果と課題）

（学習指導）年間通じて各クラスの欠点をもつ生徒に対し、その解消に向けて学習に取り組むよう指導している。朝学や週末、長期休業中の課題を通して、学習時間の確保・学力の伸長を図り、新型コロナ感染症による休
校等の影響を回復した。家庭学習時間は、平日・休日ともに十分とは言えず、日頃の積み重ねの重要性を徹底し、家庭学習時間をどのように増やすかが課題である。また、授業公開や協議を伴う研究授業により、教員の
授業力を更に向上させることや、臨時休業等にも対応できる新しい授業形態としてオンラインやＩＣＴを活用した授業の導入にも努めたい。

（図書）積極的に地域連携活動を実施することができた。山陽小野田市立中央図書館に、「小野田高校生オススメ本」コーナーを設置したり、開館２５周年記念イベントに参加したりすることができた。

（生徒指導）生徒会、各種委員会など、生徒による主体的な活動の推進が図られた。生徒会を中心として、学校生活における様々な課題について考察を深め、改善を進めることができた。今後は、コミュニティ・スクールと
して地域との交流を更に積極的に行いたい。

（教育相談）新型コロナウイルス感染症の影響で、様々な場面でストレスがかかっており、心身の不調を訴える生徒が多かった。関係教員によるケース会議を随時開催し、情報共有や適切な対応に努めた。スクールカウン
セラーや外部の専門機関と緊密に連携することで、専門的なアドバイスを含めた支援に取り組むことができた。 特別支援教育としては、通級等への取組を組織的に行っていくことが課題である。

（進路指導）新型コロナウイルス感染拡大の中、進路行事の多くは中止となり当初の計画通りには実施できなかった。また、模試や課外の日程も変更を余儀なくされた。進学課外の出席率は年間を通じ良好で、模試も変
更後は計画どおり実施でき、生徒の進路意識向上に一定の成果をあげた。「大学入学共通テスト」に対応するため、いかにして思考力・判断力・表現力を身に付けさせていくかが課題である。今後も教員間で情報を共有す
るとともに、生徒や保護者に対しても迅速に情報を提供することが必要である。

（健康管理）新型コロナウイルス感染症の影響はあったが、再検査率、治療率１００％は達成。保健委員会は虫歯予防や、目の擁護のためのスマホ時短の取組等、生徒に身近な健康テーマを取り上げ、情報発信等を年
間を通じて頑張ってくれた。ＰＴＡ保健部委員の保護者も健康通信で多大な御協力を戴いた。こうした学校・生徒・保護者３者の連携取組により、十分な保健管理や対応が達成できた。

（環境整美・安全点検）特に校内美化においては、掃除道具入れの整備（担当教諭決め）を行ったり、掃除マニュアルを作成し掲示したりした。校歌放送を行うことで、掃除時間遵守の徹底を図った。環境美化に対する生徒
１人ひとりの「自覚」を定着させることが課題である。今年度より学期末に安全点検を教員で実施した。

（校務運営）　　学校ＨＰの更新は、迅速かつ頻繁に更新することができている。また、ＨＰをスマートホンにも対応できるものに変更した。マスメディアや学校通信を活用した情報発信も積極的に行っている。本校の地域連
携の保護者・生徒への認知度の向上が課題。業務改善については、時間外在校等時間を削減するために、面談による注意喚起や部活動活動方針の作成等を行うことで改善を図ることが出来た。

6　次年度への改善策

（学習指導）　本校の特色を大切に、学習指導と特別活動のバランスをしっかり取っていく必要がある。中学生減少の中、本校を中学生や保護者にどのようにアピールするかは重要な課題。あらゆる機会を通して、学習指
導の改善に取り組む姿勢を紹介していく。習熟度において二極化の傾向がみられ、成績下位層の学習意欲の向上が課題である。特に中学校から１年次への学習指導について更に取り組む必要がある。朝学、小テスト、
週末課題の実効性を高め、生徒の学習時間確保、学習習慣の確立が急務である。成績不振者の減少に向け、早めに各教科・学年と協議し、補習・課題のあり方について指導計画を検討する。

（校務運営）　「地域とともにある高校づくり」をめざして、「地域貢献」「学校支援」ともに積極的に展開していく。学校運営協議会を中心に学校と地域が一体となった学校運営をさらに推進したい。業務改善を推進し時間外
在校等時間の削減を行い、ワークライフバランスの意識を向上させ、教職員の心身の健康を図る。

（図書）「総合的な探究の時間」における探究活動に活用できる書籍の整備を一層充実させていきたい。

（生徒指導）今後も生徒が学校生活の中で、主体的に考え、活動していくことを推進し、生徒のより一層の人間性の成長を促したい。さらに、学校行事や生徒会活動を通じて、他者を思いやり、地域に目を向け、貢献できる
ような人物の育成に努めたい。タブレットの配付にともない、人権意識の向上、情報モラル教育の推進を図る必要がある。

（教育相談）  今後、当面まだ続くであろう新しい生活様式は、生徒同士のつながりを困難にするため、生徒のストレスはますます増幅すると考えられる。 学校現場も混乱しており、対応が難しい場面もあるが、生徒に関す
る課題について、担任等が一人で抱え込むことなく、迅速に情報を共有し組織的に対応できるよう、今後とも早期のケース会議開催やＳＣとの連携に努めたい。

（進路指導）新型コロナウイルス感染拡大の中、初めての「大学入学共通テスト」が実施された。従来と比べ思考力・判断力・表現力が問われ、模試・課外のあり方の検討し、改善が必要である。また、多面的、総合的に能
力を評価する入試への転換が進められており、「キャリア・パスポート」の活用など、主体的に学ぶ力を日頃から培う必要がある。来年度も状況をみながら、進路講演会等、行事の充実に努め進路に関する様々な情報を
提供したい。

（健康管理）健康管理は、十分に機能していると感じる。来年度も学校・生徒・ＰＴＡ・地域との連携を保ちながら、継続的な取組を推進し、今の良好な状況を維持し、定着させていきたい。

（環境整美・安全点検）生徒１人ひとりの「やる気」を育てなければ真の環境美化は達成できない。全校協同体制で取組を推進し、学校一体での「やる気」を発現させ維持させていくことで、改善していきたい。安全点検はよ
り的確に進めていきたい。


