
１　学校教育目標

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて） タブレット端末の効果的使用について検討が必要である。

【学習指導】 

【生徒指導】

【進路指導】

【学校運営】　

３　本年度重点を置いてめざす成果・特色、取り組むべき課題

【学習指導】

【生徒指導】

【進路指導】

【学校運営】

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。

・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、９０％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、７０％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、５０％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、５０％未満であ
る。

・タブレット端末を有効に活用
するために、教員の研修会を
実施する。

４　年間を通して研修会を５回以上実施した。
３　年間を通して研修会を３回以上実施した。
２　年間を通して研修会を１回以上実施した。
１　研修会を実施できなかった。

・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、９０％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、７０％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、５０％以上の教員の授業の工夫・改善がみられた。
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。

図
書

図書館利用者数
を上げ、読書の機
会を充実させる。

・委員会活動の充実により、
図書便りやタブレット端末を利
用して積極的な情報発信を行
い、図書館の利用生徒総数を
増やす。

４　図書館利用者数が前年度比の４０％を上回った。
３　図書館利用者数が前年度比の３０％を上回った。
２　図書館利用者数が前年度比の１５％を上回った。
１　図書館利用者数が前年度比の１５％を下回った。

挨拶や身だしな
みをはじめとする
基本的生活習慣
の確立

・教職員間の共通理解を図る
とともに、保護者や外部機関
と連携し、校内・校外を問わ
ず、あらゆる機会をとらえて、
適切な指導を継続的に行う。

学校アンケート（生徒用・保護者用）の関連項目(頭髪・服装の
遵守、礼儀正しい)態度）の評価の平均値について、
４　「よくあてはまる」「ややあてはまる」が９０％以上であった。
３　「よくあてはまる」「ややあてはまる」が８０％以上であった。
３　「よくあてはまる」「ややあてはまる」が７０％以上でった。
１　「よくあてはまる」「ややあてはまる」が７０％以下であった。

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。

生
徒
指
導

　朝学や課題、課題考査など、平素からの様々な取組により家庭での学習時間の増加を図り、生徒の学習習慣の定着をサポートする。特に中学校から１年次への学習がスムーズに移行
できるよう重点的に取り組む。また、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する。生徒の主体的な学習意欲の喚起が課題
であり、タブレット端末をしっかり活用できるよう取り組む。

　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、昨年度から実施された「大学入学共通テスト」をはじめとした新しい入試制度に関する情報を教員間で共有し、
対策を講じる。キャリア教育についても３年間を見据えて計画・実施し、生徒の実態に即した内容への改善を検討する。

　「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」を継続して推進していく。昨年度に引き続き、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に取り組
む。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、時間外在校等時間の削減をめざす。

＜チャレンジ目標＞　ＤＩＯ（Ｄｏ　Ｉｔ　Ourselves）

教
務

生徒の基礎学力
の定着

新学習指導要領
の趣旨を踏まえた
教育課程の編成

　　　　　　　　　　令和３年度　山口県立小野田高等学校全日制　学校評価書　　　　　　　　　　　　校長　(　天尾　昇一　）　　　　　　　　　　　　　　　

教育目標 ・・・・・・・・・・・・・

　
めざす学校像・・・・・・・・・・
 
 

育てたい生徒像・・・・・・・・

今年度の重点目標・・・・・・

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　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

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

○　確かな学力と豊かな人間性を培い、社会に貢献で出来る人材の育成

　生徒の学習時間確保や基礎学力向上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個人差がみられ、定着に向けた更なる取組の強化
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。また、タブレット端末の効果的活用について検討を急ぐ。

   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が、コロナ禍により文化祭が中止となった。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ていた中、残念であった。また、生徒のスマホの使用時間や使用方法についても、依然課題がある。

　前年度は新型コロナウイルス感染拡大の中、模試や課外、進路行事の多くが中止となり当初の計画通りには実施できなかった。しかし、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し、生徒の進路意識向上に一定の成果をあげた。大学入試改革の最中にあり、いかにして生徒に思考力・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。

　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。また、時間外在校等時間を削減するために、教職員
の意識改革をすすめるとともに、更なる業務改善を推進することが課題である。



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回以上実施した。
３　全学年合わせて３回実施した。
２　全学年合わせて１回実施した。
１　全学年合わせて全く実施できなかった。

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回以上実施した。
３　保護者が参加できる進路講演会等を３回実施した。
２　保護者が参加できる進路講演会等を１回実施した。
１　保護者が参加できる進路講演会等を全く実施できなかっ
た。

進学校としての
キャリア教育を充
実していく。

・総合的な探究の時間やＬＨＲ
等の活用により、自己のふさ
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50％程度実施した。
１　各学年とも全く実施できなかった。

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１００％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１００%以上であった。
３　う歯治療率、眼・耳鼻科再診率共に９５%以上であった。
２　う歯治療率、眼・耳鼻科再診率共に９０%以上であった。
１　う歯治療率、眼・耳鼻科再診率共に９０%未満であった。

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。

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。
(全員受講の夏季休業中の課外を除く)

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。

４　生徒の50％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40％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30％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20％以上が、平日の家庭学習時間が２時間以上で
ある。

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)

受験体制の確立

・進学課外の内容を受講者の
実情に合わせ十分に検討し、
学習効果の上がる講座を提
供することに努める。
・年間を通し、受講率を高水準
で維持し、学年全体の進路実
現意識を高める。

４　進学課外受講率が、８０％以上であった。
３　進学課外受講率が、７５％以上であった。
２　進学課外受講率が、７０％以上であった。
１　進学課外受講率が、７０％未満であった。

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。

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、時間外在校等時間の削
減を行う。

４　時間外在校等時間の平均値が４５時間を超えなかった。
３　時間外在校等時間の平均値が５０時間を超えなかった。
２　時間外在校等時間の平均値が５５時間を超えなかった。
１　時間外在校等時間の平均値が５５時間以上であった。

三
学
年

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
発信を行うとともに、学校通信
の発行も積極的に行う。

４　学校ホームページの更新が年１００件以上であった。
３　学校ホームページの更新が年間８０件以上であった。
２　学校ホームページの更新が年間５０件以上であった。
１　学校ホームページの更新が年間５０件未満であった。

一
学
年

学習習慣を確立
し、基礎学力を定
着させることで進
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。
 

・週に３回の定期的な朝学を
実施し、再テスト・やり直しを
徹底することで学習習慣を身
に付ける。
・「学びの時間」(1学期の定期
考査前１週間放課後１時間)を
通じて、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。

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。そのために家庭学習
時間の定着と時間増をはか
る。
・進学課外の受講率を１学年
時より向上させる。
・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。

保
健
体
育

進
路
指
導



5　　学校評価総括（取組の成果と課題）

（図書）

（進路指導）

（生徒指導）

（教育相談）

（健康管理）

（環境整美・安全点検）

（環境整美・安全点検）

（校務運営）

6　次年度への改善策

（学習指導）

（校務運営）

（学習指導）

（図書）

（進路指導）

（生徒指導）

（教育相談）

（健康管理）


