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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。

4

　教科・担任・学年と連携し、1学期から成績不
振科目のある生徒を把握し、保護者・本人との
面談等の指導を行った。複数の科目で欠点をも
つ生徒を重点的に指導・支援した。一人あたり
の保有数は改善している。これからも原級留置
を出さないよう指導していきたい。生徒数、生徒
の状況は異なり、問題の難易度や成績上位生
徒数により欠点の程度は変わる。多数の欠点
科目を抱える者もあり、転学につながる場合も
ある。今後とも学年・各教科担当と連携し指導
していくことが必要である。３年生の成績不振者
は追試を経て無事卒業見込みとなった。

・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、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。

3

　朝学（週３回）の実施、週末課題、長期休業中
の課題等の実効性を高め、生徒の学習時間を
少しでも増やすよう全教員で取り組んだ。
　特に課題考査や定期考査に向けて生徒が主
体的に集中して学習に取り組めるよう、ＬＨＲの
活用などを工夫した。  新型コロナウイルス感
染症対応のため、できること、できないことは
あっても、生徒の主体的な取り組みを大切に指
導が行われた。

・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。

4

　タブレット端末の有効活用について、各教員
に工夫・努力が見られる。生徒の健康管理や出
欠管理など担任業務、教科指導による動画、画
像の提示、課題プリント等のオンライン配布・授
業アンケート実施やオンラインの活用など着実
な改善がみられる。まだまだ教員間に差が見ら
れるので研修を通じて相互に向上をめざす。

・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。

4

　生徒による授業評価を一学期末と二学期末
の２回実施した。新型コロナ感染症対応のた
め、実施できなかったものもあるが教員相互の
の授業参観等により授業改善・情報交換を十
分に行えた。生徒による授業アンケート結果と
合わせて授業の工夫・改善に努める。

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。 4

　１２月３１日現在で、図書館利用者数が前年
度比約４５％上回っている。図書館にwi-fi環境
が整備されたことも相まって、３年生を中心に、
学習センターとしての役割が定着しつつある。
共通テスト後の３年生の利用率が低下している
こともあるため、今後も１・２年生の図書館利用
者数を高められるように努めていきたい。

・生徒が図書だよりを作
成することで、親近感が
あり、有効な情報発信に
つながったと思われる。
・是非、小中高と読書習
慣の定着につながる取組
は継続していただきた
い。

Ａ

　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

・身近で知っている生徒
は少ないですが、その中
に毎年１～２人不登校や
転学になる生徒がいるの
で、支援の難しさを感じま
す。
・生徒の学習課題を捉え
改善を図る対応が進めら
れ、学力の定着・向上に
向けた取組が行われてい
る。
・生徒の基礎学力の定着
は、授業に向かう意欲や
わかる喜びにつながり、
生徒自身の将来のキャリ
ア形成につながるもので
ある。早期に成績不振の
傾向にある生徒の把握、
面接等を通じての重点的
支援は有効である。
・タブレット端末の有効活
用を図る研修や授業評価
を実施することにより、授
業改善が進められてい
る。
・タブレット端末の利用に
関しては、生徒からの提
案による活用方法も検討
する手法もあるかと思わ
れた。

Ａ

新学習指導要領
の趣旨を踏まえ
た教育課程の編
成

　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。

　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。

　　　　　　　　　　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。



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。

4

学期ごとの頭髪服装検査を行い、生徒に自覚
をもたせることができた。学校アンケートにおい
ても保護者からの評価を得ていると思われる。
校外活動においても新型コロナの影響で校外
に出る機会がなかなか作れなったが、生徒会・
各種委員会が年間を通して、主体的に活動を
行い、各生徒の自主性や人格育成を養えてい
ると思われる。

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

いじめに対してはアンケートや個人面談等で悩
みを認知し、早期に解決することができた。いじ
め以外でも心身のバランスを崩す生徒や不安
を抱える生徒が多く、保健室・教育相談室との
連携を図り、SCからの助言等を求め、解決に努
めた。

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。 4

新型コロナウイルス感染症予防の観点から、当
初の予定のとおりに外部講師を招くことができ
なかったが、毎回模試の結果は職員間で回覧
した上で、模試の分析資料を作成し、職員会議
で教職員に共有することができた。

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。

3

コロナ禍により、生徒向けの進路講演会をリ
モートに切り替えたことがあったので、保護者が
参加できる進路講演会は3回しか実施すること
ができなかった。しかし、実施した講演会に出
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。 4

コロナ禍により、１年の大学訪問、２年の出前講
義、３年の小論文講座は日程を変更することと
なったが、概ね計画通りに実施することができ
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。 4

　今年度も新型コロナウイルスの影響があった
が１２月２０日で治療率１００％達成できた。（５
年連続）これは生徒保健委員会の協力もさるこ
とながら、生徒一人ひとりの意識も高まってお
り、治療・再診することが定着しつつある。

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。 4

　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。整備委
員による清掃状況チェックや掃除道具入れの
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。
(全員受講の夏季休業中の課外を除く)

2

　２・３学期からの募集で、進学課外を受講した
生徒の人数は９１人、割合は６１％であった。夏
季休業中の課外が全員受講であったので、そ
れが生徒の意識づけとなった。内容はいずれも
基礎基本の定着、応用問題や模試対策など多
様にわたるが、それぞれの教科の特性に合わ
せて指導方法を工夫した。出席状況も良好であ
る。
　来年度は進学への意識を高めていき、学習時
間を確保するとともに学習内容の定着をはかり
たい。

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。

1

  ４月に行ったスタディサポートでの学習時間の
集計では、平日２時間以上の生徒は全体の約
３１％であった。しかし、１０月に校内で集計した
平日２時間以上学習している生徒は、全体の１
５％に減少している。
 年度末の３月に行われるスタディサポートの学
習状況で、平日の学習時間が２時間以上であ
ることが定着するように学年全体で働きかけた
い。

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。

3

　１学期の学習時間調査では、平日の家庭学
習時間の平均が２時間以上の生徒は約４５％
であった。2学期の調査でも約４６％と平日の学
習時間が２時間以上の割合はほとんど変化が
ない。しかし、学年が進行していくとともに、平
日に４～５時間、休日に５時間以上の割合が１
割程度から２割弱に増加しており、受験に対す
る意識を早期から高めていくことの必要性を行
動で示している生徒も一定数いる。

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)

1

　１学期受講率３６．８％、２学期受講率４５．
８％で１・２学期の平均受講率は４１．３％であっ
た。夏季休業の課外は、一人最低一講座は受
講して「午前中は課外、午後は部活」というリズ
ムをつくりなさい、と強く指導したため夏季休業
課外の受講率は９０．３％であった。
　１年次の２，３学期、２年１学期、２年２学期と
少しずつ受講者（受講率）は増加してきてはい
るので、この僅かな上昇の雰囲気を利用して、
学年全体の進路や受験に対する意識の向上に
繋げていきたい。
　進学課外と並行して、成績不振者に対して
「補習課外」を設定すれば、受講率自体は向上
するかもしれない。

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。

・良い取組が生徒の意欲
につながり、実績にあら
われるようになればと願
います。
・小野田高校なら、学力
がしっかり身に付くと信頼
され、選ばれて、入学希
望者が増える魅力的な学
校になってほしいです。
・清掃は生徒にとって、労
働の機会、引き続き心を
育む指導をお願いした
い。
・生徒自身が人生設計を
しっかりできるようなサ
ポートに力を入れることが
大切ではないでしょうか。
それが出来れば、どの程
度勉強しないといけない
かが自ずとわかり、学習
意欲がわき、学習時間も
自然に増えるのではない
でしょうか。

Ｃ

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。

・良い取組が生徒の意欲
につながり、実績にあら
われるようになればと願
います。
・小野田高校なら、学力
がしっかり身に付くと信頼
され、選ばれて、入学希
望者が増える魅力的な学
校になってほしいです。
・家庭学習習慣の確立に
向けた取組を引き続きお
願いしたい。
・生徒自身が人生設計を
しっかりできるようなサ
ポートに力を入れることが
大切ではないでしょうか。
それが出来れば、どの程
度勉強しないといけない
かが自ずとわかり、学習
意欲がわき、学習時間も
自然に増えるのではない
でしょうか。
・学習時間・課外を受講し
ている者が少しずつでも
増えている。

Ｂ

生
徒
指
導

・横断歩道で止まってくれ
た運転手におじぎをする
生徒やグラウンド近くの
坂道であいさつをしてくれ
る運動部員をよくみかけ
ます。廊下や自販機付近
で声に出してあいさつを
する生徒は以前の方が多
かったような気がします。
人と距離をとる、大声を出
さない、黙食などのコロナ
対策のせいかもしれませ
ん。
・生徒指導上の課題も早
期に捉え、組織的に対応
が図られるよう今後もお
願いしたい。
・登下校する生徒の姿か
らも生徒指導面は安定し
ていると感じます。

Ａ

進
路
指
導

Ａ

保
健
体
育

・検診後の治療率が素晴
らしい。

・治療率１００％の達成は
特筆すべき。生徒による
保健だよりの作成といっ
た取組とそれに向けた教
諭の指導が結果に現れ
たものと思われる。
・先生方が清掃場所にい
つも出ておられる姿に頭
が下がります。
・清掃は生徒にとって労
働の機会、引き続き心を
育む指導をお願いした
い。
・小学校で黙動、黙働に
取り組んでいます。生徒
に身に付いていれば幸い
です。

Ａ

・客観的データをもとに生
徒に寄り添った指導に努
めている。今後も多様な
進路に関する情報の提
供、学習機会を設けてほ
しい。
・コロナ禍にかかわらず、
よく取り組まれています。



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。 3

１学期の受講率は６０％程度であったが、部活
動引退後の夏季課外受講率は９５％であった。
出席率も良好であり、受験に向けて意欲的に学
習に取り組んでいた。２学期課外の受講率は７
５％である。科目の特性や受講者の実情に合
わせ、指導方法を工夫して実施している。

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

３月１日現在で、推薦型選抜における国公立大
学の合格者は２０名・１５％である。（昨年度同
時期２２名・１７％）

5　　学校評価総括（取組の成果と課題）

（生徒指導）コロナの影響が続く中、今後も生徒が主体（DIO）となって考え、活動していく取組の充実を図り、今の状況を踏まえ今後もより一層他者への思いやりを持たせていく。また、地域との交流も更に深め積極的
に貢献できるように行っていく。

（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。 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）よりよい進路指導を目指し、今年度中に進路指導に係る業務を見直し、改善策を検討する。特に大学入学共通テストでは、従来と比べ思考力・判断力・表現力が問われるようになっているので、大学入学
共通テストに十分対応できる力を付けさせるために、模試や課外の在り方を改善していきたい。また、生徒の希望進路の実現に向けては、保護者の理解・協力が不可欠なので、保護者に対する情報提供も積極的に
行っていく。

（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。

（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」ともにコロナ禍による制約を踏まえながら、展開していく。また、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・教育
活動をさらに推進する。業務改善を推進する中で、時間外在校等時間の削減を行うだけではなく、教職員のワークライフバランスに関する意識をもっと高め、心身の健康を図っていきたい。

（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。昨年度に引き続き今年度も学期末に安全点検を教員で行った。

（学校運営）　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、マスメディアとの連携や緊急メールを活用した情報発信も積極的に行っている。今後、ＨＰをより多くの方に閲覧してもらうことが課題であ
る。業務改善については、時間外業務時間を削減については、昨年度より微増している。今年度、部活動活動方針を修正しており、これからも様々な検討を重ねながら、時間外在校等時間を削減していかなければい
けない。

6　次年度への改善策

（学習指導）　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である。学習指導と特別活動のバランスをしっかり考え、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、週末課題等の実効性を
高めるため、生徒の学習時間確保、学習習慣の確立に有効かを検証しなければならない。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も指導計画を見直す。

（図書）図書館利用者総数は高めることができたものの、利用者が固定化されている点があるため、図書だよりや委員会活動の創意工夫などにより、新規利用者の獲得に努めていく。

（学習指導）年間通じて各クラスの成績不振生徒に対し、その解消に向けて面談等により指導している。朝学や週末、長期休業中の課題を通して、学習時間の確保・学力の伸長を図っている。新型コロナ感染症によ
る影響は様々な場面で見られるが、生徒の観察、状況把握に努めている。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、タブレット端末の有効活用によりオンラインの活用,など着実な改善がみられる。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）図書館生徒利用者総数を増やすことができた。山陽小野田市立中央図書館と連携して、「おススメ本コーナー」の設置や市報への投書などの活動に参加することができた。学習センターとしての役割を機能さ
せることができた。

（生徒指導）コロナの影響等で生徒会、各種委員会が年間を通して、生徒による主体的な活動が制約される中、生徒会を中心として学校生活における様々な課題等を解決し、行うことができた。また、規制等はある
が、地域との交流もできて良かったと思う。

（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）今年度も新型コロナウイルス感染症の影響により進路行事の中止・延期が相次ぎ、当初の計画通りには実施できなかった。しかし、IT機器を用いてリモート講演会等を実施することができ、IT機器の活用
が今後の進路指導に有益であることを実証することができた。進学課外の出席率は年間を通じ良好で、模試も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。今年度は「大学入学共通テスト」が難
化傾向にあったため、基礎・基本を重視しつつ、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となる。よりよい進路指導の実現を目指し、教員間だけでなく保護者とも連携を密にしていくことが必
要である。
（健康管理）新型コロナウイルスの影響もあったが治療率１００％達成。保健委員会は虫歯予防や、目の擁護の為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、十分な管理や対応が達成できた。

Ｂ

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。

3

１２月末現在時間外在校等時間は、４６．０時間
で前年度同月末比で約１．５％増であるが、昨
年度は４・５月のほとんどが在宅勤務や部活動
指導がなかったためである。今後もさらに時間
外在校等時間の削減に取り組みたい。

三
学
年

・国公立大の合格者数よ
りも本人が目標とした大
学に合格できたかを指標
に入れる方が、生徒自身
の幸福度を表せるのでは
ないでしょうか。
・生徒の進路希望の実情
に合わせた評価基準の
設定を検討されたい。
・国立大学への合格率を
上げる取組の強化が必
要。
・課外受講している者が
増加している。

Ｂ

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。 3

１月１１日現在で、学校ホームページの学校行
事等に関する更新が６０件を超えており、年間８
０件を超えるペースである。今年度は、ＨＰによ
る発信を重視することから、学校通信は発行し
ていないが、今後も更なる地域への情報発信
に努めたい。

・明るく活力のある学校運
営には、先生方の健康が
大切だと思います。
・学校の教育活動の情報
発信によく努められてい
る。学校の様子がわかる
ことは、コロナ禍の中あり
がたい。
・市の広報、地域の新聞
など目にすることがあり、
積極的に情報発信に努
められています。
・持ち帰りによる見えない
時間外勤務もあると思わ
れる。教職員の負担軽減
に継続して努められた
い。


