
　

【水産校舎】
　・学校運営…地域連携の活動では、長門市・漁協・水産研究センターと連携し、未利用資源である「アカモク」の増養殖・商品開発や「アワビ」の放流・育成環境の整備に取り組ん
　　　　　　　　　 だ。また、食品製造実習施設を活用した取組では、仙崎・通小学校児童への体験授業や長門市の主催事業「わくわく土曜塾」を実施するなど、地域の活性化に貢献
                   できた。今後も、水産教育の充実を図り、魅力ある学校づくりを推進する必要がある。
　・学習指導…学習状況、出席状況ともに昨年度と同様であったが、アンケート結果から苦手科目の授業への取組状況に課題があり、個々に応じた指導の充実が必要である。
　・生徒指導…１年生に基本的生活習慣の確立が不十分な生徒が多く、入学時から根気強い指導を要した。学校行事や部活動、資格取得など達成感や自己有用感を持つことの
                   できる取組の充実が必要である。
　・進路指導…就職内定率100％を達成した。進学でも国公立大学合格者もおり、ほとんどが希望校に合格することができた。本年度も、計画的・組織的な取り組みが必要である。
　・そ  の 他…生徒募集では、全教員で協力して7月と12月の2回、約90校の中学校を訪問し、ＰＲを行った。志願状況は、「海友丸」という大きな広告塔をもつ海洋技術科は昨年度
　　　　　　　　　 と同様に高倍率を維持したが、海洋科学科は低調であった。地域連携、地域貢献に頑張っている海洋科学科の効果的なＰＲ活動の検討、実施が課題である。

平成２８年度　山口県立大津緑洋高等学校　学校評価書　　　校長(  中　村　彰　利   ）

【教育目標】
（１）一人ひとりの可能性を伸ばし、一人ひとりの夢や目標の実現を支援する。
（２）自主・自立の精神を育て、主体的に進路選択ができる能力を育成する。
（３）Ｔｈｉｎｋ　Ｇｌｏｂａｌｌｙ，Ａｃｔ　Ｌｏｃａｌｌｙ
【大津校舎】
　地域の期待に応える進学校としての充実を図るとともに、３ｷｬﾝﾊﾟｽのﾒﾘｯﾄを生かし多様な教育活動を展開し、グローバルな社会で活躍できる人材を育成する。
   (1) 自ら学び、考え、判断し、挑戦・実行していく力を育む。
   (2) 多様な体験を通して、多面的に物事を捉える力を育て豊かな人間性を育む。
   (3) 国際教育を推進し、コミュニケーション・ツールとして、英語の習熟を図る。
【日置校舎】
　地域の期待に応える専門学科としての充実を図るとともに、３キャンパスの連携による生徒の自主的活動を充実させ、地域社会に貢献できる人材を育成する。
   (1)地域産業との連携を強化することにより、社会に貢献できる人材を育成する。
   (2)学校行事等の自主的活動の充実を図り、人間関係能力の向上を図る。
   (3)系統的・組織的なキャリア教育の推進により、一人ひとりの夢の実現を図る。
【水産校舎】
　海に学び、自信と誇りを持って海を核とした産業社会に貢献できる人材の育成を図る。
   (1)海に生きるための規律ある行動と体力を身につけさせる。
   (2)海のスペシャリストとして必要な知識・技能を身につけさせる。
   (3)生徒一人ひとりを大切にして、達成感や感動のある教育活動を実践する。
　

１　学校教育目標

【大津校舎】
  ・学校運営…コミュニティースクールの導入により、特色ある教育活動を展開し、さらに魅力ある学校づくりを推進していく必要がある。また、ホームページの活用や中学校訪問等
                   によって、本校舎の取組を積極的に情報発信し、安定した志願者数を確保していく必要がある。
　・学習指導…学力差に対応し、朝学習や週末課題、課外授業等の徹底を図るとともに、少人数指導や習熟度別の導入、グループワーク等による学び合い等、学習指導の工夫改
                   善に取り組み、学習意欲や学力の向上を図ることができている。生徒一人ひとりに、より効果的な取組となるよう、一層の工夫改善を進めるとともに、予習・復習等の
                   学習習慣の確立や意欲の向上、基礎・基本の定着、思考力・表現力等の育成をさらに図っていく必要がある。
  ・進路指導…インターンシップの改善や広島大学等の出前講義等の充実など、体験的な学びを生かした取組を工夫改善し、進路ガイダンス等の充実とともに、主体的な進路意識
                   と意欲の向上が見られる。大学進学とその先を見据え、３年間を見通した、より効果的な取組となるよう、さらに改善が必要である。
　・生徒指導…生徒は概ね落ち着きがあり、身だしなみも整っており、規律ある生活態度で、学校行事や部活動、ボランティア活動等に熱心に取り組んでおり、学校生活への満足
                   度も高い。自己有用感を高め、主体性や自主性を育み、地域の期待に応えるリーダーとしての意欲や資質能力を育成する必要がある。
　・そ  の  他…韓国中馬高校との交流やマレーシア・シンガポールへの修学旅行等により国際感覚の醸成を進めるとともに、新たな教材を作成して「長門学」の充実も図っている。
　　　　　　　　   地域との連携をさらに強化し、地域の学びから地域に対する理解や愛着を一層深めていくことが必要である。
　　　　　　　　   定期的な生活アンケートと教育相談会議等により、教職員やスクールカウンセラー等と連携しながら、生徒支援を行うことができている。学習等への不安により学校
                   生活に課題がある生徒に対して、早期対応やきめ細かな支援等、生徒支援の一層の充実が必要である。

【３校舎共通】
　・やまぐち総合支援センターのサテライト研修並びに教務システムの構築を進めることができたが、今後はシステムの適切な運用によるスムーズな学校運営に努める必要がある
  ・３キャンパス制の特色を活かした活動を行う中で、これまでの「学習発表会」、「合同スポーツ大会」などに加えて、「資格取得」や「進路選択」に向けて、校舎間の連携による指
   導の成果が継続できるよう工夫することが大切である。
  ・これまで、「地域に愛される学校づくり」を柱として地域と連携した取組を充実させてきたが、今年度は、県内初の高校のコミュニティースクールとして、「地域とともにある学校づく
    り」をテーマに、より一層魅力ある学校づくりに取り組むことが求められている。
  ・保護者・生徒への緊急メール配信のシステムは比較的順調に運用されているが、ホームページ等をさらに改善するなど、情報発信に対する工夫・努力が必要である。

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

【日置校舎】
　・学校運営…入学定員の充足に対応して、体験入学や各中学校での進学説明会、各中学校への訪問、ＨＰの活用、マスコミへの報道依頼等情報発信に努めたが、十分な成果は
　　　　　　　　　 現れなかった。地域（関係機関）との連携活動は活発に行われているが、中学校や大学等異校種間の連携が不足している。特に大学との連携を充実させ、より質の
　　　　　　　　　 高い教育を目指したい。
　・学習指導…基礎学力の定着を図るため、国語・数学・英語の朝学の実施や基礎学力テストの判定、少人数指導の充実等、生徒一人一人を大切にした指導を実践することがで
                   きた。また、生徒の授業評価を反映した授業公開や全科目の代表者による研究授業を通して、授業改善に取り組むことができた。
　　　　　　　　　 更なる基礎学力の定着に向けた取り組みと家庭での学習時間の確保を図る。
　・進路指導…生徒が希望する進路先に殆どの生徒が早い段階で決定することができた。
                   進路決定率１００％が達成できた。２年次のインターンシップについて、学科に関連したインターンシップ先で体験する生徒はやや増加したが更なる対応が課題であ
                    る。 生徒が早い段階に高い進路目標を設定できるようキャリア教育の更なる充実を図る。
　・生徒指導…年間を通して、全校生徒が順番に校門に立つ「さわやか挨拶運動」を通して、生徒同士の好ましい人間関係づくりを図ることができた。また、先生方や来校者に対し、
                   よく挨拶をし学校の明るい雰囲気をつくることができた。
　・そ の  他…生徒のプロジェクト学習等の取り組みが、地域の活性化に繋がるよう関係機関との連携を強化し、充実した取り組みを推進する。
　　　　　　　　　各種資格取得を推奨し、指導体制の充実を図る。
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【３校舎共通】
　平成２８年度からの県内初となる高校のコミュニティスクールとして、地域と連携した高校づくりを一層推進する。
　①コミュニティスクール運営の中心となる学校運営協議会を設置し、効果的に運営することにより､各学科に対する期待にしっかり応え、魅力のある学校づくりを推進する。
　②地域とともにある学校として、地域からの支援をお願いするとともに地域への貢献も意識した取組を進める。その際、単に地域と連携した取り組みを増やすだけではなく､連携
     活動の「量から質への転換」を工夫することも必要である。
　③高校の取り組みや良さを認識してもらうため、小・中学校の児童生徒、保護者、先生をはじめ地域の皆さんにしっかりと情報発信し､地域が一体となった学校づくりを推進する。

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

【大津校舎】
○魅力ある学校づくり
　　・コミュニティースクールを活用しながら、３校舎や地域との連携をさらに進め、特色ある教育活動を推進することで、魅力ある学校として安定した志願者数を確保する。
○積極的な情報発信
　　・ホームページのトップページの改善と効果的な活用方法を検討し、一層の情報発信に取り組む。
○きめ細かな学習指導
　　・学力のニ極化に対応し、朝学習と週末課題、課外授業等の徹底を進める。
　　・少人数指導や習熟度別指導等をより工夫することで、生徒一人ひとりに応じたきめ細かな学習指導の充実を図る。
　　・自ら計画的に予習・復習に取り組む学習習慣の確立を図る。
　　・グループワーク等による学び合いなど授業づくりの工夫改善に取り組み、学習意欲の向上と基礎・基本の定着、思考力・表現力等の育成を進める。
○将来を見据えた進路指導
　　・大学の出前講義や大学訪問、インターンシップ等の体験学習や進路ガイダンスの充実により、大学進学とその先を見据えた主体的な進路選択に向け、進路意識の高揚を図
      る。
○体験活動を重視した人間形成
　　・韓国中馬高校との交流、海外修学旅行など、体験的な学びを生かした取組の質的な改善充実を進める。
　　・学校行事や生徒会活動、部活動、地域と連携したボランティア活動等の積極的な取組と併せて、自己有用感等を高め、地域の期待に応えるリーダーとしての主体性や自主性
      を育成する。
○生徒一人ひとりを大切にした支援体制の充実
　　・全教職員やスクールカウンセラー、中学校との連携を深めて、生徒情報の積極的な収集、綿密な交換・共有化や相談しやすい体制づくりを進める。
　　・生徒の多様な課題の解決に向けて、家庭との連携のもと、迅速な初期対応や生活リズムの改善を図るなど、きめ細かく、速やかな生徒支援に取り組む。

【日置校舎】
〇５つの重点目標と１５の具体的方策
１　分かる授業の実践に努め、学力の向上を図る。＜教務課＞
　①生徒の授業評価を反映した授業改善に取り組む。
　②全校体制での朝学の実施、繰り返し学習に重点を置き、学力の確実な定着を図る。
　③体験的な学習、作業的な学習を取り入れ、生徒の活動意欲を高める。
２　人間関係能力の向上を図る。＜生徒指導課＞
　④良好な人間関係を構築するための基盤となる基本的生活習慣の確立を図る。
　⑤３キャンパス制のメリットを生かした体験活動を実践し、３キャンパスの一体感の醸成を図るとともに、他者理解の力を高めていく。
　⑥生徒会を中心とした交流を促進し、協調性やコミュニケーション能力の育成を図るとともに、生徒の感性を磨く時間の設定に努める。
３　ヘルスプロモーションの視点に立った健康教育の充実を図る。＜保健体育課＞
　⑦規則正しい生活リズムの確立と家庭学習習慣の定着を図る。
　⑧生徒の情報共有に努め、健康観察・健康相談、教育相談等の充実を図る。
　⑨健康診断及び事前事後の保健指導を充実させ、事後措置における受診率の向上を図る。
４　系統的・組織的なキャリア教育を推進する。＜進路指導課＞
　⑩３年間を見通した進路指導により、望ましい職業観・勤労観を育てる。
　⑪インターンシップや進路ガイダンス、学校・企業見学会を通して、自己理解を深め、進路意識の高揚を図る。
　⑫きめ細やかな面談や課外授業、個別指導等を行い、個々のニーズに対応した進路実現を図る。
５　地域との連携を強化する。＜農業部＞
　⑬「学校・地域連携協議会」や地元の関係機関との連携を強化する。
　⑭地域の課題を題材にしたプロジェクト学習を推進する。
　⑮６次産業化の基礎を築くために、直売所を活用した生産から加工、販売までの一貫した教育を展開する。また、商品開発に挑戦する。

【水産校舎】
○地域連携の充実による特色ある学校づくり
　・地域連携、地域貢献の活動が、水産教育への理解と生徒募集に繋がるよう取組の充実を図るとともに、積極的・効果的な情報発信に取り組む。
○基礎学力定着と進路実現
　・生徒の基礎学力向上、学習意欲向上のために、分かりやすい授業と指導方法の充実に努め、全教員が一致協力して取り組む。
　・生徒の進路希望の実現と海のスペシャリスト育成に向け、計画的・組織的できめ細かい指導と面談等の実施、充実に取り組む。
○一人ひとりを大切にする教育の推進
　・生徒が安心・安全で充実した学校生活を送れるよう生徒指導、相談活動等の充実を図り、生徒理解と情報共有に努め、問題行動やいじめ等の未然防止に取り組む。

【チャレンジ目標】
   〇地域に贈ろう「ありがとう」、地域からの「ありがとう」
　　　地域貢献活動を行うことで地域の人々からの学校への信頼を高め、さらに生徒自身が地域社会への関心を持ち、社会貢献への意識を培う機会とする。
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4　自己評価

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

･拡大企画調整会議の開催等によ
り、３校舎の連携協働の充実と一
体感の醸成を図る。

４　拡大企画調整会議を年３回開催し、協議する中で、３校
　　舎の連携協働と一体感の醸成が十分に進んだ。
３　拡大企画調整会議を年２回開催し、協議する中で、３校
　　舎の連携協働と一体感の醸成が進んだ。
２　拡大企画調整会議を年１回開催したが、３校舎の連携
　　協働と一体感の醸成は進まなかった。
１　拡大企画調整会議を開催することができず、し、３校舎
　　の連携協働と一体感の醸成が進まなかった。

4

・拡大企画調整会議を予定どおり３回開催
するとともに、通常の企画調整会議を毎月
開催することにより、３校舎間での情報の
共有化、課題の共通認識、対応策の検討
を進めることができた。

・コミュニティ・スクールとして、地
域と一体となった教育活動を推進
する。

４　地域と一体となった魅力ある教育活動を十分進めるこ
　　とができた。
３　地域と一体となった魅力ある教育活動を進めることが
　　できた。
２　地域と一体となった魅力ある教育活動を進めることは
　　あまりできなかった。
１　地域と一体となった魅力ある教育活動を進めることが
　　できなかった。

3

・各校舎の特性を活かした地域との連携
活動を進めることができた。また、３校舎
の生徒会が一体となって地元企業とともに
商品開発に取り組むなど、新たな動きも始
まった。

総
務

3校舎の連携
強化

・調整会議やクラウドを利用し、連
携を図り、行事の企画・運営・反省
を行う。
・準備と確認を徹底する。

４　調整会議を開催し、課題を　全て解決することができ
　　た。
３　３校舎の調整会議をほぼ毎月１回のペースで開催し
　　た。
２　３校舎の調整会議を毎学期２回のペースで開催した。
１　３校舎の調整会議を毎学期１回のペースで開催した。

3
・密に連絡調整ができた。月に一度の調
整会議は実施しなくなったが、成果は十分
あげられた。

・学校行事やＰＴＡ活動
の充実には３校舎の調
整、連携、協力が不可欠
である。大変だと思うが
今後も円滑な準備、運営
をお願いする。

B

・学習内容の確実な習得を図る。

４　全ての教員が積極的かつ十分な取組を行い、授業に
　　集中して取り組む生徒が８５％以上であった。
３　全ての教員が積極的かつ十分な取組を行い、授業に
　　集中して取り組む生徒が７５％以上であった。
２　全ての教員が積極的かつ十分な取組を行い、授業に
　　集中して取り組む生徒が７５％未満であった。
１　８割強の教員が積極的かつ十分な取組を行い、授業
     に集中して取り組む生徒が７５％未満であった。

4

・授業評価アンケートの「授業に集中して
取り組んでいる」の項目は大津校舎
96.8%、日置校舎93%、水産校舎72.2%で３
校舎平均で89.5%あった。次年度以降も集
中して授業に取り組める環境作りと教員
の授業研鑽に全体で取り組んでいけるよ
うにしていきたい。

・授業参観と公開授業の活性化を
図る。
・授業研究を等して教員の授業ス
キルの向上を図る。

４　全ての教科で授業公開週間等を活用し、授業研修を
     実施した。
３　８割以上の教科で授業公開週間等を活用し、授業研
     修を実施した。
２　半数を超える教科で授業公開週間等を活用し、授業
     研修を実施した。
１　半数以下の教科で授業公開週間等を活用し、授業研
　　修を実施した。

3

・授業公開週間や研究授業により、ほとん
どの教科で授業参観や授業見学を行っ
た。今後もさらなる授業研修をすすめて授
業スキルの向上を図っていきたい。

・行事の精選と日程の調整を行
う。
・３校舎間の円滑な連絡体制を維
持する。

４　全ての３校舎の行事を円滑に実施することができた。
３　８割強の３校舎の行事を円滑に実施することができ
     た。
２　７割の３校舎の行事を円滑に実施することができた。
１　７割未満の３校舎の行事を円滑に実施するにとどまっ
　　た。

4
・教務主任会議や企画調整会議等を活用
して円滑な日程調整や連絡体制を維持で
きた。

・ＴＰＯに関する指導を徹底する。
４　生徒のＴＰＯに関する意識が十分に高まった。
３　生徒のＴＰＯに関する意識が高まった。
２　生徒のＴＰＯに関する意識がやや高まった。
１　生徒のＴＰＯに関する意識が高まらなかった。

3

・３校舎共通のﾙｰﾙの下、各校舎において
継続的な服装・頭髪に関する指導等を実
施してきたことで、生徒の意識は高まりつ
つある。引き続き、頭髪、服装を中心に場
面に応じた行動が取れるように指導してい
くとともに、自らの判断で適切な行動をとる
ことができるようになることが課題である。

・場面に応じた挨拶ができるよう指
導する。

４　生徒は場面に応じた挨拶が十分にできた。
３　生徒は場面に応じた挨拶ができた。
２　生徒は場面に応じた挨拶がややできた。
１　生徒は場面に応じた挨拶ができなかった。

3

・青少年育成会議や中高連絡協議会など
で元気に挨拶する大津緑洋生について外
部の方からお褒めの言葉をいただいてい
るが、一部「挨拶しても返事がない」といっ
た指摘もあり、継続的な指導が必要であ
る。

・好ましいコミュニケーション能力を
育てる。

４　生徒のコミュニケーション能力が十分に向上した。
３　生徒のコミュニケーション能力が向上した。
２　生徒のコミュニケーション能力がやや向上した。
１　生徒のコミュニケーション能力が向上しなかった。

4

・さまざまな学校行事や生徒会活動等へ
の取組を通して、生徒のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力
の向上は図られているように感じている。
特に今年度は、生徒会の新たな取り組み
により外部とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図る機会も
持てている。

・自他の人格、人権を尊重する態
度を育てる。

４　自他の人格、人権を尊重する態度を十分に育成でき
た。
３　自他の人格、人権を尊重する態度を育成できた。
２　自他の人格、人権を尊重する態度をやや育成できた。
１　自他の人格、人権を尊重する態度を育成できなかっ
た。

3

・各校舎において人権教育が計画的に実
施されており、尊重する態度の育成に努
めている。また,いじめｱﾝｹｰﾄ等の結果か
らは重大問題となる事案はないが、引き
続き「他者を思いやる心」の醸成に努めて
いく必要がある。

３校舎合同
行事の円滑
な運営

・野球応援、スポーツレクリエー
ション、部活動など体育的行事や
活動を通して、３校舎の交流を促
進し、一体感の醸成を図る。

４　各行事で３校舎の交流が十分に醸成された。
３　各行事で３校舎の交流が醸成された。
２　各行事で３校舎の交流があまり醸成されなかった。
１　各行事で３校舎の交流が醸成されなかった。

4
・体育的な行事を通して、３校舎の一体感
を醸成することができた。また、体育用品
の貸借などで円滑な授業が実施できた。

生徒カウンセ
リング体制の
強化

・スクールカウンセラーの活用と個
人面談の充実により、学校不適応
やいじめの未然防止及び早期対
応を図る。

４　支援を９０％以上達成した。
３　支援を８０％以上達成した。
２　支援を７０％以上達成した。
１　支援が７０％未満であった。

3

・毎月実施する生徒アンケートや先生方か
らの気になる生徒の情報から、スクールカ
ウンセラー等を活用した支援を行い、ある
程度未然防止ができた。

・先生方、生徒あるいは
学校としては一体感や共
有化ができている。
・協議案件を評価基準と
することも考えられる。
・地元企業とのコラボ（商
品開発）に大津校舎の生
徒が加わった意義は大
きい。

Ａ

人間力の醸
成

・３校舎だからできる「合
同」を大切にし、これから
も交流に力を注いでほし
い。

Ａ

学
校
運
営
等

・ルールは３校舎共通が
望ましい。生徒会も自ら
主体となり地域と連携し
た取組をしており感心し
ている。
・挨拶やコミュニケーショ
ンについては、相手から
の問いかけにどう切り返
しができるかが大切なこ
とであり、やや物足りなさ
を感じる。
・アンケート結果からいじ
め防止等の取組に「わか
らない」と回答している割
合の高いことが気がかり
である。
・「ＴＰＯに関する…」と「・
場面に応じた…」は同じ
であり、再考が必要であ
る。

Ａ

・集中して授業に取り組
む環境づくりは、先生方
のご努力はあるが、子ど
もたちも意識を高めるた
め、お互いに声をかけ合
うことが必要。
・「集中して…」の数値が
これほど高いとは思われ
ない。試験の結果との整
合性から評価する必要
があろう。
・小中学校の授業を見る
こと、授業交換をすること
等も要ると思う。
・画一一斉の授業からは
学力の二極化を解決す
ることは難しいと思わ
れ、一層授業改善が望
まれる。

教
務

生
徒

（
指
導

）

保
健
体
育

３校舎間や
地域との連
携の深化と
協働体制の
充実強化

３　校　舎　共　通 ３校舎共通

5　学校関係者評価

学力の定着
及び３校舎間
の理解と交
流の促進

基本的生活
習慣の確立

Ｂ

3



キャリア教育
の充実

・担当学年等と協力してインターン
シップや進路ガイダンス、大学・企
業訪問を実施し、職業観の育成や
将来の目標設定機会の充実を図
る。

４　1，2年次からの進路意識が十分に醸成された。
３　1，2年次からの進路意識が醸成された。
２　1，2年次からの進路意識があまり醸成されなかった。
１　1，2年次からの進路意識が醸成されなかった。

3

・インタ－ンシップや進路ガイダンスを通じ
て進路意識が醸成した。今後も担当学年
等と連携、協力し、進路意識のさらなる醸
成を図りたい。

進路指導体
制の充実

・校舎間、各課、各学年と情報の
共有を図り、それぞれと連携を取
りながら、個々のニーズに対応し
た指導を行う。

４　十分に情報を共有し、進路指導を充実させた。
３　ほぼ情報を共有でき、進路指導を円滑に行った。
２　あまり情報を共有できず、進路指導が不十分だった。
１　情報を共有できず、進路指導を行えなかった。

3

・各課、各学年との情報交換は図られた。
各校舎間の情報は、ほぼ共有は出来た。
今後、いっそうの情報共有をメ－ル等を通
じて図りたい。

３校舎の各
校務分掌の
連携強化に
よる学校組
織の活性化

・３校舎課長会議により、３校舎間
の業務の活性、効率化を図り、こ
れを各校舎の運営委員会・職員会
議、そして企画調整会議（学期に１
回の拡大企画調整会議）に連動さ
せ、３校舎間の連携を強化する。

３校舎間課長会議を年間、
４　６回以上実施した。
３　３～５回実施した。
２　１～２回実施した。
１　全く実施しなかった。

3

・３校舎の各校務分掌の業務は、軌道に
乗っているので、定期的な３校舎課長会
議は実施されなかったが、各課とも必要に
応じて３回程度の集まりを持った。
・企画調整会議と職員会議の連動が効果
的でないので、来年度は、企画調整会議
の実施時期を月初めにする。

大津緑洋将
来ビジョンの
検討

・各校舎の将来ビジョン検討案や
学校関係者評価委員会で提案さ
れた内容を、企画調整会議の議題
として上げて検討し、年度末の拡
大企画調整会議において意見を
集約し、方向性をまとめる。

企画調整会議で将来ビジョンについて、
４　３回以上、議題に上げた。
３　２回議題に上げた。
２　１回、議題に上げた。
１　全く議題に上げなかった。

3

・本年度、コミュニティ・スクールに認定さ
れ、本校の現状と課題に対する対応につ
いて、学校運営協議会で外部委員から提
案されたことについてまとめ、企画調整会
議や職員会議で報告を行い各校舎で共有
できた。
・大津緑洋将来ビジョンについては、検討
する機会が少なかった。

・インターンシップは子ど
もたちの進路設定にとっ
て重要なこと。

進
路

（
指
導

）

業
務
改
善

・将来ビジョンを設定・検
討することは大切。目標
を設定後どういう方向で
いくか進むと良い。
・会議の回数で評価する
ことが多いようですが、
会議の回数は少ないこと
が基本かと思う。案件が
PDCAサイクルにうまく
のっているかが重要だと
考える。
・志願者数減を全教職員
がどう受け止めているの
か等から始めて、将来ビ
ジョンについては大いに
検討してほしいと思う。

Ｂ

Ｂ

4



積極的な学
校情報の提
供と入学定
員の確保

・ホームページの活用やさまざま
な機会をとらえて、本校の魅力を
地域や中学校、保護者へ積極的
に情報発信することで、中学生の
意欲的な本校舎志願を促進する。

４　十分に学校情報を提供し、志願倍率が1.2を超えた。
３　十分に学校情報を提供し、志願倍率が1.0～1.2となっ
　　た。
２　十分に学校情報を提供したが、志願倍率が1.0未満と
　　なった。
１　十分な学校情報を提供することができず、志願倍率が
　　1.0未満となった。

3

・ホームページの積極的な活用により、学
校情報は十分に発信できた。また、月一
度「学校だより」を発行し、地元自治体に
配布することで、本校に対する地域の理
解を図った。
・中学校への説明会も効果的な時期をとら
え、計画的に実施した。

校舎間や地
域との連携
の促進によ
る教育活動
の充実及び
業務改善の
推進

・学校行事や生徒会、研究授業、
研修等の取組などをとおして、３校
舎や地域の関係機関等の連携協
働を進め、他校では真似できない
本校の特色を十分にいかした教育
活動を展開し、教科・特別活動等
の充実や授業力の向上を図る。

４　３校舎の連携が進み、教育活動が充実し、大きな成果
     があった。
      ［学校満足度（学校アンケートより）85%以上］
３　３校舎の連携が進み、教育活動が充実した。
     ［学校満足度（学校アンケートより）75～85%］
２　３校舎の連携は進んだが、教育活動はあまり充実しな
    かった。
     ［学校満足度（学校アンケートより）65～75%］
１　３校舎の連携が進まず、教育活動も充実しなかった。
     ［学校満足度（学校アンケートより）65%未満］

3

・学校行事や生徒会の連携はスムースに
行われ、本校の特色が十分に生かされて
いる。学校評価アンケートの結果、「よくわ
からない」という回答を除くと、肯定的意見
は生徒７６％、保護者８１％であった。
・研究授業や授業公開を通して、互いの授
業力向上のための研修も進んだ。

総
務

保護者参加
型PTA活動
の実践

・各分掌・学年と連携しPTA総会に
工夫を加え、総会出席率の向上を
図る。

４　ＰＴＡ総会９０％以上の出席率であった。
３　ＰＴＡ総会８０％以上の出席率であった。
２　ＰＴＡ総会７０％以上の出席率であった。
１　ＰＴＡ総会６０％以上の出席率であった。

3

・大津校舎のＰＴＡ総会への出席率は８２，
６％であった。９０％を超えるようにさらに
出席率向上に向けた工夫を加えたい。
・学校アンケートでは、ＰＴA活動について
の評価に「わからない」という回答が多い
ので、ＰＴA活動の広報にも工夫していきた
い。

・生徒が保護者に学校で
のことをきちんと伝えて
いないことに起因してい
ることもあろうと思われ
る。

B

学習習慣の
確立と主体
的な学びに
対する積極
的な支援

･ 学力の二極化に対応するため、
朝学習や小テスト等を利用して基
礎学力を定着させる。
･ 生徒一人ひとりが積極的に参加
できるよう授業改善を図る。

４　全ての教員が積極的かつ十分な取組を行い、予習・復
　　習を行う生徒が８０％以上であった。
３　全ての教員が積極的かつ十分な取組を行い、予習・復
　　習を行う生徒が７０％以上であった。
２　９割強の教員が積極的かつ十分な取組を行い、予習・
　　復習を行う生徒が７０％以上であった。
１　９割強の教員が積極的かつ十分な取組を行い、予習・
　　復習を行う生徒が７０％未満であった。

1

・２学期の授業評価アンケートにおいて
「予習・復習をしている」生徒の割合が
64.1%（昨年度72.4%)であった。英語、数学
では80%以上の生徒が予習復習をしてい
ると答えているので、どの教科でもまんべ
んなく予習・復習を促すような授業作り、
指導体制を目指していきたい。

地域や保護
者に対する
情報発信の
手段につい
て検討

・地域や保護者への積極的な情報
発信をする。
・緊急メールの活用方法や大津校
舎ホームページの改善を検討す
る。

４　緊急メールやホームページの活用が十分にでき、地域
　　や保護者に積極的な情報発信ができた。
３　緊急メールやホームページの活用ができ、地域や保護
　　者に積極的な情報発信ができた。
２　緊急メールやホームページの改善があまりできなかっ
　　たが、昨年度並に地域やＰＴＡに情報発信ができた。
１　緊急メールやホームページの改善があまりできず、
　　地域やＰＴＡへの情報発信も不十分であった。

4

・４月から１２月までに62件の記事をホー
ムページに掲載し、地域や保護者に積極
的な情報発信をすることができた。また、
緊急メールについても災害時等、適宜利
用することができた。今後も積極的に発信
を続けていきたい。

地域の文化
への理解と
国際教育の
推進

･ 長門学を活用し、地元への理解
を更に深化する。
･ 長門の文化･日本の文化を理解
し、国際交流に積極的に生かす。

４　長門学や国際交流の授業の評価において８０％以上
　　の生徒が満足したと回答した。
３　長門学や国際交流の授業の評価において７０％以上
　　の生徒が満足したと回答した。
２　長門学や国際交流の授業の評価において６０％以上
　　の生徒が満足したと回答した。
１　長門学や国際交流の授業の評価において６０％以下
　　の生徒しか満足できなかった。

4

・総合的な学習の時間で長門学の授業を
行い、８割以上の生徒は新たな発見が
あったなど授業に対して高評価であった。
来年度は今年度できなかった中馬高校と
の交流についても力を入れていきたい。

基本的生活
習慣の確立
（『形』）

・生徒心得を遵守し、高校生らしい
清潔感のある服装・頭髪、着こなし
に心掛ける。
・登校時間や授業の始業時間等を
遵守する。
・感謝の気持ちと思いやり、そして
誰に対してもその場に応じた挨拶
が出来るようにする。

４　３つの具体的方策が十分に達成されている。
３　２つの具体的方策が十分に達成されている。
２　１つの具体的方策が十分に達成されている。
１　どの具体的方策も十分に達成されなかった。

3

・制服の着こなしについて、夏服期間に少
し乱れた状況がみられた。
・登校時間や授業の始業時間は遵守され
ている。
・その場に応じた挨拶は概ねできている。

規範意識の
醸成（『心』）

・校則を熟知した上で遵守する。
・交通法規を守り、マナーの向上
に努め、特に施錠、傘差し運転、
並進等に気をつける。
・携帯電話等の使用について、校
則を守るとともに社会一般での使
用マナーの徹底を図る。
・大津緑洋高生としての自覚を持
ち、社会の一員として道徳心の向
上に努める。

４　４つの具体的方策が十分に達成されている。
３　３つの具体的方策が十分に達成されている。
２　２つの具体的方策が十分に達成されている。
１　１つの具体的方策が十分に達成されている。

3

・校則を遵守しようとすることや、交通マ
ナーの向上に努めようとする姿勢は窺え
る。ごく一部の生徒にその意識が不足して
いるので、引き続き指導を重ねていく。
・携帯電話の使用について、違反する生
徒が数名いた。使用マナーとともに違反の
ないよう今後も指導を強化していく。

自己の健康
意識の向上
と運動習慣
の改善・定着

・定期的な身体測定を通じて、生
活習慣の見直しの機会とする。
・スポーツテストや体育的行事を通
じて体力の向上を意識させる。

４　本校舎が健康や体力の増進に努めているとのアン
     ケート結果が７５％以上であった。
３　本校舎が健康や体力の増進に努めているとのアン
     ケート結果が６５％以上であった。
２　本校舎が健康や体力の増進に努めているとのアン
     ケート結果が５５％以上であった。
１　本校舎が健康や体力の増進に努めているとのアン
     ケート結果が５５％未満であった。

4

・生徒へのアンケート結果は79％であり、
授業や行事等、また部活動が契機となり、
体力の保持増進や日頃の生活習慣が、
健康的な生活につながることについて理
解が深まっている。保護者へのアンケート
結果は68％であったが、「よくわからない」
の回答を除くと78％であった。

健診結果に
基づく事後措
置率の向上

・長期休業前に個人指導を行う。
・受診状況を長期休業後に把握
し、個人指導を行うとともに、勧告
者一覧表を担任に配布し協力を得
る。
・保護者会を通じて保護者の協力
を得る。
・学校保健安全委員会の結果を保
健委員を通じて生徒へ反映させ
る。

４　事後措置率が７０％以上であった。
３　事後措置率が６０％以上であった。
２　事後措置率が５０％以上であった。
１　事後措置率が５０％未満であった。

3

・事後措置率は、61.5％。未受診者への個
別指導や保健だよりの発行など継続的に
呼びかけを行ったが、受診の必要性を感
じていない生徒もいる。自己の身体・健康
への関心を高めることができるよう、工夫
した取り組みが必要である。

教育相談体
制の充実

・ＳＣとの効果的な連携を図り、生
徒の学校不適応等への対応や未
然防止に努める。
・教職員の研修会等を通してカウ
ンセリング技術や指導力の向上を
図る。

４　教育相談会議や研修会等を８回以上実施し、支援の
　　充実が十分に図れた。
３　教育相談会議や研修会等を６～７回実施し、支援の充
　　実が図れた。
２　教育相談会議や研修会等を４～５回実施し、ある程度
　　支援できた。
１　教育相談会議や研修会等の実施が３回以下となり、支
　　援に課題が残った。

3

・SCとの連携の上、情報交換を綿密に行い、教
育相談関係者、保護者、学年団との協議を行う
など生徒の支援につながった。
・教育相談会議に加え、ケース検討会を実施す
る中で、生徒課、教務課との連携を深めながら
共通の視点に立った支援計画を進めることが
できた。
・教職員研修会をとおし、発達障害とその支援
の在り方についての理解や見識が高まった。
・不登校傾向にある生徒もおり、早期対応及び
支援の一層の改善・充実が必要である。

B

・評価基準の９割強の教
員という表現は検討を要
する。
・英語・数学については､
予習・復習の割合が高い
が、予習・復習が必要な
い教科もある。
・課題別、難易度別（習
熟度別）等のプリント類
が絶えず用意されること
も必要かと思う。小テスト
の積み重ねが主体的学
習につながると思う。魅
力ある授業づくりがされ
ているかどうかも鍵とな
ろう。
・生徒のアイディアやALT
の紹介等を生かした新た
な国際交流を生み出すこ
とも必要かと思う。修学
旅行でも可能かと思う。

B

B

教
務

・手洗い場（トイレを含
む）の清潔さや部屋の整
頓等、左記以外にしなけ
ればならない評価もある
ように思う。
・不登校の生徒には、進
路の方向転換を促すこと
も必要であろうし、その
為の資料や実例を準備
しておくことが肝心かと思
う。

大津校舎

生
徒
指
導

学
校
運
営
等

・落ち着いて学校生活を
送っているように思える
が、進んで落ちているゴ
ミを拾うとか、汚れている
ところを拭く等の気の効
いた行動をするまでには
至っていない。

・募集人数減でも志願倍
率が伸びていない。市外
へのPRが必要。
・登録時点での1.0未満を
どうとらえるか。「学校だ
より」の配付範囲の拡大
や、中学校への説明会
の地域拡大等も要る。
・”連携”に意識がとらわ
れ過ぎてはならないと思
う。３校舎の特色こそが
大切だと思う。
・学校情報発信は、これ
からも充分続けていくこ
とが大事。

大　津　校　舎

B

保
健
体
育
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キャリア教育
の一層の充
実

・進路講演や職場体験学習を通し
て、職業観や将来のビジョンを育
てるとともに自己の適性について
理解を深める。
・出前授業や大学訪問を積極的に
取り入れ、将来自分が学びたいこ
と、学ばなければならないことを考
察する機会とする。

４　職場体験学習や出前授業等が進路選択に役立ってい
　　るとの回答が８０％以上であった。
３　職場体験学習や出前授業等が進路選択に役立ってい
　　るとの回答が７０％以上であった。
２　職場体験学習や出前授業等が進路選択に役立ってい
　　るとの回答が６０％以上であった。
１　職場体験学習や出前授業等が進路選択に役立ってい
　　るとの回答が６０％未満であった。

4

・１・2年生は、文理選択前に外部講師の
講演会を聞き、教務課とともに説明会を実
施した。2年生は職場体験とまとめ学習を
行い、将来の進路選択について深く考え
ることができた。
・山口大学医学部（医、検査）の出前授業
を2回実施し、医療系志望の生徒が参加し
進路意識を高めることができた。
・8月には1年生全員で山口大学のオープ
ンキャンパスに行き、また2年生希望者が
九州大学教育学部セミナーへ参加し理解
と関心を深めた。
・生徒の86％が職場体験学習や出前授業
等が進路選択に役立っていると回答して
いる。今後さらに内容の検討をしていきた
い。

進学指導体
制の連携強
化と改善

・学年やクラス担任との連携を図り
ながら、生徒の実態とニーズに応
じた進学ガイダンスを提供する。
・個々のニーズに適した課外授業
や個別指導を教員間で連携をとり
ながら行い、学習効果の向上を図
る。

４　連携を図ることで生徒のニーズ等に応じたガイダンス
     や課外授業等を大いに充実させることができた。
３　連携を図ることで生徒のニーズ等に応じたガイダンス
     や課外授業等を充実させることができた。
２　連携を図ったが、生徒のニーズ等に応じたガイダンス
　　や課外授業等の充実はあまりできなかった。
１　連携を図ることができなかった。

3

・１、２年生にはｽﾀﾃﾞｨｻﾎﾟｰﾄの結果を分析
し、それを踏まえた効果的な学習方法に
ついてガイダンスを行った。また、夏季休
業前には講師を招き、２、３年生に、夏休
みを活用した効果的な学習方法について
ガイダンスを行った。
・課外は、夏季前期・後期の開講科目の
割り振り、開講講座の増設、習熟度別の
一部導入で生徒のニーズに可能なかぎり
応じた。

学校運営の
活性化

・事務職員と教員の連携を強化し
たうえで事務の見直し等を行い、
学校教育目標達成のための予算
執行を推し進める。

４　連携を強化し、学校教育目標達成のための予算執行
     を行うことができた。
３　連携を強化し、事務の見直しを行うことができた。
２　連携は強化したが、学校教育目標の達成には至らな
     かった。
１　連携の強化が、あまりできなかった。

2

･教職員一人ひとりに、業務で必要な物品
等の購入希望調査を早めに行い、活用す
ることができた。
・交流教室の音響設備を整備することによ
り授業に広がりができた。
・予算の執行留保があったため下半期は
目標達成のための予算執行ができなかっ
た。

接遇の向上
・来客に対する接遇の向上（お待
たせしない）を図る。

４　来客等の接遇が大幅に向上した。
３　来客等の接遇が向上した。
２　来客等の接遇があまり向上しなかった。
１　来客等の接遇が全く向上しなかった。

3

･管理職のスケジュール把握を毎朝のミー
ティングで徹底することにより、来客、電話
の取次がスムースにできた。
・事務職員の名札着用を徹底した。

A

B

・８０％以上を良しと考え
るかどうかは検討の余地
があろうかと思う。という
のは、職場体験学習は
中学校でもやっており、
出前授業等と一括りにし
て評価すべきではないと
思うからである。

事
務

・明るい笑顔や気持ちよ
い挨拶等の対応につい
て不十分なところ（人）が
ある。

進
路
指
導
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・学校運営協議会を設置し、関係
機関等との協働体制を強化し、学
校の課題解決に向けた取り組みを
推進する。

４　テーマを設定し、各種部会との交流を１０回以上行っ
     た。
３　テーマを設定、各種部会との交流を７回以上行った。
２　テーマを設定し、各種部会との交流を４回以上行った。
１　テーマを設定したが、各種部会との交流が３回以下
    だった。

4

・家庭や地域に対して､学校の情
報を多用に幅広く発信する。

　　メール配信　　ＨＰの更新　　新聞掲載
４　　  毎週　　　　４０回以上　　３０回以上
３　　　           　　３０回以上　　２０回以上
２　　　隔週　　　　２０回以上　　１０回以上
１　　　      　　　　１９回以下　　　９回以下

4

・地域の交流、学習の場とした学
校開放に努める。

４　年間の学校来場者数が７，０００人以上であった。
３　年間の学校来場者数が６，０００人以上であった。
２　年間の学校来場者数が５，０００人以上であった。
１　年間の学校来場者数が５，０００人未満であった。

2

・生徒の授業評価を反映した授業
改善に取り組む。

授業内容に対する理解度（授業アンケートの項目で、「授
業のポイントはよくわか」）が、
４　３．７ポイント以上
３　３．６ポイント以上
２　３．５ポイント以上
１　３．５ポイント未満

3

・全校体制での朝学の実施、繰り
返し学習に重点を置き、学力の確
実な定着を図る。

朝学確認テストで６０点（平均点）以上の生徒が、
４　全生徒の８割以上
３　全生徒の７割以上
２　全生徒の６割以上
１　全生徒の６割未満

3

・体験的な学習、ICTを活用した学
習を取り入れ、生徒の活動意欲を
高める。

授業アンケートの項目で、ア「先生が準備する教材は解り
やすく工夫されている」と、イ「解らない点は質問したり調べ
たりして解決するようにしている」が、
４　アが３．６ポイント以上で、イが３．０ポイント以上であ
     り、作業的な学習活動がある。
３　アが３．６ポイント以上で、イが３．０ポイント未満であ
     り、作業的な学習活動がある。
２　アが３．６ポイント未満で、イが３．０ポイント以上であ
    る。
１　アが３．６ポイント未満で、イが３．０ポイント未満であ
    る。

4

　・良好な人間関係を構築するた
めの基盤となる基本的生活習慣
の確立を図る。

４　基本的生活習慣の確立が十分図られた。
３　基本的生活習慣の確立が図られた。
２　基本的生活習慣の確立がやや図られた。
１　基本的生活習慣の確立が図られなかった。

3

・３キャンパス制のメリットを生かし
た体験活動を実践し、３キャンパス
の一体感の醸成を図るとともに、
他者理解の力を高めていく。

４　３ｷｬﾝﾊﾟｽの一体感の醸成が図られ、他者理解の力を
    高めることができた。
３　３ｷｬﾝﾊﾟｽの一体感の醸成が図られ、他者理解の力を
    やや高めることができた。
２　３ｷｬﾝﾊﾟｽの一体感の醸成がやや図られ、他者理解の
    力をやや高めることができた。
１　３ｷｬﾝﾊﾟｽの一体感の醸成を図ることができず、他者理
    解の力をやや高めることができなかった。

3

・生徒会を中心とした交流を促進
し、協調性やコミュニケーション能
力の育成を図るとともに、生徒の
感性を磨く時間の設定に努める。

４　生徒の資質向上が十分図られた。
３　生徒の資質向上が図られた。
２　生徒の資質向上がやや図られた。
１　生徒の資質向上が図られなかった。

4

・健康診断及び事前事後の保健指
導を充実させ、事後措置における
受診率の向上を図る。

４　健康に関心を持ち、事後措置における受診率が７０％
　　以上であっ た。
３　健康に関心を持ち事後措置における受診率が６０％
　　以上であった。
２　事後措置における受診率が５０％以上であった。
１　事後措置における受診率が５０％未満であった。

3

・学校生活における環境整美及び
安全管理に努め、安心安全な学習
環境を提供する。

４　学校環境の美化・安全管理が徹底された。
３　学校環境の美化・安全管理が図られた。
２　学校環境の美化・安全管理があまり図られなかった。
１　学校環境の美化・安全管理が図られなかった。

4

・規則正しい生活ﾘｽﾞﾑの確立と家
庭学習習慣の定着を図る。

４　適切な睡眠時間の確保と毎日の朝食摂取率が80％以
    上であった。
３　適切な睡眠時間の確保と毎日の朝食摂取率が60％以
    上であった。
２　適切な睡眠時間の確保と毎日の朝食摂取率が50％以
    上であった。
１　適切な睡眠時間の確保と毎日の朝食摂取率が50％未
    満であった。

4

・生徒情報の集約・共有を図り、効
果的な教育相談を実施する。

４　生徒情報の集約・共有を図り、効果的な教育相談を実
    施できた。
３　生徒情報の集約・共有を図り、教育相談を実施でき
    た。
２　教育相談体制が、うまく機能しなかった。
１　教育相談体制が、機能しなかった。

3

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

・健康診断後の受診率は、69％であった
が耳鼻科・眼科の受診率が33.3%と低かっ
た。、来年度改善に向けて、教員側からの
指導だけでなく、保健整備委員会でも　受
診率の向上について、生徒同士で話し合
わせ、生徒が自主的に活動できる内容を
考えて、受診率を高めていきたい。

・各学期に1回学校施設・設備の点検を
行った。危険箇所については校務技師と
連携し、確認・修繕をした。

・朝食摂取率は「毎日食べている」が81%、
「時々食べている」が12%、「食べない」が
7%であった。また、中高生を中心とした生
活習慣マネジメント・サポート事業に係る
睡眠学習講演会や授業等で全校生徒が
最新の知識を得ることができた。

・生徒情報共有シートにより職員会議等で
情報共有が図れるように努力した。また、
スクールカウンセラーや関係中学校等の
外部機関との連携を試み、教育相談活動
の充実に努めた。今後は各事案におい
て、より効率的・組織的に対応することの
できる体制を確立していきたい。

・学校運営協議会の下部組織、学校地域
連携協議会の各種部会との交流を11回
行った。
・メール配信は毎週、ＨＰの更新は41回、
新聞掲載は33回。
・春の苗販売（802人）、直売所（1671人）、
農高祭（1724人）その他（約1000人）、計
5197人の来校者数があった。

・保護者アンケート結果から、学校運営協
議会（コミュニティースクール）の取組につ
いての効果的なＰＲが課題である。
・今後も特色ある教育内容（地域連携活動
等）について幅広い広報活動を展開し、地
域とともにある学校づくりを推進する。

・２学期末授業アンケート結果
　「授業のポイントはよくわかるか」平均３．
６
・２学期末朝学確認テストの結果
　７７．３％
・２学期末授業アンケートの結果
　ア「先生が準備する教材は分かりやすく
工夫されている」平均３．７
　イ「分からない点は質問したり調べたりし
て解決するようにしている」平均３．２

・10月以降、各教科で担当者1名が研究授
業を行い、教科内だけではなく、異なる教
科間においても研究協議・意見交換をす
ることで、授業改善に向けての取組を行う
ことができた。
　授業に作業的な学習活動を取り入れる
ことで、生徒の学習内容の理解を深めるこ
とができた。さらに、学習意欲を高めて家
庭での調べ学習等につながることを目指
していきたい。

・健康診断の結果が保護
者に伝わっているかどう
か分からない。自分の健
康は自分でしか守れない
ことを呼びかける。
・受診率UPに努めてほし
い。
・月１回の必要性を感じ
る。床、壁の剥がれや手
洗い場の汚れ等見て回
る必要がある。
・学校内外の方々が多く
来校される中、管理の行
き届いた学校環境は生
徒にとって幸せなことだ
と思う。
・受診率向上についての
啓蒙は引き続き指導して
欲しい。

・生徒のアンケート結果
は、概ね良好であるが、
基礎学力が十分に身に
付いているのか、一般的
な学力テスト等を通した
数値結果をもとにした、
何らかの評価基準での
評価があっても良いので
はないか。
・年２回実施している授
業公開の保護者参加率
を上げるための努力をお
願いする。参加者が非常
に少ないことでより参加
しずらい。

・学校が大好きで、校則
を守っているところが素
晴らしい。２～３年前は
歩道でスマホを使用して
いる姿が見られたが、今
は見かけない。
・他校や他校舎と比べ見
る時、通学用バックにぬ
いぐるみ等を数多く付け
ていることに違和感（幼
さ）を感じる。特にいけな
いということではないが
…。
・この項にこそ３キャンパ
ス制のメリットがあるので
あり、日置校舎の評価を
素晴らしいと思う。
・３キャンパス内外での
交流が増す中、その場に
応じた挨拶や返事の大
切さを継続指導してほし
い。

分かる授業
の実践に努
め、学力の向
上を図る。

･欠席、遅刻も少なく、毎月行う頭髪･服装
指導においても軽微な違反者が数名いる
程度で、基本的な生活習慣は確立されつ
つあるように感じているが、学校評価ｱﾝ
ｹｰﾄの結果は、2点台である。3点台を目指
し、自ら意識して行動できる生徒を増やし
ていくことが今後の課題である。

・部活動や野球応援、体験実習などの活
動を通じ、他校舎への理解を深めることが
できている。今後も引き続き、部活動や合
同活動、他校舎の活動に関心を持ち、他
者理解の力を高めていってもらいたい。

・生徒会を中心とした活動は、積極的に行
われており、生徒たちの中にもお互いのｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを大切にしようとする意識が高
まっている。学校評価ｱﾝｹｰﾄにおいても1
ﾎﾟｲﾝﾄではあるが、上昇しており、今後も
様々な活動を通じて、生徒一人ひとりが、
より感性を磨いていってもらいたい。

生
徒
指
導

地域とともに
ある学校づく
りを推進す
る。

保
健
体
育

・３校舎のうち、地域に密
接した学習がされてい
る。子どもたちの生きる
力が育つ。
・学校運営については、
素晴らしいと思う。
・地元企業とコラボし、特
産品の開発を行うなど、
地域とともにある学校づ
くりが充分に実践されて
いる。

日置校舎

ヘルスプロ
モーションの
視点に立っ
た健康教育
の充実を図
る。

人間関係能
力の向上を

図る。

学
習
指
導

学
校
運
営
等

日　置　校　舎
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・３年間を見通した進路指導によ
り、望ましい職業観・勤労観を育て
る。

４　LHRの時間においても年間５回以上進路指導を行う。
３　LHRの時間においても年間４回以上進路指導を行う。
２　LHRの時間においても年間３回以上進路指導を行う。
１　LHRの時間においても年間２回以上進路指導を行う。

3

　・インターンシップや進路ガイダ
ンス、学校・企業見学会を通して、
自己理解を深め、進路意識の高
揚を図る。

4　１・２年次からの進路意識が十分に醸成された。
３　１・２年次からの進路意識が醸成された。
２　１・２年次からの進路意識があまり醸成されなかった。
１　１・２年次からの進路意識が醸成されなかった。

3

　・きめ細やかな面談や課外授
業、個別指導等を行い、個々の
ニーズに対応した進路実現を図
る。

４　進路決定率が１００％達成できた。
３　進路決定率が９６％以上達成できた。
２　進路決定率が９４％以上達成できた。
１　進路決定率が９４％未満であった。

4

・学校・地域連携協議会や地元の
関係機関との連携を強化する。

４　延べ数で１００団体以上の連携と交流を図ることができた。
３　延べ数で８０団体以上の連携と交流を図ることができた。
２　延べ数で６０団体以上の連携と交流を図ることができた。
１　延べ数で６０団体未満としか連携と交流を図ることができた。

4

　・地域の課題を題材にしたプロ
ジェクト学習を推進する。

・地域の課題に関連するテーマに取り組む。
４　６部門において取り組んだ。
３　５部門において取り組んだ。
２　４部門において取り組んだ。
１　３部門において取り組んだ。

4

・６次産業化の基礎を築くために、
直売所を活用した教育を展開す
る。

４　直売所の来客者総数が１．４００人以上であった。
３　直売所の来客者総数が１．２００人以上であった。
２　直売所の来客者総数が１．０００人以上であった。
１　直売所の来客者総数が１．０００人未満であった。

4

農業に関す
る専門的な
知識や技術
を幅広く習得

させる。

・資格取得を推奨し、学習意欲の
向上を図る。

・２学年全員受検の日本農業技術検定３級
４　合格率が７０％以上に達した。
３　合格率が５０％以上に達した。
２　合格率が３０％以上に達した。
１　合格率が３０％未満であった。

2

・１２月１０日に、２学年48人が受験した。
合格者数は、１５名であった。合格率は、
31.3％であった。全国の結果は、合格率
62.2％である。

・農業関連ととらえれば、
様々な資格取得に挑戦
させて欲しい。

Ｃ

学校運営の
活性化

・事務職員と教員の連携を強化し
たうえで事務の見直し等を行な
い、学校教育目標達成のための
予算執行を推し進める。

４　連携を強化し、学校教育目標達成のための予算執行を
行うことができた。
３　連携を強化し、事務の見直しを行うことができた。
２　連携は強化したが、学校教育目標の達成には至らな
かった。
１　連携の強化が、あまりできなかった。

3

・７月と１１月に３校舎間で内部牽制確保
のための監査を行い、事務の点検・改善
を行うことができた。

・内部監査は引き続き
行って欲しい。

Ｂ

接遇の向上
・来客に対する接遇の向上（お待
たせしない）を図る。

４　来客等の接遇が大幅に向上した。
３　来客等の接遇が向上した。
２　来客等の接遇があまり向上しなかった。
１　来客等の接遇が全く向上しなかった。

3

・速やかな声かけ等を心掛けた結果、学
校評価アンケートのポイントが０．２上昇し
た。今後は更に迅速・丁寧な対応に努め、
接遇を向上させていきたい。

・待遇は良いと思う。

Ｂ

・地域の課題を子どもた
ちが解決したり、研究し
たりしていることが素晴ら
しい。
・プロジェクト学習発表会
では生徒の様々な取組
を聴かせていただき、一
生懸命に向かう姿勢に
感動した。とても良かっ
た。
・農業クラブ意見発表・プ
ロジェクト発表５部門で
の最優秀賞はすばらしい
です。

・学校での様子はどんど
ん家庭へ発信すべき。
きめ細やかな指導により
早期進路決定につな
がっている。
・インターンシップなどの
キャリア体験を含め、き
め細やかなガイダンスを
これからも行って欲しい。

Ａ

Ｂ

・現在５回行っている。前回の学校評価ア
ンケ－トより、改善されている。今後、家庭
への情報発信が必要である。

・インタ－ンシップや進路ガイダンス等を通
じて進路意識が醸成された。２月中旬に
「３年生からのメッセ－ジ」、３月中旬に「進
路ガイダンス」を行う予定にしている。

・進学希望者３０名全員合格、就職希望者
１８名合格。今後２名の就職試験予定。

・１月６日現在で、１０４回の交流活動を
行った。３学期には、プロジェクト発表など
の行事を予定している。

・平成２８年度農業クラブ県連盟大会で、５
部門で最優秀賞を受賞した。プロジェクト
発表や意見発表において、地域の問題を
農業部全体の課題として取り組んだ。

・１２月末までに、直売所を２４回開いた。
総来客数は、1596人となった。１日当たり
の平均来客者数は、６６．５人となる。今後
も安定した商品の供給に努めていきたい。

系統的・組織
的なキャリア
教育を推進

する。

地域との連
携を強化す

る。

進
路
指
導

農
業

事
務

8



水産校舎将
来ビジョンの
検討

・水産校舎課題検討会や広報委
員会において、水産教育や水産校
舎、大津緑洋高校の中長期的なビ
ジョンについて検討し、職員会議で
検討案の共有を図る。

職員会議で水産校舎将来ビジョンについて、
４　３回以上、議題に上げた。
３　２回議題に上げた。
２　１回、議題に上げた。
１　全く議題に上げなかった。

4

・実習船教育や海技士養成施設等の懸案
事項や将来ビジョンについて、アンケート
により広く教職員の意見を集約し、関係委
員会で検討し、職員会議に３回提案し、本
校の水産・海洋教育の方向性の共有と意
識付けがある程度できた。

地域連携の
充実

・地域の企業、団体や学校等と連
携した諸活動を目的を明確にして
計画的に実施し、生徒の教育活動
の質の向上を図る。

年度初めに地域連携の計画を立案し、その取組を
４　９０％以上実施した。
３　７０％以上９０％未満実施した。
２　５０％以上７０％未満実施した。
１　５０％未満の実施であった。

4

・各科コースで、年度初めに地域連携の諸
活動の目的を明確にし、企業や団体等に
協力依頼を行い、１００％計画どおりに実
施し、教育活動の質の向上を図ることがで
きた。
・本年度、新たに立ち上がった担い手育成
推進委員会で、山口県漁業協同組合や水
産振興課と連携し、漁業の担い手を積極
的、系統的に育成する体制づくりができ
た。

総
務

円滑な業務
遂行

・十分な準備をする。一人一役全
員主役を徹底する。日本一の裏方
に徹する。
・準備と確認を徹底する。（ＪＫ）

４　概ね４週間前にPTA行事の案内を発送した。
３　概ね３週間前にPTA行事の案内を発送した。
２　概ね２週間前にPTA行事の案内を発送した。
１　概ね１週間前にPTA行事の案内を発送した。

4

・大津校舎総務課がＰＴＡ関係の主管とな
り、スムーズな運営ができた。また、学校
運営の円滑な遂行に微力ながら貢献でき
た。

・発送と参加率や不参加
者への対応も評価する
必要があると考える。

B

基礎学力の
向上

・出席率の向上を図るとともに、担
任、学年主任、他の分掌や各科と
連携を行い、欠点保有者を減少さ
せる。また、定期考査後に欠点２
科目以上保有する生徒に対して特
別指導を行う。

４　毎日の家庭学習をした生徒が７０％以上だった。
３　毎日の家庭学習をした生徒が５０％以上だった。
２　毎日の家庭学習をした生徒が３０％以上だった。
１　毎日の家庭学習をした生徒が３０％未満だった。

3

・学習状況・出席状況ともに昨年度並みで
あった。欠点２科目以上保有する生徒数
は昨年度より減少したが、苦手科目の学
習意欲が低下傾向にあり来年度に向けて
対策が必要である。

授業規律の
確立

・学期毎に全教員、生徒に授業ア
ンケートを実施し、現状を把握し、
課題点に対応する。授業態度の報
告を継続し、学年、他の分掌や各
科と連携を行い、迅速に根気強く
指導する。

４　授業改善により８０％以上の生徒が「わかる」と評価し
た。
３　授業改善により７０％以上の生徒が「わかる」と評価し
た。
２　授業改善により６０％以上の生徒が「わかる」と活用し
た。
１　授業改善に取り組んだが、十分な成果が得られなかっ
た。

2

・教員アンケートの２回目の結果は、１回
目に比べ評価の落ち込みが見られた。今
後も、さらに授業改善等を行いながら、根
気強く指導を継続していく必要がある。

規範意識の
向上

・学年、学科及び保護者との協力・
連携体制を整え、指導を必要とす
る生徒への早期対応を図る。
・生徒会を中心にした呼びかけ運
動（挨拶、マナーなど）等、生徒の
主体的な取組によって、生徒一人
ひとりの意識向上を図る。

４　生徒の規範意識の向上が十分にみられた。
３　生徒の規範意識の向上がみられた。
２　生徒の規範意識の向上がややみられた。
１　生徒の規範意識の向上がみられなかった。

3

・担任、学年会、生徒指導課、保護者が生
徒指導に関わる密な協力体制強化と連携
を図ることができた。前年度に比べ、問題
行動の件数が大幅に減少した。
・生徒への継続的な啓発や注意喚起等に
より未然防止に努めるとともに、生徒一人
ひとりの自覚ある行動を促し、意識の向上
を目指した。

活気ある生
徒会の運営

・生徒会行事の実施要項を早期立
案するとともに、生徒会執行部と
の綿密な打ち合わせや運営の指
導助言を行う。

４　活気ある生徒会の運営が十分に行われた。
３　活気ある生徒会の運営が行われた。
２　活気ある生徒会の運営がやや行われた。
１　活気ある生徒会の運営が行われなかった。

3
・地域の行事への積極的な参加や定期的
な清掃活動の実施など、前年度に比べて
活気のある生徒会活動の運営ができた。

基礎体力の
向上

・学校行事や部活動を通して、体
育授業との連携を図り、体力の向
上に繋げていく。

４　体力向上に８０％以上繋ぐことができた。
３　体力向上に７０％以上繋ぐことができた。
２　体力向上に６０％以上繋ぐことができた。
１　体力向上に６０％未満であった。

2

・体つくり運動、遠泳大会、駅伝大会を通
して全体的に体力の向上は見られたが、
日頃から運動に親しんでいない生徒の底
上げは余りできなかった。

治療率の向
上

・自己の健康に関心を持たせ、治
療が完治していない生徒に対し、
クラス担任と連携を取り、保護者
への連絡を徹底する。

４　治療率を７０％以上達成した。
３　治療率を６０％以上達成した。
２　治療率を５０％以上達成した。
１　治療率が５０％未満であった。

4
・クラス担任の協力により、全体の治療率
の向上を図ることができた。

進路目標の
早期設定

・進路面談の充実と担任との情報
交換会を実施する。生徒の進路希
望情報を教員で共有する。（1学
年：1月、2学年：11月、3学年：5月）

４　面談等の実施回数が4回以上であった。
３　面談等の実施回数が3回であった。
２　面談等の実施回数が2回であった。
１　効果的な面談等が実施できなかった。

3

・全校生徒を対象に複数回の面談を実施
すること目標に、進路指導課と学年会が
協力しながら進路指導の充実に努力し
た。

進路希望の
実現

・３年生の就職・進学希望者に対し
て、十分な情報提供を行い、希望
先への内定・進学をめざす。

４　内定率が90%以上であった。
３　内定率が80%以上であった。
２　内定率が70%以上であった。
１　内定率が70%未満であった。

4

・就職内定率90％以上を達成した。進学で
もほとんどが希望校に合格することができ
た。
・１、２年生においては、進路意識の向上
に向け、面談等を継続する予定である。

寮則違反ゼ
ロの実現

・寮則違反ゼロの実現に向け、舎
監一丸となって取り組む。

４　寮則違反が前年より５０％以上減少した。
３　寮則違反が前年より２５％以上減少した。
２　寮則違反が前年とほぼ同じであった。
１　寮則違反が前年より増加した。

4

・舎監全員で、集団生活と規範意識の向
上に努め、寮則違反は半減したが、年度
前半に退寮者が数名でた。今後も根気強
く指導していかなければならない。

寮内清潔保
持の確立

・日頃の清掃活動を徹底し、学期
末には寮生、舎監により大掃除を
実施する。

４　日々の掃除の徹底、計画的な大掃除に寮全体で取り
　　組めた。
３　日々の掃除の徹底、計画的な大掃除に舎監全体で取
　　り組めた。
２　日々の掃除の徹底、計画的な大掃除に寮務課で取り
　　組めた。
１　日々の掃除の徹底、計画的な大掃除が実施できなか
　　った。

4
・日々の掃除の徹底、学期末の大掃除と
もに寮生、舎監全体で取り組むことがで
き、寮内の清潔保持の確保ができた。

・今後も計画的、組織的
に取り組み、高内定率の
継続をお願いする。

A

A

・学校全体で仙崎地域の
行事（中でもみすず関係
の）に参加できないだろう
か。有用感を感じさせる
ことが肝心と考える。学
校教育目標（３）とも合致
する。

・将来ビジョンを広く検討
されたことは素晴らしいと
思う。

水産校舎

B

B

教
務

・困難であることは理解
できるが、組織的に粘り
強く指導を継続して欲し
い。

・寮生や遠距離通学生の
多いこと等とも合わせ、
家庭学習を評価項目と
するよりも、具体的方策
に書かれたことを評価項
目とすべきかと思う。
・画一一斉の授業からの
脱却が一審だと思う。

・学校評価アンケートの
「部活動」の質問に対す
る評価の低さが気になる
ところである。

B

寮
務

・多くの寮生を指導する
ことは大変だと思うが、
今後も継続して指導の充
実をお願いする。

水　産　校　舎

生
徒
指
導

B

進
路
指
導

学
校
運
営
等

保
健
体
育
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健全な心身
の育成

・カッター訓練を通して青海島一周
に耐えうる心身を養う。

４　青海島を１周した。
３　青海島の３分の２周ほど漕いだ。
２　青海島の半周ほど漕いだ。
１　青海島の４分の１周しか漕げなかった。

4
・９月２５日（土）に実施し、４回目の青海島
一周を達成した。

目的意識の
育成

・各種資格取得や検定合格を目指
すことにより、本校で学ぶ目的を
確かなものとする。

４　８０％以上の者が取得した。
３　６０％以上の者が取得した。
２　４０％以上の者が取得した。
１　２０％以上の者が取得した。

4

・１年生の８月危険物丙種合格者１４人、１
２月乙種４類１人、合格率60％であった。
・１月末に受験予定の海洋技術検定は、
ほぼ全員が合格すると予想している。

・広報活動や中学校訪問の充
実

４　志願者数が前年より３０％以上増加した。
３　志願者数が前年より１５％以上増加した。
２　志願者数が前年とほぼ同じであった。
１　志願者数が前年を下回った。

4

・中学校訪問を１、２学期末に延べ１１８校
に対して実施した。２学期末の訪問時の聞
き取り調査による志願者数が、昨年度の３
２名に対して４６名と大幅に増加した。
・マリンフードコースでは昨年度に引き続
き、地元の小学校と連携した授業を展開し
た。

・技術顕彰の受賞率の向上

４　卒業時に６割の生徒が受賞した。
３　卒業時に５割の生徒が受賞した。
２　卒業時に４割の生徒が受賞した。
１　受賞した生徒が４割に満たなかった。

－

・技術顕彰受賞者は、１月末時点で海洋
科学科３年生２６名中７名である。今後、１
級小型船舶操縦士試験の結果により増加
が見込まれるため最大で受賞者は１２名
となり、受賞率は最大で４６％である。

将来の船舶職員としての自覚に
たって、模範となる生活習慣の確
立と、身だしなみの徹底を図りな
がら人格の形成を行う。

４　目標を全員が達成できた。
３　目標を８割の生徒が達成できた。
２　目標を半数以上の生徒が達成できた。
１　目標を殆どの生徒が達成できなかった。

3
・定期的に頭髪服装等のチェックを行い、
挨拶や服装に関しては概ね良好であっ
た。

専攻科２年生全員の３級海技士免
許の習得を目指す。

４　全員が資格を取得した。
３　８割の生徒が資格の取得ができた。
２　半数以上の生徒が資格の取得ができた。
１　殆どの生徒が資格取得できなかった。

4

・3月中旬に３級海技士口述試験が実施さ
れるため、卒業考査以後も補習計画を立
て実施した。全員合格を目指して日々努
力している。

・遅刻、欠席、早退の多い生徒に
対して、担任及び各分掌との緊密
な連携をとり、迅速な対応をする。

４　事案に対して速やかに対応し、改善された。
３　事案に対して時間は掛かったものの対応がなされ、
　　改善された。
２　対応が後手に回り、十分ではないが改善の方向に
　　導かれた。
１　改善が全くできなかった。

4

 ・昨年に続き不登校や進路変更をする生
徒はいなかった。問題行動もあったが、事
案に対して学年会として緊密な連携と速
やかな対応がきた。今後も十分な連絡・連
携を取り合い、きめ細かい指導を継続し、
全員進級を目指ている。

・好感の持てる挨拶・返事・言葉使
いや頭髪の整った礼節ある生徒
指導の徹底を図る。

４　全員に徹底できた。
３　ほとんどの生徒に徹底できた。
２　半分程度の生徒に徹底できた。
１　ほとんどの生徒が徹底できなかった。

3

・年間を通して、毎月の頭髪服装検査で再
検査の対象となる生徒が減少するように
はなったが違反する生徒は、ほぼ同じ生
徒である。指導に全く従わない生徒はいな
いが、検査日に必ず合格するような平素
からの指導を徹底していく必要がある。

・清掃活動を徹底し、学習環境を
整える。

４　全員がまじめに取り組んだ。
３　一部の生徒は指導を受けたが全体的にまじめに
　　取り組んだ。
２　繰り返し指導を受ける生徒がおり、時間を要した。
１　全体的に取組が雑で課題を残した。

3

・学年目標として、学期に１度の大掃除を
LHRで実施した。平素の掃除についても徹
底して行うように指導した。また、定期考
査前にはノート・教科書を全員が持ち帰り
学習するように指導した。今後も学習環境
を整える意識を徹底していきたい。

２
年

規律正しい
学校生活と
進路意識の
高揚

・個々の目標設定を促していくとと
もに、生活面の指導を継続的に
行っていく。

４　生徒たちが自覚と責任のある学校生活をおくれた。
３　徐々にであるが生徒たちの自覚と責任ある学校生活
　　が垣間見れた。
２　生徒たちの自覚と責任ある学校生活はまだまだ不充
　　分であった。
１　生徒たちは自覚と責任ある学校生活をおくれなかった。

3

・１学期に、寮内におけるいじめ問題で数
名の生徒が退学したが、その後は問題行
動もなく、落ち着きを取り戻すことができ
た。
・２学期末の修学旅行では、各生徒に自
覚と責任ある行動が見られるようになり、
実りの多い行事となった。
・進路意識が高まっている生徒は充実した
生活が送れるいるが、まだ自分の目指す
方向性を見い出せない生徒も多い。進路
意識を高める具体的な取り組みを積極的
に行なうことが、落ち着きある学校生活に
つながると考えている。

３
年

社会が
求める人材

の育成

・コミュニケーション能力の向上、
基礎学力の定着を図り、社会人に
必要な心構えを学ばせ、社会で活
躍できる人材を育成する。

４　生徒の人材育成のための行事を年間５回以上
　　実施した。
３　生徒の人材育成のための行事を年間３回以上
　　実施した。
２　生徒の人材育成のための行事を年間１回以上
　　実施した。
１　生徒の人材育成のための行事を実施できなか
　　った。

4

・各分掌との連携により人材育成のため
の行事を５回実施することができた。講演
や体験活動、校外で行われたガイダンス
への参加などを通じて、社会人に必要な
資質の向上を図った。

学校運営の
活性化

・事務職員と教員の連携を強化し
たうえで事務の見直し等を行い、
学校教育目標達成のための予算
執行を推し進める。

４　連携を強化し、学校教育目標達成のための予算執行
　　を行うことができた。
３　連携を強化し、事務の見直しを行うことができた。
２　連携は強化したが、学校教育目標の達成には至らな
　　かった。
１　連携の強化が、あまりできなかった。

2

・予算が厳しい中で効率的に執行できるよ
う努力したが、学校教育目標の達成には
至らなかった。引き続き事務職員と教員の
連携強化に努め、効率的な予算執行がで
きるように努めたい。

接遇の向上
・来客に対する接遇の向上（お待
たせしない）を図る。

４　来客等の接遇が大幅に向上した。
３　来客等の接遇が向上した。
２　来客等の接遇があまり向上しなかった。
１　来客等の接遇が全く向上しなかった。

3
・行事予定や来客の有無等の連絡を密に
することにより、来客者を待たせすること
等もなく適切に対応することができた。

A

B

海
洋
技
術

・海で行う実習や行事を
通して規律や体力を身に
付けさせて欲しい。
・今後も資格取得を奨励
するとともに、合格率の
向上も期待している。

・予算的に厳しいこともあ
ると思うが工夫や節約等
により充実に努めて欲し
い。
・接遇については、今後
も適切な対応をお願いす
る。

B

海
洋
科
学

活発な広報
活動の展開
と地域貢献
の充実によ
る生徒の目
的意識の向

上

事
務

１
年

・企業が求める船舶職員
となるように、専攻科のレ
ベルアップを期待してい
る。
・３級海技士口述試験の
１００％合格を期待してい
る。

B
専
攻
科

・今後も志願倍率１．０以
上となるように、今以上
の努力をお願いする。
・今後も資格取得を奨励
するとともに、合格率の
向上も期待している。

B

基本的な生
活習慣の確
立と規範意
識の育成

専攻科生とし
ての知性と
教養の育成

・社会人として必要な基
礎基本がしっかり身に付
くように、様々な機会を通
して指導の充実をお願い
する。
・地域や企業に貢献でき
る担い手、スペシャリスト
の育成を期待している。
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6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　　次年度への改善策

【日置校舎】
・各種部会（学校・地域連携協議会）、学校情報の発信、学校開放等活発に行い、「地域とともにある学校づくり」を推進する。
・家庭での学習習慣を定着させるため、漢検・数検・英検等の受検を促し挑戦させ、国語・数学・英語の基礎学力の充実を図る。また、農業関連の資格、農業技術検定を全員
受検させ、専門分野の基礎学力の向上を図る。
・生徒会、農業クラブ、家庭クラブ等の活動を活発に展開し、コミュニケーション能力・コラボレーション能力を育成、向上に努める。
・学期毎の安全点検に伴う危険箇所や不備な箇所を着実に確認・修繕し、また、生徒が行う日々の清掃活動を充実させ、特に校舎内の美化意識を向上させる。
・「総合的な学習の時間」を更に充実させ、生徒が早い段階に高い目標が設定できるよう、更なるキャリア教育の充実を図る。
・新たな地域の取り組み（道の駅の開店、ながとＬａｂ等）を計画的に学習に絡めて、地域貢献・地域支援の真価を図る。

【大津校舎】
・コミュニティ・スクールの導入により、３校舎や地域との連携協働を一層深めながら、各校舎の特色ある教育活動をさらに充実させる。また、それらの取組を積極的に生徒、保
護者、地域に情報発信することで、本校の教育に対する理解を得る。
・学力の２極化に対応するために、学力差に応じた朝学習や週末課題、課外授業等の工夫を検討し、生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導を充実さる。また、自主的に予
習・復習に取り組む学習習慣の確立を図るとともに、アクティブラーニングを意識した授業づくりを工夫し、生徒の学習意欲の向上と基礎・基本の定着、思考力・表現力等の育
成を進める。
・大学の出前講義や大学訪問、インターンシップ等の体験学習、韓国中馬高校との交流等に積極的に取り組み、海外修学旅行など、質的な改善充実を進めることで、大学進
学とその先を見据えた主体的な進路選択につなげる。また、学校行事や生徒会活動、部活動、地域と連携したボランティア活動等の積極的な取組と併せて、自己有用感を高
め、地域の期待に応えるリーダーとしての主体性や自主性を育成する。
・全教職員やスクールカウンセラー、中学校等の連携を強化し、生徒情報の積極的な収集と密な情報交換により、生徒の多様な課題を解決するために、家庭との連携のもと、
迅速な初期対応や生活リズムの改善を図るなど、きめ細かな生徒支援に取り組む。

【水産校舎】
・コミュニティースクールとして地域連携、地域貢献の活動を継続、充実することで生徒の学習活動・体験活動の充実を図るとともに、水産教育への理解・支援と入学志願者の
増加に繋げる。
・学習活動では、基礎学力向上と学習意欲向上のために全教員が指導方法や指導内容の充実に努め、分かりやすい授業を展開する。
・生徒指導では、問題行動や不登校等の未然防止の取組を強化し、生徒理解の視点にたった相談活動や情報の収集・共有の充実に努める。
・進路指導では、面談等の充実により１，２年生の進路意識の高揚と進路希望の早期決定を図る。また、３年生は受験対策等の充実により進路希望の実現１００％を目指す。
・ホームページの充実やメディアを活用した情報発信等により水産教育の良さを積極的にＰＲすることで、本年度以上の入学志願者の増加を目指す。

【３校舎共通】
・県内初のコミュニティー･スクールの指定を受け、３校舎の特徴を生かしながら、学校運営・地域支援・地域貢献等「地域とともにある学校づくり」の推進に向けて、それなりの
成果が表れた。
・３校舎の生徒会と市内の食品製造会社「フジミツ」・「深川養鶏協同組合」が一緒になって、「長門の特産品を使った加工品」をテーマに商品開発に取り組み、この活動の地域
からの評価は高かった。
・生徒指導に関して、３校舎共通のルールで指導していることで、生徒の意識が高まり、場に応じた行動を自らの判断で対応することができる生徒が増加した。
・授業公開週間や研究授業をこれまで通り継続するとともに、一方異校種にも目を向け、小・中学校で行われる研究授業等に積極的に参加し、授業改善に役立てることも必要
である。
・インターンシップや進路ガイダンス、大学・企業訪問等計画的に行い、職業観の育成や目標設定の機会の充実を図ることができた。地元企業への就職を増やすことが、今後
の課題である。

【大津校舎】
・ホームページの活用や中学校訪問等、積極的な情報発信に取り組んだが、結果として志願倍率は０.９であった。中学校訪問の地域拡大も検討しながら、ホームページや「学
校だより」による情報発信を一層充実させていく必要がある。
・朝学習や週末課題、課外授業等の徹底を図るとともに、少人数指導や習熟度別の導入、グループワーク等を工夫したアクティブラーニングの導入等、学習指導の工夫改善を
積極的に進めた結果、生徒の学習への取組状況は良好である。生徒にとって、より効果的になるよう一層の工夫改善を進め、予習・復習等の学習習慣の確立や学習意欲の
向上を図っていく必要がある。
・インターンシップや出前講義等、体験的な学びを生かした取組により、主体的な進路意識と学ぶ意欲の高揚を図った。大学進学とその先を見据え、３年間を見通した組織的な
取組となるよう、さらに改善を進める必要がある。
・韓国中馬高校との交流は今年度実施できなかったが次年度については現在日程調整を進めている。マレーシア・シンガポールへの修学旅行では、生徒の感想からも、国際
感覚の醸成が図られている。訪問先の再検討など、さらに効果的に進める工夫が必要である。
・「長門学」については、毎年の改善により、充実した内容になっている。次年度はコミュニティ・スクールの関係からも、一部に外部講師の招聘を予定し、地域とのさらなる連携
を深めていきたいと考えている。
・生徒は概ね落ち着いており、身だしなみも整っている。規律ある生活態度で、学校行事や部活動、ボランティア活動等に熱心に取り組んでおり、学校生活の満足度も高い。引
き続き、自己有用感を高め、主体性や自主性を育みながら、地域の期待に応えるリーダーとしての意欲や資質能力を育成していく必要がある。
・定期的な生活アンケートや教育相談会議により、生徒情報の収集や共有化を進め、スクールカウンセラーとも密に連携しながら、生徒支援を行うことができた。引き続き、
様々な課題のある生徒に対して、早期対応やきめ細かな支援等、支援体制の一層の充実が必要である。

【日置校舎】
・地域との関わりにより、郷土愛が生まれたり、自分が地域の一員であることを確認できる。地域から地域にある学校を大切にしたいという思いを強く感じるので、これからも地
域の中の学校、地域に愛される学校を目指していきたい。。
・今年度のプロジェクト発表会では、年間を通した様々な取組の発表を行い、その発表の内容は日置校舎としての独自性や強い探求心を発揮したものであり、それなりの発
表・成果を収めることができた。これからも地域との連携を大切にし、地域に根ざした課題解決に向けた取組を推進していきたい。
・各教科担当者１名以上（１０名）が研究授業を行い、延べ６５名が参加して研究協議・意見交換を行い、授業改善に向けた取組を行うことができた。
・生徒会を中心とした活動が積極的に行なわれ、生徒間でのコミュニケーションを大切にしようとする意識が高まった。
・昨年度に続き、「中高生を中心とした生活習慣マネジメントサポート事業」を活用し、生徒の睡眠日誌や委員会活動、学習発表会等を実施して、生徒の生活習慣改善をある程
度図ることができた。
・きめ細やかな面談や個別指導を行い、生徒が希望する進路先に早い段階で、殆どの生徒が決定した。進路決定率１００％達成できた。
・関係機関と連携した多くの交流活動を通して、幅広い内容の地域貢献を行うことができた。また、地元企業とコラボした特産品の開発、講演会、関係企業見学会、プロジェクト
発表会、ボランティア活動等行い、「地域とともにある学校づくり」を十分に実践することができた。

【水産校舎】
・地域と連携した活動では、漁協と連携した漁業後継者育成の取組や６次産業の取組、長門市役所・漁協と連携したアワビの放流と育成場整備の取組、水産研究センター・漁
協・企業と連携したアカモクの増養殖と商品開発の取組など、地域の水産業の活性化に貢献するとともに学習活動・体験活動の充実を図ることができた。また、地元小学校と
連携した授業では、小学生が本校舎の実習施設を使用して色々な食品の製造を体験し、食に対する興味関心の向上に繋げた。
・学習活動では、学習状況、出席状況ともに昨年度に比べ改善が見られた。苦手科目の取組状況に引き続き課題がある。資格取得では、取得率も上がり学習意欲の向上に繋
がった。
・生徒指導では、アンケートや相談活動、情報共有等の充実など、未然防止の取組の強化により昨年度に比べ問題行動等が減少した。
・進路指導では、進路面談や事前指導の充実により、進学では全員が希望校に合格した。また、就職では１月末現在で若干名の未定がいるが、内定率１００％に向けて引き続
き就職活動中である。
・生徒募集では、教員が７月と１２月に県下の中学校を訪問し、生徒募集・学校ＰＲを意欲的に行った。その成果もあり、志願倍率は海洋技術科１．８倍、海洋科学科１．０倍とな
り昨年度を上回った。

【３校舎共通】
・大津緑洋高校、各校舎の将来ビジョンについて、更に検討を重ね、共通理解を図りながら推進する。
・本校の良さを認識してもらうため、しっかりとした情報発信を行う。特に小・中学校の児童生徒、保護者、教員には創意工夫した情報の発信に努める。
・体験乗船や農業体験等実施しているが、更に３校舎間の特徴を生かして、授業（座学や実習等）において、生徒が相互乗り入れできる環境が可能か、検討する。
・ＰＴＡ総会やその他のＰＴＡ行事に加えて、３校舎間の保護者が共通理解・相互理解を深める行事を企画・実施する。
・地域と連携した取組を増やすだけでなく、連携活動の質の転換を意識することも必要である。
・学校運営協議会を効果的・効率的に運営し、魅力ある学校づくりを推進する。
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