
 

様式1      令和３年度 山口県立防府高等学校佐波分校 学校評価書    校長( 小土井  実 ） 
 

１ 学校教育目標 

（１）教育目標・・・・・・・・・・「親和協力」の校訓のもと、心身ともに健やかで、豊かな人間性と主体性をもち、広く社会に貢献できる人材を育成する。 
（２）育てたい生徒像・・・・・・・相手の立場に立って考え、行動することができ、学び合う、教え合う、高め合うことのできる、「人権感覚」をもつ生徒 
（３）生徒チャレンジ目標・・・・・①時間厳守 ②期限厳守 ③清潔な環境 
 

２ 現状分析（現在の学校の実態・問題点） 

【地域連携】  

〇地域連携に努めているが、昨年の連携状況がマスコミ各社の報道の回数の割には地域や保護者に認知されていないことが、新1年生のＰＴＡ役員から伝わってきている。 

 

【学習指導】  

〇校時を意識して、授業の準備を事前に行うことができる生徒が増えている。しかし、家庭学習の習慣が十分ではない点と、提出物がルーズな面が課題である。 

〇基礎基本となる義務教育段階でつまずいている生徒が多く、学びなおしのカリキュラムが必要である。 

〇一人一台端末が整備され、生徒たちは徐々に端末の操作にも慣れてきたようであるが、まだ十分に使いこなせていない。教職員も手探りで指導にあたっている状態である。 

 

【生徒安全体育指導】 

○学校生活を自身の生活リズムの中心として起床時間や就寝時間を決め、家庭での生活や自己の体調管理を行うなどの生活習慣がついていない生徒が多い。 

○相手の気持ちや考えをくみ取り、クラスメートや先輩・後輩とのコミュニケーションをとるなど、相手の立場に立った言動が身についていない生徒が散見される。 

 

【教育相談】 

○スクールカウンセラー（SC）やスクールソーシャルワーカー(SSW)、その他の専門機関と連携して各事例に関わっているが、問題の解消に至らないケースもある。 

 

【進路指導】  

○進路実現のための基礎学力やコミュニケーション力の育成を必要とする生徒が多い。 

○生徒の希望進路実現のため、コロナ禍においても精選された進路指導行事が必要とされる。 

 

【業務改善】 

○新教育課程実施に向けて「総合的な探究の時間」のリニューアルに取り組んでいるが、授業を実施するための教職員の教科理解とスキルの向上が急務である。 

○情報の共有によりお互いの分掌業務の理解を進め、各学校行事や各業務の協働体制の構築による、少ない人数でも可能な学校運営の工夫が必要である。 

○統合型校務支援システム導入の所期の目的である、情報共有、業務のスリム化のためには、さらなるシステム理解と教職員の利用スキルの向上が必要である。 

○教職員の心身の健康のため、行事や仕事の内容の精選や、繁忙期における各業務の協力体制の見直しによる、毎月の残業時間の削減が急務である。 

 

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   

☆ テーマ：徳地地域全体をキャンパスとする学びを推進≪地域のプラットフォームとして、個別最適な学びと協働的な学びの推進≫ 

（１）基本的生活習慣の確立とルールを重んじマナーを大切にする態度の育成 

（２）基礎学力の確実な定着と主体的に夢の実現に取り組む力の育成 

（３）個に応じたきめ細かな支援体制の充実と組織力の向上 
 

※ 関係者評価  Ａ：取組が優れている Ｂ：取組がよい Ｃ：取組がおおむね行われている Ｄ：取組に改善が必要である 

４ 自己評価   ５ 学校関係者評価 
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地
域
連
携 

地域連携の推進 

リニューアルした
「総合的な探究の
時間」を核に「性教
育講座」「地域活性
型インターンシッ
プ推進事業」など
地域から講師を招
聘し、地域と連携
した企画を実施す
る。 

４:80%以上の生徒・保護者が地域の多様
な講師の方から学ぶ講座が充実して
いると回答  

３:70%以上の生徒・保護者が地域の多様
な講師の方から学ぶ講座が充実して
いると回答  

２:60%以上の生徒・保護者が地域の多様
な講師の方から学ぶ講座が充実して
いると回答 

１:60%未満の生徒・保護者が地域の多様
な講師の方から学ぶ講座が充実して
いると回答 

４ 

アンケートの昨年比で生徒は、73％から80％
の割合、保護者は、79％から86％の割合で「地
域の多様な講師の方から学ぶ講座が充実して
いる」という肯定的な回答率がアップしてい
る。国立青少年教育振興機構や三菱みらい育
成財団のバックアップのもと、生徒たちが地
域探究学習に大きな足跡を残してくれたこと
と、たくさんのマスコミの報道や学校ホーム
ページでの積極的な発信が功を奏したのであ
ると思う。今後も地域のプラットフォームと
しての役割を積極的に果たしていきたい。 

 

小さい学校であるが故のまとまりがあり、地
域とのつながりを深めながら、さまざまな体
験ができる活動実績を重ねていることを高く
評価する。これからも地域の特色や課題に沿
った教育課程を編成し、生徒自らが積極的に
取り組み、生徒自身がワクワクするような地
域連携の探究活動を充実させてしてほしい。
旧徳地町内の小中学校との連携が促進された
２年間の取組を振り返り、地域のプラットフ
ォームとしての、佐波分校のさらなる地域連
携の強化と、次なる活動の展開を期待する。
私たち地元住民も、もっと協力したい。 

A 

学
習
指
導 

基礎学力の向上 

ICTによる効果的
な授業と各科目か
らの授業の振返り
課題を利用して、
家庭学習の習慣化
を図り基礎学力の
向上につなげる。 

４：80％以上の生徒が、授業の内容が理
解できていると回答 

３：60％以上の生徒が、授業の内容が理
解できていると回答 

２：40％以上の生徒が、授業の内容が理
解できていると回答 

１：40％未満の生徒が、授業の内容が理
解できると回答 

３ 

昨年度よりも「理解できている」という回答
率が下がったが、教員が感じている実態と近
づき、むしろ適切に評価しているのではない
かと考える。義務教育段階でつまずいている
生徒も多く、学びなおしの教育課程について
さらに工夫をする必要がある。家庭学習につ
いても、生徒、保護者とも約4割がほとんどし
ないと回答しており、自学自習の取組を促す
方法を考えていかなければならない。 

 

何故家庭学習をしないのか、その原因分析を
行い、生徒や保護者、学校が一体となって家
庭学習の定着を目指してほしい。タブレット・
ドリル等、生徒のニーズに合わせた活動や家
庭学習に繋がる活動を充実させて、学び直し
や基礎学力の向上、社会で役に立つ基礎基本
の定着を学校の特徴とする取組は、いかがで
あろうか。生徒自身が「学問や社会を学ぶた
めに通いたい学校」「学んだことが将来役に立
つ学校」と思えるような工夫をお願いしたい。 

B 

授業規律の確立 

授業開始時の準備
の徹底に引き続き
取組むとともに、
週末課題の提出を
徹底し、時間と期
限を守る意識の向
上を図る。 

４：80％以上の生徒が提出物の期限を守
っていると回答 

３：60％以上の生徒が提出物の期限を守
っていると回答 

２：40％以上の生徒が提出物の期限を守
っていると回答 

１：40％未満の生徒が提出物の期限を守
っていると回答 

４ 

提出物の期限を守ることのできない生徒も一
部存在するが、大部分の生徒は、期限を守る
習慣が概ねついていると考えている。今後、
習慣化していない生徒について、教員間で共
有し、粘り強く指導していく必要がある。 
授業開始時の準備が徹底できない生徒と提出
物の期限を守ることのできない生徒はリンク
しており、ソーシャルスキルトレーニングと
組み合わせたきめ細かな指導が必要である。 

 

学習規律等、学びに向き合う力の育成が必要

であることを生徒自身が理解できるように、

まずは、基本的な行動が定着するような粘り

強い取組をお願いしたい。 

B 

ICT活用のため
のスキルの育成 

各授業で連携して
生徒のICTスキル
の把握に努め、ICT
の効果的な利用を
促進する。 

４：80％以上の生徒が、必要なソフトに
自分でログインできると回答 

３：60％以上の生徒が、必要なソフトに
自分でログインできると回答 

２：40％以上の生徒が、必要なソフトに
自分でログインできると回答 

１：40％未満の生徒が、必要なソフトに
自分でログインできると回答 
※この項目については、生徒の実態と離れた、
達成評価であり実態は２と分析している。 

※４ 

「できる」と回答している生徒が8割を越えて
いるが、指導する側としては、パソコンへの
ログインができなかったり、基本的なソフト
の扱いに問題を抱えていたりする生徒がもっ
とたくさんいると認識している。生徒の自己
評価と教員の評価の差が生じる理由について
さらに分析して指導の工夫を検討するなど、
生徒のＩＣＴスキルを向上させるための対策
をさらに講じる必要がある。 

 

ほとんどの生徒は、スマホ等で「ICTスキル」
を所有していると思うので、学校が求める
「ICTスキル」を生徒に明示することが必要で
あると考える。また、この問題について個人
差も大きいように感じるが、今後数年で解消
される可能性もあると思う。今後、タブレッ
ト端末をフルに活用した教育への転換が進ん
でいくと思われるが、とりあえずは、実社会
で必須であるワードやエクセルの使い方等、
基礎部分に特化してみてはいかがか。 

B 



 

生
徒
安
全
体
育
指
導 

基本的生活習慣
の確立  

登下校や授業前後
部活動時等あらゆ
る機会を捉え挨拶
の習慣化を図る。 

４:80％以上の生徒が、積極的な挨拶が
できていると回答 

３:70％以上の生徒が、積極的な挨拶が
できていると回答 

２:60％以上の生徒が、積極的な挨拶が
できていると回答 

１:60％未満の生徒が、積極的な挨拶が
できていると回答 

４ 

アンケートの結果、84％の生徒が「自分から
あいさつをするように心がけている」と回答
している。自己評価だけでなく、実際の地域
の方々がどのように評価してくださっている
か気になるところではあるが、今年度は特に、
総合的な探究の時間などで地域の方々と触れ
合う機会が多く、コミュニケーション能力の
向上に関して成果が上がっていると思われ
る。今後はもっと自信をつけてほしいと願っ
ている。 

 

登下校中の生徒の表情や態度、所作などが穏
やかで良好である。また、以前に比べていき
いきとした生徒の姿が地域で見受けられ、大
変頼もしく感じるので、引き続き挨拶の習慣
化に取り組んでいただきたい。地元住民から
の積極的な声かけも必要と思われるが、挨拶
の実態を評価できる場面を設定しては、いか
がか。「挨拶の大切さ」を生徒自身が自覚する
とともに、この取組が「もっと発言する」「発
言することを怖がらない」「失敗を恐れない」
等、通常の授業にも生かされると、なお良い。 

B 

生活のリズムを整
えるため、その中
心となる睡眠時間
の確保について、
授業や全校集会等
いろいろな機会を
捉えて指導する。 

４:就寝時間を決めて十分な睡眠をとっ
ていると回答 

３:就寝時間を決めてはいるが、守れな
い日もあると回答 

２:就寝時間を決めてはいるが、ほとん
ど守れていないと回答 

１:就寝時間を決めていないと回答 

３ 

アンケートの結果「規則正しい生活を送るよ
う心がけている」という質問に対して生徒の
84％、保護者の57％があてはまると回答した
が、就寝時間に対する質問の回答からは、約
4割の生徒が睡眠時間を十分確保できていな
いことがみてとれる。「時間制限を設けてイン
ターネットを利用している」のアンケートに
対しては、約6割の生徒が設けていないと回答
しており、ここからも深夜遅くまでゲーム等
をしていることが窺える。自己の健康管理の
面からも規則正しい生活習慣を身に付けるこ
とは重要である。睡眠時間の確保は大きく関
係することから引き続き指導を続けていきた
い。 

 

ゲームなどを禁止するのは難しいと思われる

ので、時間の制限を自分から宣言させては 

いかがであろうか。SNSとのかかわり方が生活

リズムに及ぼす影響を考慮し、家庭とも連携

した指導が必要と考える。 

B 

全教職員による 
相談体制の確立 

生徒の情報交換を
定例化するととも
に毎学期いじめに
関するアンケート
を実施し、実態の
把握と相談しやす
い環境づくりに努
める。 

４:80％以上の生徒が、学校に相談しや
すいと回答 

３:70％以上の生徒が、学校に相談しや
すいと回答 

２:60％以上の生徒が、学校に相談しや
すいと回答 

１:60％未満の生徒が、学校に相談しや
すいと回答 

４ 

アンケートの結果、生徒の89％、保護者の81％
が「困ったときに先生に相談しやすい」と回
答している一方、「学校であったことを家で話
している」という質問に対しては、あてはま
ると回答した生徒は64％、保護者は68％とい
う数字に止まっている。学校HPや公式LINE等
SNSを活用し学校生活の様子を積極的に発信
し、一人でも多くの生徒の様子を家庭に伝え
ることが理解への近道であると考えているの
で、今後も学校理解の促進を図りたい。 

 

困ったときに先生に相談しやすいと答えた生
徒が89％と、生徒の教職員への信頼が良好で、
関係が安定している様子が見受けられる。こ
れからもそのような環境を維持していただく
とともに、家庭でのコミュニケーションが難
しい年頃でもあるので、進路選択やいじめの
問題等、重要な局面では、家庭との密な連絡
もお願いしたい。また、アンケートに肯定的
に回答できなかった生徒についても積極的に
寄り添っていただきたい。 

A 

情報モラル等、
幅広い人権感覚
の育成 

カリキュラムの中
にソーシャルスキ
ルトレーニングを
位置づけ、様々な
シーンにおいて周
囲に配慮して行動
できるコミュニケ
ーション能力を身
に付ける。 

４:周囲に常に配慮して行動できている
と回答 

３:周囲に配慮して行動することもある
と回答 

２:周囲に配慮しなければならないと思
うが行動できていないと回答 

１:周囲に配慮できていないと回答 

４ 

アンケートの結果、「常に周囲のことを考えて
行動している」という質問にあてはまると回
答した生徒は91％、保護者は84％と高い値と
なっているが、クラス内や学年間でのちょっ
としたトラブルは起こっている。「学校行事や
特別活動が楽しい」と84%の生徒が肯定的な回
答をしているので、このような機会に人を思
いやる気持ちや他人の立場を気遣う気持ちを
育んでいきたい。地域連携等、学校の垣根を
超えた活動も有効であると考える。 

 

「学校生活が楽しい」という生徒が84％に上
ることは素晴らしいと思う。こうした雰囲気
が新入生の増加につながると思うので、これ
からも人とのかかわりの中で他者を思いやる
気持ちを大切にする指導を期待する。まずは、
先生が良いお手本になることが大切であると
思う。校内の限られた空間でのソーシャルス
キルトレーニングには限界があるので、地域
や他の機関と連携する教育を充実させること
も検討していただきたい。 

A 

性教育講座やデー
トＤＶ講座、ケー
タイ安全教室に関
する研修会を実施
し、豊かな人権感
覚を養う。 

４:充実した研修であったことが、ほと
んどの生徒の感想文から窺えた 

３:充実した研修であったことが、多く
の生徒の感想文から窺えた 

２:充実した研修であったことが、一部
の生徒の感想文から窺えた 

１:充実した研修であったことが、生徒
の感想文からは、窺えなかった 

３ 

生徒たちの感想から判断すると、多様な研修
機会を自己啓発の良い機会と捉えてくれてい
るようである。しかし、一部の生徒ではある
が、進級後・卒業後の行動と結びつけること
が困難な生徒がいることも事実で、こういっ
た生徒の無関心さを今後どの様に指導してい
くかが大きな課題である。成人年齢が18歳と
なる意味を少しでも早く自覚する研修内容・
講座を企画することも急務とされる。 

 

この種の問題には、繰り返し、巻き返しの取

組が必要であると思う。難しい課題であると

思うが、引き続き御指導をお願いしたい。 

B 

スクールカウンセ
ラー、スクールソ
ーシャルワーカ
ー、特別支援教育
支援員等、外部専
門機関との密な連
携を図り多様な生
徒に対応する。 

４：必要な際に必要な外部専門機関を効
果的に活用できた 

３：必要な際に必要な外部専門機関を概
ね効果的に活用できた 

２：必要な際に必要な外部専門機関をあ
まり効果的に活用できなかった 

１：必要な際に必要な外部専門機関を効
果的に活用できなかった 

SC …スクール・カウンセラー 

GHP…思春期グローイングハートプロジェクト 

３ 

「困ったときに先生に相談しやすい」と答え
た生徒が89％と昨年度の84％より上がってい
た。SCの1年生全員面談、GHPの各学年実施、
遠足やSABAコミュニティカフェへの参加な
ど、SCや支援員と関わる機会を増やすことに
より、気軽に相談しやすい雰囲気づくりがで
き、問題が深刻化する前に関わることができ
たのではないかと推察する。今後も緊密に情
報共有を行い、さらなる活用と他の外部機関
との連携を深め、多様な生徒に対応したい。 

 

先生に相談しやすいことは学校生活のポジテ

ィブな行動につながる。これからも、ちょっ

とした行動の変化に気づけるように、生徒と

の日常的にコミュニケーションを積極的に行

ってほしいが、言葉遣いなど場面によっては、

メリハリのある指導と対応をお願いしたい。

頼ることができる人や相談できる機関がある

ことを周知することも大切である。 

B 

進
路
指
導 

主体的に進路を
選択する能力・
態度の育成 

生徒一人ひとりが
自己を理解し主体
的に進路を選択で
きるようにするた
め、早い時期から
進路面談を行い、
個別の指導を充実
させる。 

４：80％以上の３年生の生徒が主体的に
進路を選択できたと回答 

３：70％以上の３年生の生徒が主体的に
進路を選択できたと回答 

２：60％以上の３年生の生徒が主体的に
進路を選択できたと回答 

１：60％未満の３年生の生徒が主体的に
進路を選択できたと回答 

４ 

担任、副担任、進路指導課、就職支援教員を
中心にきめ細かな進路面談を重ねることによ
り、生徒一人ひとりの進路希望に沿った進路
指導を概ね実現することができた。一方では、
第一希望の職種に就くことができなかった生
徒もいたので、主体的な進路選択に加えて、
自身の力を客観的に捉えて、希望する進路を
自らの力で実現するための実力を養成する開
発的なカリキュラムを考えたい。 

 

生徒一人ひとりに向き合った丁寧な指導をさ

れていることを高く評価する。カリキュラム

を工夫して、生徒自身が、進路実現のために

高校で何をすべきかを考えることが重要であ

ると思うので、義務教育とも連携したキャリ

ア教育を教育課程上に構築して、将来の夢を

描けるような生徒を育てていただきたい。 

A 

社会的・職業的
な自立に必要な
進路意識の醸成
と個別の対応 

進路だよりの発行
により就職・進学
の状況や進路関係
行事等の情報提供
を１，２年生時よ
り行う。 

４:80%以上の生徒が進路選択に関する
情報提供が十分であると回答 

３:70%以上の生徒が進路選択に関する
情報提供が十分であると回答 

２:60%以上の生徒が進路選択に関する
情報提供が十分であると回答 

１:60%未満の生徒が進路選択に関する
情報提供が十分であると回答  

４ 

適切な時期に生徒や保護者にとって必要な情
報を十分に提供することができたと思うが、
今後の指導として、自身の進路に対して生徒
自らが情報を得るようなキャリア教育の充実
に向けて環境づくりをしていきたい。進路だ
よりについては、予定よりも発行部数が少な
くなったので、次年度は積極的に発行してい
きたい。 

 

進路や就職に関する情報を適切に発信されて

いることを高く評価する。引き続き、丁寧な

情報の発信に努めていただきたい。大学や専

門学校など進学の希望を持っている生徒への

フォローについては、本校ともタイアップし

て強化してはいかがか。 

A 

学校の進路学習や
応募前職場見学等
様々な進路学習の
中から自身の進路
に対する意識の醸
成を図り、日々の
学習のモチベーシ
ョンにつなげる。 

４:80％以上の生徒が、進路学習が進路
選択の際に効果的であったと回答 

３:70％以上の生徒が、進路学習が進路
選択の際に効果的であったと回答 

２:60％以上の生徒が、進路学習が進路
選択の際に効果的であったと回答 

１:60％未満の生徒が、進路学習が進路
選択の際に効果的であったと回答 

４ 

インターンシップや各種進路講座、応募前職
場見学等、生徒自身の進路意識の醸成に資す
る進路関係行事を、ほぼ予定通りに実施する
ことができた。新教育課程の一年次に「産業
社会と人間」を新たな科目として導入してい
るので、早期からの主体的なキャリア教育の
充実が期待される。生徒にとって有用な時間
となるように、進路指導課としても積極的に
年間指導計画の作成に関わっていきたい。 

 

生徒がインターンシップ等の実務経験を積ん

でいる点を高く評価する。就職率も大切であ

るが、就職継続（SDQｓ）はさらに重要である

ので、「就職後に生じ得る問題などに関する対

処」などの講座についても、実施を検討して

いただきたい。 

A 



 

業
務
改
善 

【学校組織等】 
 
新教育課程作成
に向けたスクー
ルミッション、
スクールポリシ
ーの共有と組織
力の強化 

「総合的な探究の
時間」の取組を機
にスクールミッシ
ョン、スクールポ
リシーについて共
有を図るとともに
分掌課長のジョ
ブ・ローテーショ
ンを行い、業務連
携と協働意識の醸
成を図る。 

４:80％以上の教職員が教育目標を共有
し分掌内・分掌間の密な連携ができ
ていると回答 

３:70％以上の教職員が教育目標を共有
し分掌内・分掌間の密な連携ができ
ていると回答 

２:60％以上の教職員が教育目標を共有
し分掌内・分掌間の密な連携ができ
ていると回答 

１:60％未満の教職員が教育目標を共有
し分掌内・分掌間の密な連携ができ
ていると回答  

４ 

教員集団の意識としてそこまでの実感はない
かもしれないが、「総合的な探究の時間」の取
組が新教育課程をデザインするための知識と
力量の向上につながっているように見受けら
れる。「総合的な探究の時間」は新教育課程の
理念を代表する時間であると言っても過言で
はないので、今後もスクールミッション、ス
クールポリシーと探究学習の理念が結びつく
ような取組を継続したい。分掌課長のローテ
ーションについては、互いの分掌業務の理解
による連携促進と協働の醸成という趣旨の理
解と、新たな業務への前向きな取組が実を結
び、学校運営にとって大きな財産となった。 

 

校内で意識の共有が進んでいる点が評価され

る。「総合的な探究の時間」は、結果よりもプ

ロセスが重要であると思うので、教員集団の

負担増のみにならないように、取組に対する

生徒の満足度を量りながら、引き続き協働体

制の強化を進めていただきたい。また、今後

もスクールミッション、スクールポリシーと

探究学習の理念が結びつくような取組を継続

していただきたい。 

C 

【日常の業務】 
 
情報の共有と業
務のスリム化の
促進 

統合型校務支援シ
ステムの運用を促
進することにより
情報の共有と校務
の合理化を図る。 

４:80％以上の教職員が統合型校務支援
システムの推進により情報の共有と
業務のスリム化ができたと回答 

３:70％以上の教職員が統合型校務支援
システムの推進により情報の共有と
業務のスリム化ができたと回答 

２:60％以上の教職員が統合型校務支援
システムの推進により情報の共有と
業務のスリム化ができたと回答 

１：60％未満の教職員が統合型校務支援
システムの推進により情報の共有と
業務のスリム化ができたと回答  

２ 

統合型校務支援システムの特徴として、一部
の担当教員が管理操作をするため、担当の教
員にとってはかなりの業務負担軽減となる
が、必ずしも全体としての情報の共有や業務
のスリム化につながっているとは言えないよ
うである。今後の課題は、観点別評価の導入
により、統合型校務支援システムの多くの機
能が全く無駄になってしまう点にあると考え
る。通知表や指導要録のアウトプットのため
だけに統合型校務支援システムを使うような
事態は避けたいが、どこの学校にとっても使
いやすいシステムへの改修が急務である。 

 

統合型校務支援システムの難点を分析して有
効な対策を取るとともに、学校業務の棚卸や
分類を行い、デジタル化やDX(デジタルトラン
スフォーメーション)化による業務の最適化
と効率化を達成して、ゆとりをもって働ける
ような職場を目指すとともに、そのゆとりを
もって教育のビジョン実現のための活動を推
進していただきたい。また、教職員の負担軽
減の一助として地域ボランティア（山大や県
大を含む）への協力依頼を検討したらいかが
であろうか。大学生との交流が深まれば、「進
学」という生徒の目標がさらに強固になるか
もしれない。 

C 

【勤務の状況】 
 
教職員の心身の
健康の増進 

ジョブ・ローテー
ションによる業務
のスクラップ＆ビ
ルドを推進し、業
務の適正化と明る
く働きがいのある
職場環境を構築、
働き方改革を目指
す。 

４:全職員の各月における時間外在校等
時間の年間平均値が15時間未満であ
った 

３:全職員の各月における時間外在校等
時間の年間平均値が15時間以上～20
時間未満であった 

２:全職員の各月における時間外在校等
時間の年間平均値が20時間以上～25
時間未満であった 

１:全職員の各月における時間外在校等
時間の年間平均値が25時間以上であ
った 

２ 

昨年度は、新型コロナウイルス感染症による
休校の影響もあり、例年のデータと言えない
ため、令和元年度の同時期（4月～12月）のデ
ータと比較すると、時間外在校等時間の平均
が令和元年度の27時間から22時間に減ってい
た。全ての分掌が新しい課長さんのもと、新
たな視点で各業務を見直した効果が、業務の
精選と会議の効率化という目に見える形で業
務改善につながっているが、それでもなお、
サービス残業の多い状態であることは、否め
ない。100％の職員がアンケートで「明るく働
きがいのある職場」と回答してくれているが、
さらに働き方改革を目指したい。 

 

業務の見直しと情報のデジタル化やDXによ

り、業務の効率化や均等化、実質化を図り、

サービス残業を減らすように継続的に取り組

んでいただきたい。ICTの効果的な活用が業務

の軽減につながり、教職員の心身の健康が保

たれることを望む。 

C 

 

６ 学校評価総括（取組の成果と課題） 

【総括】 

○令和３年度の結果として、前年比で肯定評価が微減しているが、生徒の実態を観察していると、以前よりも自身のことや身の回りのことに目を向け、アンケートに対して真面目に回

答した結果であると分析している。評価が高止まりしている中では、生活や教育活動の改善につながらないので、次年度はこの分析結果を踏まえて、重点目標や評価基準を見直した

い。 

○令和２年度から学校教育への保護者の参画を目指して、家庭生活や躾に分類されるものは、ＰＴＡ役員で質問項目を検討していただき、学校・ＰＴＡアンケートとして実施している。

ＰＴＡ役員会からは、アンケートの分析結果をＰＴＡだより等で各家庭に報告する取組も進めている。学校と家庭が手を取り合って子どもの成長を見守る土壌づくりに努めたい。 

【地域連携】 

○山口市徳地総合支所や徳地地域づくり協議会との連携に、今年度は、大学や企業、さらには徳地地域協育ネットとの連携も加わり、地域内の全ての小学校・中学校と連携が広がった。

これまでに培った地域との連携行事等を学校のカリキュラム上に位置づけ、目標とする徳地コンソーシアムの構築と持続的な発展のための人づくりと組織づくりに努めたい。 

【学習指導】 

○教員のＩＣＴを利用した授業スキルは昨年度に比べ格段に向上している。今後は、その活用と従来の授業のスタイルとのバランスと、生徒のＩＣＴ利用スキルの育成が課題である。 

○家庭学習の習慣のない生徒が６割に上るなど、自ら学ぶ態度の育成が大きな課題としてあげられる。「総合的な探究の時間」では一定の成果が挙がっているのでヒントとしたい。 

○ここ数年の取組により、授業開始時の着席等、授業に臨む態度は改善された。今後は、観点別評価と関連させて、学習そのものに対するモチベーションの向上を図りたい。 

【生徒安全体育指導】 

○当校の生徒の良さは人懐っこさであるが、元気に挨拶をしてくれる一方、時折公共交通機関の利用マナーについて苦情をいただくことがあるので、継続して指導する必要がある。 

○定期的な身だしなみ指導により、多くの生徒の制服の着こなしに改善が見られているが、一部の生徒に頭髪や服装の問題が見られるので、引き続き改善を求めて指導していきたい。 

○ボランティア活動への評価が高いのは、社会奉仕と自己啓発の理念が浸透しており、当校の良い面であると言える。今後も積極的な校内外のボランティア活動を展開していきたい。 

○日常の密な情報共有によって生徒実態を把握することにより、多様な問題に柔軟に対応できる体制が構築されているが、問題が同時に起こった際に対応できる教員数に限りがある。 

○先生方の教育相談の高いスキルはもちろんのこと、スクール・カウンセラー等の外部機関との密な連携により、「困ったときに相談しやすい」という項目の評価がさらに向上した。 

○次年度は、ＳＳＴ（ソーシャルスキル・トレーニング）をカリキュラム上に位置付けて、キャリアパスポート等とも連携させながら、生徒自身の自己評価の充実を図りたい。 

【進路指導】 

○各教科からの課題や資格取得を積極的に自身の進路学習として位置付ける生徒と、そうでない生徒との差がある。進学や就職に向けたキャリア形成に対する意識向上が課題である。 

○各種進路講座やインターンシップ、面談等により、主体的に進路選択を行うための学習は十分に準備されているが、その利用方法や主体的に臨む姿勢の改善を課題として検討したい。 

○ほとんどの生徒が進路情報を十分に活用しているが、保護者の情報利用が十分であるとは言えない。アンケートの進路関係の項目の中では改善を必要とする数値なので検討したい。 

○インターンシップや応募前職場等、実際に職場を体験する行事等から、自身の適性に向き合い進路選択を行っている状況が窺えるので、これらの進路指導を継続して実施したい。 

【業務改善】 

○ジョブ・ローテーションにより、互いの業務内容の理解し、必要な際に助け合える体制づくりが確立できたように思う。今後は、この協働意識を当校の教育目標の実現につなげたい。 

○統合型校務支援システム（ＳＡＳＴＩＫ）の使用上のトラブルがほぼなくなり業務の効率化が進んだが、観点別評価の導入により新たな運用システムを必要とする局面を迎えている。 

○仕事のやりがいと結びつく多忙感が解消できているのは職場の大きな進化と言える。人事異動があっても教育のレベルを保つことができるカリキュラム・デザインが急務である。 

 

７ 次年度への改善策  

【地域連携】 

・「総合的な探究の時間」の内容の定着 ・カリキュラム上の位置づけ ・地域づくり協議会や地域協育ネット等各種機関との積極的な連携 

【学習指導】 

・学習指導要領の理念を踏まえた観点別評価の実施 ・「ＬＨＲ」「総合的な探究の時間」「産業社会と人間」それぞれの年間指導計画の作成 ・キャリアパスポートの有効的な活用 

【生徒安全体育指導】 

・特別活動に対する観点別評価計画の作成 ・開発的な生徒指導と外部機関と連携した教育相談の推進 ・生徒会活動の活性化 ・ボランティア活動の推進 ・ＰＴＡとの連携  

【進路指導】 

・進路指導計画の教育課程への位置づけ ・開発的な進路指導 ・次年度導入のスケジュール帳を活用し、ソーシャルスキルトレーニングを導入した長期的な自己啓発計画の作成 

【業務改善】 

・統合型校務支援システムと観点別評価のスムースな連結と連動 ・時間外在校等時間の個人目標の設定 ・業務改善に資するＩＣＴの活用の工夫 

           Ａ：優れている・・・教職員の取組が優れていると認められる状況        Ｂ：よい ・・・教職員の取組がよいと認められる状況 

           Ｃ：概ねよい ・・・教職員の取組が概ね行われていると認められる状況     Ｄ：要改善・・・教職員の取組に対して改善が必要な状況 


