
 

様式1      令和２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整理整頓 ③さわやかな挨拶 ④清楚な身だしなみ 
 

２ 現状分析  

【学習指導】  

〇授業開始時刻や授業準備を意識して行動する生徒が増えているが、落ち着いて学習できる環境をさらに整え、授業規律についての指導を引き続き行う必要がある。 

〇よりきめ細かな学習指導のために、定期考査や課題テストを通じて、個々人の成績の把握と指導のポイントを各教科間で共有する。 

〇わかりやすい授業づくりなどの授業改善と、学校休業時の家庭学習に対応するため、ＩＣＴを活用した授業やアクティブ・ラーニングの推進は、喫緊の課題である。 

【生徒安全体育】 

○規範意識をさらに育成し、校内外のマナーアップを図る。 

○地域に貢献できる人材として、より自己肯定感・自己有用感を育成する。 

○人権感覚を高め、人間関係上のトラブル等の未然防止を図る。 

【教育相談】 

○必要時に、より的確で迅速な対応ができるように、生徒一人ひとりについてきめ細かな情報共有をする。 

○多様な特性のある生徒に対応するため、校内の特別支援教育体制の充実を図る。 

○ＳＣ、ＳＳＷ、その他外部専門機関等を十分に活用し、生徒一人ひとりの問題に対応するとともに、の教育相談スキルの伸長を図る。 

【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伸長を図るため、各分掌と連携して粘り強く指導していく。 

○進路面談が一人あたり２時間を超えることもあるので、実施前の指導について工夫する。 

○進路関係の行事の際に、より明確な目的意識をもって臨むことができるように指導の工夫をする。 

【業務改善】 

○地域連携をはじめ様々な教育活動の助けとなるように、コミュニティ・スクールの理念や活動を教職員全体で共有し、理解の伸長を図る。 

○情報の共有を推進し、校内外の諸活動について分掌間の業務連携をより深め、教職員間の協働意識をさらに醸成する。 

○統合型校務支援システム運用の準備を整え、学校の実状に適した運用を開始し、学校全体の校務の連携を構築しながら、業務量の軽減を図る。 

○繁忙期の最終退校時間が遅くなる職員もいるので、分掌業務分担のさらなる適正化を図るとともに、教職員一人ひとりの働き方について意識改革を進める。 
 

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≪プラットフォームを設置し、高校生ならではの知恵を出し、汗を出し、元気を発信≫ 

（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 

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 

 
 
 
 
 

地
域
連
携 

地域全体をキャ
ンパスとする学
びの推進を通し
て主体性を育む 

山口市徳地総合支
所総合サービス課
や徳地地域づくり
協議会との連携を
軸に「性教育講座」
「地域活性型イン
ターンシップ推進
事業」等地域内外
から講師を招聘し
主体的な学びを推
進する。 

４:80%以上の保護者が地域の方から学
ぶ講座が充実し生徒の主体性の向上
に役立ったと回答  

３:70%以上の保護者が地域の方から学
ぶ講座が充実し生徒の主体性の向上
に役立ったと回答 

２:60%以上の保護者が地域の方から学
ぶ講座が充実し生徒の主体性の向上
に役立ったと回答 

１:50%未満の保護者が地域の方から学
ぶ講座が充実し生徒の主体性の向上
に役立ったと回答 

３ 

学校アンケートの結果、生徒の73％、保護者
の79％が「地域の方から学ぶ講座が充実して
いる」と回答している。今年度は徳地和紙で
防長バスの待合室を飾ったり、地域の方々と
協力して手作りベンチを寄贈したりするな
ど、地域との結びつきを重視した取組みが県
央の多くのマスコミに取り上げられたが、教
育活動の内容を保護者に伝える重要性を感じ
ている。学校からの便りや学校ホームページ
をもっと活用して保護者に学校の様子を伝え
る工夫をしたい。また、生徒の知的好奇心を
刺激する多様な取組を次年度企画したい。 

 

・地域全体をプラットフォームとした積極的

取組は大いに評価できる。 

・地域連携を積極的、密接に実行されており、

生徒と地域内交流が活発になっている。地

域住民が分校校舎に出向く機会を計画して

いただければ、地域内交流を活発にできる。 

・地域と連携した様々な取組が高く評価され

る。 

Ｂ 

学
習
指
導 

主体的に学習に
取組む力の育成 

ＩＣＴを活用し、
授業の理解を促す
指導を工夫すると
ともに、家庭にお
いてもオンライン
学習に取組むこと
のできる環境を整
備する。 

４：80％以上の生徒がＩＣＴを活用した
自発的な学習に取組むことができる
と回答 

３：70％以上の生徒がＩＣＴを活用した
自発的な学習に取組むことができる
と回答 

２：60％以上の生徒がＩＣＴを活用した
自発的な学習に取組むことができる
と回答 

１：60％未満の生徒がＩＣＴを活用した
自発的な学習に取組むことができる
と回答 

１ 

学校アンケートの結果、「オンライン学習に自
発的に取り組むことができる」生徒が48％し
かいないことがわかった。新型コロナウイル
ス感染症による休校の際に、佐波分校学習ホ
ームページを立ち上げて毎日の日課や学習内
容を伝えたり、スクールカウンセラーからの
メッセージ動画を配信してオンライン上でア
ンケートを実施したりするなどの取組を行っ
てきたが、自発的な学習にまで結びついてい
ないことが大きな課題である。一人一台端末
の到着を機にＩＣＴの利用方法だけでなく、
自ら学ぶ姿勢を身につけることができるよう
なキャリア教育を再デザインしていきたい。 

 

・新型コロナウイルス感染症の影響を強く受

けた側面があり、対応に苦慮している点は

同情する。ICTを上手く取り入れている学校

を参考にした新しい取組に期待したい。 

・ICTの活用は今後の課題と考える。教員の

ICTに関する研修を推進してください。 

・生徒一人に１台のタブレットを貸与するこ

との効果を使った新しい教育の在り方に挑

戦して欲しい。 

・ICT活用に興味を持つと自発的に取組むこ

とができるのではないかと考える。 

Ｃ 

基礎学力の定着
と学習の習慣化 

週末課題の提出を
徹底することによ
り、家庭学習の習
慣付けを図る。 

４：80％以上の生徒が期限を守って週末
課題を提出 

３：70％以上の生徒が期限を守って週末
課題を提出 

２：60％以上の生徒が期限を守って週末
課題を提出 

１：60％未満の生徒が期限を守って週末
課題を提出  

４ 

学校アンケートの結果、89％の生徒が「週末
課題を、期限を守って提出している」と回答
しているが、教員の実感としては少し高過ぎ
る数字に思われる。自学自習の習慣づけを週
末課題のみに求めるのではなく、勉強は面白
いものだという学習に対する動機付けを日頃
の授業を通じて伝えるためにも、令和4年度の
新学習指導要領による新教育課程の設計に全
力を挙げたい。 

 

・人生百年の時代に入り、生涯を通じた学習

の姿勢が大切である。日頃の学びの楽しさ

を発見させる動機付けをお願いしたい。 

・提出の割合だけでなく、内容のチェックも

重要です。 

・家庭学習の習慣の習慣化にタブレットを効

果的に使って欲しい。 

Ｂ 

授業規律の確立 

授業開始のチャイ
ムが鳴るまで準備
と特別教室への早
めの移動の徹底に
より、授業に臨む
姿勢を確立する。 

４：休憩時間中に授業準備をして全ての
生徒が開始時刻に着席できた 

３：休憩時間中に授業準備をしてほとん
どの生徒が開始時刻に着席できた 

２：休憩時間中に授業準備をして数名の
生徒以外は開始時刻に着席できた 

１：休憩時間中の授業準備が間に合わず
開始時刻に着席していない生徒が 
散見された 

３ 

学校アンケートの結果、96％の生徒が「授業
開始時には、着席している」と回答している。
恥ずかしい目標であったが、ひとつひとつの
生活習慣や規律を地道につけさせる努力が、
やがては大きな財産となり生徒一人ひとりの
成長を促してくれるものと信じる。今年度か
ら開始したキャリア・パスポートに学校生活
の個人目標の項目を入れて取り組みたい。 

 

・100％達成を目指してもらいたい。 

・地道な指導が重要と思います。引き続き取

り組んでください。 

・社会生活を送る中、時間を守ることは大切

なので、今後も取り組んでほしい。 

Ｂ 



 

生
徒
安
全
体
育
指
導 

 
基本的生活習慣
の確立 

登下校、授業前後
や部活動時の機会
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 

学校アンケートの結果、98％の生徒が「自分
から挨拶できる」と回答している。自己評価
だけではなく、実際に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、明るく積極的にコミュニケーシ
ョンを取ることができることは、当校の生徒
の特長である。良い面をどんどん伸ばして自
信をつけて欲しいと願っている。 

 

・挨拶は社会人としての基本であり、100％達
成を目指すべきである。挨拶ができない2％
の生徒の理由分析が必要である。 

・小さな声で積極的な様子ではないが、すれ
違う際など住民等にあいさつをする努力が
見られる。地域住民はいつも温かく見守っ
ており、気後れせず地域になじんでほしい。
学校内での様子は不明。 

・引き続き指導願います。 

Ｂ 

定期的な身だしな
み指導に加え、日
常的な指導メモを
教職員で共有し、
身だしなみのマナ
ーアップを図る。 

４:80％以上の生徒が、校則に則った制
服の着こなしをしていると回答 

３:70％以上の生徒が、校則に則った制
服の着こなしをしていると回答 

２:60％以上の生徒が、校則に則った制
服の着こなしをしていると回答 

１:60％未満の生徒が、校則に則った制
服の着こなしをしていると回答 

４ 

学校アンケートの結果、生徒の93％、保護者
の95％が「校則に則った制服の着こなしをし
ている」と回答しているが、日常を観察する
と、短い丈のスカートや不必要な化粧、前髪
で目が隠れてしまう髪型や夏服の時にズボン
からシャツが出ている生徒などが散見され
る。希望する進路を実現するためにも根気良
く身だしなみの指導を続けていきたい。 

 

・校内の先生だけでなく、学外の人からも指
導してもらうと、より効果的と思われる。 

・男子生徒の身だしなみは落ち着いている様
子だが、女生徒は一部目を引くような装い
があるものの全体的にはマナーアップが図
られているように見受けられる。 

・引き続き指導願います。 
・身だしなみやマナーについては、地域の目
を意識させて欲しい。 

・短いスカートや化粧を見かけます。高校生
らしい身だしなみの指導をお願いします。 

・口うるさいくらいに身だしなみについて注
意しても、将来良かったとわかると思う。 

Ｂ 

自己肯定感・自 
己有用感の育成 

学校行事や特別活

動等を通じて、開

発的な生徒指導を

展開する。 

４:80％以上の生徒が学校行事や特別活
動が充実していたと回答 

３：70％以上の生徒が学校行事や特別活
動が充実していたと回答 

２：60％以上の生徒が学校行事や特別活
動が充実していたと回答 

１：60％未満の生徒が学校行事や特別活
動が充実していたと回答 

４ 

学校アンケートの結果、89％の生徒が「学校
行事や特別活動が楽しい」、80％の保護者が
「学校行事が充実している」と回答している。
コロナ禍において悪い数字ではないが、次年
度さらに「来なければならない学校」から「行
きたい学校」への変革を図るため、生徒会と
ともに多様な学校行事を計画し、充実した佐
波分校ライフを送らせてやりたい。 

 

・地域住民参加型の学校行事の企画・立案も
良いかもしれない。 

・毎年の文化祭に参加同席しており、生徒た
ちの学校生活でのおおらかさが垣間見え
る。コロナが落ち着けば、地域にもっと開
かれた、地域住民が参加できる学校行事に
参加したい。 

・「行きたい学校」に向けて引き続き指導願い
ます。 

・「行きたい学校」への変革を応援します。 

Ｂ 

ボランティア活動
等を通じて地域の
方々とのふれあい
と貢献をする。 

４：80％以上の生徒がボランティア活動
に参加して良かったと回答 

３：70％以上の生徒がボランティア活動
に参加して良かったと回答 

２：60％以上の生徒がボランティア活動
に参加して良かったと回答 

１：60％未満の生徒がボランティア活動
に参加して良かったと回答 

４ 

学校アンケートの結果、生徒の90％、保護者
の88％が「ボランティア活動に参加して良か
った」と回答している。これらの活動に自主
的に参加する当校の生徒は、実際に気持ちよ
く掃除や他の社会貢献に勤しみ、地域の方々
から感謝され自己肯定感や有用感が育まれて
いるように思える。次年度は、さらに地域で
のボランティア活動を充実させたい。 

 

・積極的な姿勢は評価できる。 

・引き続き指導願います。 

・成果が出ていると感じる。 

・コロナ禍において苦労されたと思います

が、地域貢献と交流がありました。 

Ａ 

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
を実施し生徒の実
態把握と相談しや
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 

学校アンケートの結果、生徒の84％、保護者
の70％が「困った時には学校に相談できる」
と回答している。生徒に比べて保護者の学校
への垣根が高いことが気になるので、各種の
学校からの便りを使って学校生活の様子をさ
らに積極的に発信し、多くの生徒が生き生き
と学校生活を送っている様子を家庭に伝える
努力により学校理解の促進を図りたい。 

・学校に相談できるとした高い数字をこれか
らも維持していただきたい。 

・他地域ではいじめによる自死報道がされて
おりいつも気にかかる。本校、分校とも情
報が少なく（個人情報もあり、開示困難で
あろう）評価困難である。ただ、「いじめ」
問題が生じた際には先生方やカウンセラー
の真摯で丁寧、信頼される対応をしてほし
い。 

・HPの活用により情報交換、共有を引き続き
推進してください。 

・アンケートだけではなく、いじめを感知す
る感度を上げる努力をしてほしい。 

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ほ
とんど効果的に活用できなかった。 

４ 

この項目については教職員の実感による分析
であるが、外部専門機関と連携した方が上手
く解決に導ける案件は、積極的に活用して協
力体制を築いていたと思う。地域との連携が
さらに生徒たちを見守っていただく大人のた
くさんの目につながると思うので、次年度さ
らに地域連携を深めていきたい。また、引き
続き外部専門機関との連携を継続したい。 

 

・連携の輪をどの範囲まで広げるかについて

は十分に検討してもらいたい。 

・スクールカウンセラーなどの学校訪問は定

期的に実施されているか。何か問題が生じ

たときだけでなく生徒や保護者との密な連

携を図れるような計画があるか。 

・引き続き生徒に寄り添った指導願います。 

Ｂ 

情報モラル等、
幅広い人権感覚
の育成 

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、たく
さん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、多くの生徒
たちは、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が、一部の
生徒に、まだ無関心な幼さが見受けられる。
これらの分野は粘り強い指導が肝要であるの
で、18歳成人を見据えた効果的な講座を今後
も企画し継続していきたい。 

 

・改善指導に向けた「無関心な幼さ」の内容

の分析が必要。 

・地道な活動を期待します。難しい案件もあ

りますが、検証も必要と思います。 

Ｂ 

進
路
指
導 

主体的に進路を
選択する能力・
態度の育成 

課外学習や模擬試
験を推進し、希望
進路に応じた学習
指導により個別の
進路指導を充実さ
せる。 

４：80％以上の生徒が課外学習や模擬試
験が効果的であったと回答 

３：70％以上の生徒が課外学習や模擬試
験が効果的であったと回答 

２：60％以上の生徒が課外学習や模擬試
験が効果的であったと回答 

１：60％未満の生徒が課外学習や模擬試
験が効果的であったと回答 

４ 

課外学習に参加した生徒へのアンケートに
「それまで分からなかった内容が分かるよう
になった。」と勉強の楽しさを感じるような記
述があった。今後さらに課外学習に参加する
生徒が増えるように呼びかけを強化したい。
なお、今年度は新型コロナウイルス感染症に
よる休校のため適切な時期に模擬試験を実施
できなかったため、代わりに校内で筆記試験
を行っている。 

・課外学習に係る分校と本校の交流を企画し

てはどうか。そこから新しい自分を見つけ

るチャンスが生まれると思われる。 

・しっかりと検証願います。PDCAが回るよう

に心がけてください。 

Ｂ 

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 

学校アンケートの結果、3年生の91％の生徒が
「自分の意思で進路を選択した。」と回答して
いる。1，2年時の多様な進路学習やインター
ンシップ、3年時でのさらなる進路学習をベー
スにした丁寧な面談が、この数字に繋がって
いると思う。今後さらにキャリア教育を充実
させて、主体的な進路選択のできる生徒を育
てたい。 

 

・好ましい指導の在り方を今後とも堅持して

ほしい。 

・91％の生徒が自分の意志で進路を選んでい

ることは特筆すべきことだと思います。 

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
を行うとともに、
１、２年生時から
希望に応じた進路
情報を提供する。 

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 

学校アンケートの結果、91％の生徒が「進路
情報を十分に活用した」と回答しているが、
保護者では65％と肯定的な回答の割合が高く
ないことから、進路情報が家庭まで十分に伝
わっていないことが推測される。保護者面談
の充実を引き続き図りながら、保護者に文書
を届ける指導を生徒に行うに留まらず、進路
関係行事や文書発出について直接メールする
など、保護者に周知する方法を検討したい。 

 

・是非そうすべきである。 

・13の案件との関係で、生徒の意志と親の希

望とが合致していないのでしょうか。 

・進路情報を保護者に周知する方法を検討し

てください。 

・直接のメール連絡も良いと思います。親の

注意喚起も必要だと考えます。 

Ｂ 



 

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 

学校アンケートの結果、3年生の93％の生徒が
「進路学習が進路選択に役立った」と回答し
ている。応募前職場見学の充実や、個別に支
援を要する生徒に対する各機関と連携を結ん
だ手厚い指導が功を奏していると分析でき
る。今後も総合的な探究の時間をさらに効果
的に利用して、自らの興味関心を深めて自発
的に進路選択のできる生徒を育てたい。 

 
 

・引き続きご指導ください。親の反応はいか

がでしょうか。 
Ａ 

業
務
改
善 

【学校組織等】 
 
情報の共有と組
織力の強化 

分掌会議や課長会
議等を活用して、
業務連携を深める
とともに協働意識
の醸成を図る。 

４:80％以上の教職員が分掌間の密な 
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％未満の教職員が分掌間の密な 
連携ができていると回答  

２ 

今年度課長会議を新設して互いの分掌業務の
理解伸長や職員会議前の連絡調整を図った
が、その姿勢が全教職員に浸透しているとは
言えないのかもしれない。「ＩＣＴを活用した
情報共有を推進してはいかがか」という喫緊
の課題に直結した意見も出ているので、各分
掌の運営が有機的に繋がり、組織の力がさら
に向上するような仕組みを整えていきたい。 

 

・教職員のうつ病の早期発見も重要な課題で
あるので、ICT環境整備とともに対面会議の
存在意義を見失わないように留意してもら
いたい。 

・「ICT機器を用いた情報共有」を積極的に推
進してほしい。 

・アフターファイブ等活用して協働意識を高
めてください。 

・働き方改革は、教育会の喫緊の課題である
ことを教職員全員で共通に認識する必要が
ある。 

・数値評価がないため「２」が妥当か評価で
きないが、一応「２」とする。 

Ｃ 

【日常の業務】 
 
統合型校務支援
システムの円滑
な運用 

業務のスリム化の
視点をもった統合
型校務支援システ
ムの運用を開始す
ることによる情報
の共有を始めとす
る校務の合理化を
図る。 

４:80％以上の教職員が統合型校務支援
システムの運用により業務のスリム
化ができたと回答 

３:70％以上の教職員が統合型校務支援
システムの運用により業務のスリム
化ができたと回答 

２:60％以上の教職員が統合型校務支援
システムの運用により業務のスリム
化ができたと回答 

１：60％未満の教職員が統合型校務支援
システムの運用により業務のスリム
化ができたと回答  

１ 

校務支援のためのＳＡＳＴＩＫのシステムで
あるが、運用するための基本データを入力し
たり、試験運用したり、検証のために教職員
に協力をお願いするなど、本格的な運用のた
めに必要な手順ではあるが手のかかるシステ
ムであるというイメージを拭うことができな
かった。部分運用ではかえって多忙感を招き
かねないので、今年度中に全ての機能のイン
ストールと仮運用を終え、次年度の全面運用
に備え分かりやすいマニュアルを整えるなど
の対策を講じることが必要である。 

 

・環境に慣れるまでの多忙感と思われるの
で、ここは突き進むしかない。 

・SASTIKシステムが不明であるものの、次年
度の全面運用」により、教職員の業務スリ
ム化を図ることが可能となるよう現行負担
を少しでも軽減できればよいと思う。 

・問題点を互いに出し合ってシステムの改良
を議論されてはどうですか。システムに関
する研修に若手教員を派遣されては。 

・働き方改革は、教育界の喫緊の課題である
ことを教職員全員認識する必要がある。 

・システム運用のために整備されていないと
思われるので評価できないのではないか。 

・先生方の仕事量を削るために、新しいこと
を始めるには、今までのものを捨てる勇気
も必要だと思います。 

Ｃ 

【勤務の状況】 
 
教職員の心身の
健康の推進 

毎月の在校等時間
記録表から勤務時
間の適正化を図る
とともに職員間の
コミュニケーショ
ンに努め、適切な
校務分担のもと 
明るく働きがいの
ある職場環境を構
築する。 

４:時間外在校等時間/月の全職員の年
間平均値が25時間未満であった 

３:時間外在校等時間/月の全職員の年
間平均値が25時間以上～30時間未満
であった 

２:時間外在校等時間/月の全職員の年
間平均値が30時間以上～35時間未満
であった 

１:時間外在校等時間/月の全職員の年
間平均値が35時間以上であった 

２ 

他校に比べて時間外の在校時間等は少ない方
ではあるが、1月末日現在でのべ16人が月45時
間を超える残業をしており、中には月80時間
に迫る職員もいる。校務分掌の見直しや分掌
業務のさらなる適正化を図る一方、働き方に
対する意識改革や、多忙感と結びついてしま
いがちな生徒のモチベーションや学校全体の
雰囲気の改善を教育課程の見直しとともに進
め、明るく働きがいのある職場への改善を図
っていきたい。 

 

・指導者のリーダーシップが問われる場面で

ある。 

・業務の平準化を図ることが求められている

と思います。業務の棚卸をして効率化を図

ることが重要と思います。 

・時短は、働き方改革の入り口であることを

教職員全員で共通に認識する必要がある。 

・コロナの影響があったのか否か知りたい。 

Ｃ 

 

 

６ 学校評価総括（取組の成果と課題） 

【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がしっかりと機能して大きな成果が挙がったが、保護者や地域住民の方々へ十分に広報できていないことが課題である。 

【学習指導】 

○ＩＣＴ利用の第一歩は踏み出せたが、主体的に学習に取り組む力が十分に育っていないことや、教員のＩＣＴを利用した授業スキルの向上が課題である。 

○週末課題の取り組みにより、週末の学習が０時間の生徒が減少したが、提出状況に個人差があり、教科によっては、課題の重要度や評価がまちまちであることが課題である。 

○全教員で取り組んだ結果、授業開始に間に合うように教室移動を行う生徒の姿が常態化した。次年度は別の目標を掲げてさらに授業態度の改善を図りたい。 

【生徒安全体育指導】 

○元気な挨拶をする生徒の姿が学校全体の雰囲気を明るくした。個人差はやはり存在するので、一人ひとりの性格等に留意しながら継続的に指導していくことが大切であると考える。 

○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たが、一部の生徒は、そのまま就職試験に臨めない格好での登校が見られる。 

○学校行事には大変積極的に取り組む姿が見られるが、通常の授業日にもそのモチベーションを保ち、積極的に学校生活を送ることができるカリキュラムデザインが急務である。 

○当校のボランティア活動は長年定着しており、活動に積極的な生徒も多くみられる。反面一度も参加したことのない生徒もいるので、学校全体への波及が課題である。 

○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。 

○外部機関との連携は大変うまく行っているが、問題が起こった後の対処に留まらず、問題を未然に防ぐ体制づくりと開発的な生徒指導に対する教員のスキルアップが目標である。 

○いろいろな講座の受講により、生徒の自己啓発が進んでいる様子が窺えるが、受講態度や理解力の差により講座の趣旨が十分に伝わらないケースもあることが課題である。 

【進路指導】 

○課題授業や模試を十分に活用できている生徒とそうでない生徒に差がある。進学への意識付けを課題と考える。 

○進路講座や面談により、主体的に進路選択を行う力が身についている現状が十分に評価できる。教育課程全体がさらにキャリア教育を意識したものに変革していくとなお良い。 

○ほとんどの生徒が進路情報を十分に活用している一方、保護者が十分に活用できていないことが課題である。次年度は周知の方法を考える必要がある。 

○応募前職場見学の体験から、自身の適正に向き合い進路選択を行っている状況が窺える。さらに自己啓発に努め、自分を売り込めるような人材に育ってほしい。 

【業務改善】 

○課長会議の新設により互いの分掌業務への理解は進んだと思うが、全職員による育てたい生徒像の共有と、重点取組テーマへの理解が課題である。 

○統合型校務支援システム（ＳＡＳＴＩＫ）は使いこなせば校務負担が格段に軽減される優れたシステムであるが、全ての機能が使えるようにインストールを進める必要がある。 

○職員の努力によりコミュニケーションがしっかりと取れる職場づくりができていると思う。職員定数の問題もあるが、多忙感の解消が急務である。 

 
 

７ 次年度への改善策  

【地域連携】 

・分校専属のＣＳ活動推進員の選出 ・ＬＨＲおよび総合的な探究の時間委員会の立ち上げと年間計画の再構築 ・広報の活用 

【学習指導】 

・生徒の実態に即した授業内容の改善 ・育てたい生徒像が反映された新教育課程の創造 ・キャリアパスポートの本格的運用 

【生徒安全体育指導】 

・開発的な生徒指導の推進 ・学校行事の工夫 ・生徒会活動の活性化 ・ボランティアの推進 ・ＰＴＡとの連携 ・キャリアパスポートの本格的運用 

【進路指導】 

・キャリア教育全体の見直し ・他の分掌との連携推進 ・ＬＨＲおよび総合的な探究の時間委員会の立ち上げと年間計画の再構築 ・キャリアパスポートの本格的運用 

【業務改善】 

・統合型校務支援システムの完全運用 ・校内組織見直しによる分掌間の理解促進 ・時間外在校等時間の個人目標の設定 ・ＩＣＴ運用の推進 

           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 


