
(別紙様式２－２）

学校教育目標
①総合学科高校の特色を生かした
教育の実践
②主体的、意欲的な学習態度の確
立
③強健な心身の育成と、安全教育
の徹底
④友愛と協力による良き校風の確
立
⑤進路指導の充実による進路目標
の達成

・部活動内での「いじめ」や「体罰」について、更に
注意をしていく必要がある。

・希望する部活動がない生徒もいるので、生徒会
やボランティアなど活躍できる場を設けていきた
い。

・生徒の進路保障や心身の健全
発達に関する各種の取組がなさ
れており評価できる。今後とも、
継続的な指導・支援をお願いし
たい。

・保健だよりを生徒がよりよく読むように、全校朝
礼等の機会も活用していきたい。
 
・面接期間で把握した生徒の状況を情報交換し、
共通理解を深めて生徒支援をすすめるために、
授業担当者会議を学期に1回実施できるように、
取り組む。

・全校朝礼を活用し、生徒の心に響く人権に関わ
る講話を行なう。
 
・人権学習の日常化を図るため、朝読書・朝礼・
終礼を活用し、短時間で人権意識を高める教材
を作成し、取り組む。

・人権学習ＨＲの充実を図り、公開人権学習ＨＲ
のあり方を改善する。

・ＰＴＡや教職員の評価を見る限
りでは、一定の成果に繋がって
いると思われるが、実際の取組
の中身が見えないので評価しづ
らいのが実際のところである。も
う少し生徒の授業や学校生活の
様子に関する情報提供や学校開
放や授業参観などの場を提供を
してくれるとよい。

・教科内の授業研究は、教員が少数でマンネリ
化しているので、各教科で年間のテーマを決めて
もらい実施してもらう。
・教員の授業改善について、各教員の実施効果
のあった事案を他の教員へ伝達できる研修会を
実施していく。
・個別学習指導が十分できる時間を確保できるよ
うに、会議等の精選を行う。
・生徒の授業や学校生活の様子が保護者や学
校評議員など外部の方にも気軽に見てもらえる
ような取組並びに広報を積極的に行う。

・頭髪・服装など身だしなみに関
する指導は、しっかり対応できて
いると感じる。生徒の人権にも配
慮しつつ適切な指導を行い、生
徒の基本的な生活習慣の確立と
ともに、本校の存在価値を高め
る指導に繋げてもらいたい。

・挨拶に関しては、部活動生を中
心にしっかりできていると思われ
るが、往々にして部活動中や部
活動関係者に対してのみという
ような状況にならないように、普
段からの指導を全教職員で心が
けてもらいたい。

・マナーについて、進路指導の立場から、全校朝
礼などの機会を使い生徒に指導したい。

・頭髪服装について、図や写真を利用した、基準
の可視化を図る必要がある。

・問題行動の抑止として、授業担当者は、時間中
の生徒の所在について把握をすると共に、他の
教員による見回りの実施を検討する。

・部活生による、立ち止まっての挨拶を、全体で
できるように指導したい。

・美化運動等の実施など、効果的な方法を検討
する。また、ゴミの分別等、丁寧にする事を教育
する必要がある。

・生徒会を中心に、朝のあいさつ運動を含めて、
生活習慣の確立を呼びかけていきたい。

・全体的な総冊数と共に生徒一人ずつの読書量
を上げる取り組みを行う。

・学校の取組姿勢は評価する
が、保護者等の参加が少ない状
況であれば、広報の意味がな
い。文書配布の方法や行事など
の実施日・内容の工夫・改善を
図り、外部の方の積極的な参加
に繋げて欲しい。
・解放講座や出前授業に関して
は、来年度から専門学科が設置
されることから、積極的な取組に
繋げて欲しい。

・授業公開については、年３回でなく各学校行事
（体育大会・文化祭等）前後に実施する。

・日出総合高校の開校により、農業科・工業科が
新設されるので、開放講座ができるように検討す
る。

・学校HPには、常に最新の情報が提供できるよ
うにする。

・部活動への積極的な取組が見
て取れるが、本校においては部
活動は進路・学習指導とともに学
校教育の両輪の一つであり、今
後とも積極的な指導に取り組ん
で欲しい。
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○教員の授業評価表やまとめ方
を変更し、より各自の授業の改
善をしやすくした。

●全体的に昨年度に比べ、授業
関係での改善は見られるが、学
習・進路の個別指導の時間があ
まりとれなかった。
○各学年の週末課題のまとめテ
ストの実態調査を行い、適切な
時期に実施できるようにした。

●進路指導の立場から、生徒に
指導できるとよい。
○あらゆる場面で基本的生活習
慣の重要性を説いてもらってお
り、進路選択の幅が広がった。
○ほとんどの生徒は規則に従
い、きちんとできている。
●数名の生徒が指導部の再検
査まで残り、保護者にお願いして
直させるケースがあった。
○校外の見回りにより、問題の
発見に至った。
●授業時間中の見回り等の実施
を検討する。
○教員一斉や当番、また、生徒
会と共に行うあいさつ運動など
の実施で、よく挨拶ができるよう
になっている。
●部活生による、立ち止まって
の挨拶を、全体でできるようにな
るとよい。
○よく取り組むようになってい
る。
●ゴミの分別等、丁寧にする事
を教育する必要がある。
●呼びかけは行ったが、ポス
ター作成には至らなかった 。
●目標冊数にはわずかに及ばな
かった
○保健だよりを月に１回発行でき
た。生徒保健委員会が作成時に
は終礼で説明しながら配布した。
○保健講話は、７月には熱中症
について、１月には性について
実施できた。
○面接期間を設け1学期と2学期
の当初に実施し、生徒との信頼
関係を築いた。
○学期に1回人権学習ＨＲを実
施するとともに、授業・ＳＨＲを活
用し、人権意識を育てる取り組
みを行なった。
○企業担当者とのつながりがで
き、生徒と企業とのマッチングに
効果を発した。

○体験入部期間を設定すると共
に、学年団の協力により、入部
率が86％となった。
●PTA新聞等で、保護者へ情報
発信を行ったが、回数が少な
かった。

●授業公開については、学校行
事との並行時は参加する保護者
は多いが、その他が少ない。
○学校HPについては新システム
に変更後、頻繁に更新し情報の
提供を行った。
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１．部活動の入部率を高める。
　
２．部活動を通して、キャリア教育（礼節等）とリンクさ
せる。

◇体験入部期間を設定。
◆入部率８０％以上
◇保護者への情報発信を積極
的に行う。

学校運営
特別活動
進路指導

基本的生活習慣の確立を図ると
ともに、豊かな感性の育成と規範
意識を高める。

協力と連携によりお互いを高め
合い、学校生活を充実させる。

１．「保健だより」を発行したり「健康講話」を実施し、
生徒に健康面に対する情報提供を行うとともに、健
康に対する意識を高める。

２．生徒と担任（学年団）との面接時間を確保する。

３．あらゆる場面を活用し、いじめや差別のない学校
生活を形成する（人権意識）ことが重要である事を認
識させる。

４．企業訪問や専門学校等を訪問し、分析・研究を行
う。
５．企業が求める人材育成のため、礼儀やマナーを
身につけさせる。

◇「保健だより」を月１回発行

◇「健康講話」を年１回開催

◇毎学期１回は実施

◇ＨＲ・学年集会等を有効に活
用

◇企業・学校訪問の積極的実施

◇進路計画によるキャリアガイ
ダンスの開催

健康・安
全指導

生徒支援

生徒支援

進路指導

進路指導

部活動の活性化を図る。

１．欠席・遅刻・早退が進路に直結することを認識さ
せる。

２．頭髪・服装検査を定期的に実施する。

３．昼休み・放課後の校内巡視を実施することによっ
て、問題行動の抑止に努める。

４．朝のあいさつ運動や校門指導を充実させる。

５．清掃活動を徹底させる。

６．生徒会を通じた広報活動（ポスター作成）を行う。

７．朝読書を充実させる。

開かれた学校づくりと広報活動
の活性化を図る。

１．教科内外で授業研究を行う。

２．各教科でノートの取り方・プリント等の整理の仕方
指導を行い、定期的に提出させる。

３．授業時間を厳守する。
４．授業でつまづいた生徒への補充学習を行う。
５．進路希望に応じた課外指導や個別指導を行う。
６．各教科で週末課題を課し、一月に１回まとめテス
トを実施する。

◇内規に従い保護者召喚を実
施

◇毎月１回実施

◇指導部割り当て表により、毎
日実施

◇生徒・教職員が一緒に行う。

◇欠席生徒の把握と指導を確実
に行う。
◆出席率９５％以上
◆学期に１回実施する。

◆読書数１，５００冊（１人３冊）

進路指導
生徒指導

生徒指導

生徒指導

生徒指導

生徒指導

特別活動

教務

◇各教科
◆学期に１回
◇定期考査ごとのノート提出に
よる点検
◆提出率９０％以上
◇授業開始・終了のチャイムの
厳守

◇学習の習慣付けを目的とした
基本的な課題
◆週末課題の提出率１００％

わかる授業（工夫）と学び方を教え、
基礎学力の向上を図り、主体的に
学習する意欲と態度を育てる。

１．定期的に授業公開週間を設定する。
２．学校行事の案内を保護者や地域に届ける工夫を
する。
３．専門教科の開放講座や出前授業等の実施につい
て検討する。
４．学校ＨＰを充実させ、常に新しい情報の提供を目
指す。

◆学期に１回、１週間

◆月ごとの更新を目指す。 学校運営

中期目標

①高い志を持ち、自己実現に向けて努力する生徒の育成

②自他を敬愛し、社会集団で協調できる生徒の育成

③社会の変化に対応できる自主性・創造性を持った生徒の育成

④郷土愛を持ち、地域社会の発展に貢献できる生徒の育成

⑤キャリア教育を通して自立と人間性の育成

重点目標

○成果　　●課題
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自己評価結果

重点目標

教科指導

評価

学校運営計画

◆成果指標
◇取組指標

具体的方策

平成２４年度学校評価結果

学校関係者評価 分析・考察及び今後の方策

○成果　　●課題

評価領域

○上級生に関しては、頭髪・服装の整美や挨拶の励行、欠席・遅刻等の減少などに関する基本的な
生活習慣の確立について一定の定着が図られ、成長の一端が伺える。特に、3年生に関しては、早
期の就職内定など進路保障面での成果にも繋がった。
○部活動の入部率の増加に伴い、生徒の学校生活の充実並びに学校の活性化に繋がっている。ま
た、部活動の成績も併せて向上傾向にあり、文化部を中心とした地道な活動も地域からの評価を受
け、生徒の人間的な生徒に繋がっている。
●学習面において基礎学力の定着が全体的に今一歩であり、昨年に引き続き学力向上を図るため
の具体的方策の改善並びに教職員の共通理解に基づいた取組の実施が急務である。
●多様な生徒の入学により、学習指導や生徒指導が困難さを増しており、発達障害があると思われ
る生徒に対する生徒理解や指導・支援の有り様など、教職員の資質・能力の向上やスキルアップに
繋げる研修の実施など、校内体制の改善・充実が必要である。

①わかる授業（工夫）と学び方を教え、基礎学力の向上
を図り、主体的に学習する意欲と態度を育てる。
②基本的生活習慣の確立を図るとともに、豊かな感性
の育成と規範意識を高める。
③協力と連携により、お互いを高め合い、学校生活を
充実させる。
④開かれた学校づくりと広報活動の活性化を図る。

⑤部活動の活性化を図る。
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