
(別紙様式３）

習得した知識・技術を生かし、学習意
欲を高めるため、資格・検定受験に
意欲的に挑戦させるとともに、家庭学
習時間の定着を図る。

ＰＬ：進路指導主任
　ＳＬ：教務主任
　ＳＬ：学科主任
　ＳＬ：学年主任
　ＳＬ：総務主任

3

スクールプラン・マイプランに沿った組
織的な授業改善を行い、生徒の授業
アンケートや自己分析による評価を
活用した生徒の主体的な学びを推進
する。

ＰＬ：指導教諭
　ＳＬ：教科主任
　ＳＬ：学科主任

3 3

進路目標を早期に持たせ、個々に応
じた丁寧な指導体制により進路目標
を達成する。

ＰＬ：進路指導主任
　ＳＬ：学科主任
　ＳＬ：学年主任
　ＳＬ：普通科主任

3

あいさつ、身だしなみ指導を徹底し、
清掃の行き届いたきれいな学校づく
りに努める。

ＰＬ：生徒指導主任
　ＳＬ：学年主任
　ＳＬ：学科主任

3

ＨＲ活動･部活動･生徒会活動を充実
させ、目的を持った学校生活が送れ
るように支援する。

ＰＬ：特別活動主任
　ＳＬ：学年主任
　ＳＬ：総務主任
　ＳＬ：部顧問

3 3

いじめ、不登校の未然防止に努め、
定期的な生徒支援会議の開催により
教育相談体制の強化、充実を図る。

ＰＬ：保健・教育相談主
任
　ＳＬ：生徒支援ｺｰﾃﾞｨ
ﾈｰﾀｰ
　ＳＬ：生徒指導主任
　ＳＬ：学年・学科主任
　ＳＬ：人権教育主任
　ＳＬ：クラス正副担任

3

津久見高校をＰＲする機会の増加とＰ
Ｒ内容や説明の工夫を行い、入学志
願者増加に努める。

ＰＬ：教頭・主幹教諭
　ＳＬ：教務主任
　ＳＬ：学科主任
　　　 普通科主任

2

地域の高校特色化・魅力化推進事業
の取組みを推進する。

ＰＬ：教頭・主幹教諭
　ＳＬ：指導教諭
　ＳＬ：学科主任
　ＳＬ：普通科主任

3 3

小中学校、地域と連携した魅力ある
教育活動について、効果的な情報発
信に努める。

ＰＬ：教頭・主幹教諭
　ＳＬ：指導教諭
　ＳＬ：学科主任

3

定時退庁日の設定、適切な部活動運
営、計画的な業務遂行の推進による
長時間勤務の縮減に向け職員の働
き方改革に取り組む。

ＰＬ：教頭
　ＳＬ：主幹教諭 3

年休取得や各種休暇取得など気軽
に休める環境づくりを行う。

ＰＬ：教頭
　ＳＬ：主幹教諭 3

・身だしなみ指導
　頭髪服装検査の実施予告の周知による事前指導の徹底
・清掃活動
　職員の監督業務の徹底と生徒の役割分担の実施
　清掃分担表の見直し（トイレ分担は男女を配置）
　美化コンクールの計画的な実施
・登下校の安全・安心
　自転車登録の徹底および安全教育の充実
　原動機付自転車許可者への安全教育の充実
・いじめ防止
　学期に１回のアンケート実施の継続と学期初めの面談
　知りえた情報について報告の徹底
・長欠者への対応
　初期の欠席への対応の徹底（あったかはーと１２３の対応）
　教育相談への情報提供、対応
・部活動
　１学年と連携した入部の取り組みを継続し８５％以上の入部
率を継続
　部活動運営方針に基づいた適切な運用
　外部指導者を活用した部活動の運営
・特別活動
　ボランティアへの積極的な参加を呼び掛ける
　週１回、生徒会執行部会議を実施。生徒の主体的な活動を
支援する
・保健、教育相談
　困りを抱える生徒情報の集約および情報の精選、報告

・入学者選抜の定員確保
　高校説明会の説明内容および説明技術の改善
　（ＰＲ動画作成、説明内容の精選、プレゼン技術の習得）
　商業科のＰＲ活動
　体験入学の内容の充実
　津久見市内中学校に津久見高校専用掲示板を設置
　ＰＴＡ学校見学の積極的受け入れ
・情報発信
　Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ＨＰの更新
　「Ｔｓｕｋｏ通信」の発行、配布
　つくみ市報への掲載
・新商品開発
　アルミ鋳造による新商品開発
　工業科・商業科コラボによる新商品開発
・魅力化、特色化
　台湾教育研修旅行の充実（参加者数を８名程度）
　つくみ蔵体験販売学習の継続実施
　「給食の津高メニュー」の新たな提案
　地域課題探究活動の充実

・定時退庁日の定時退庁の徹底
・業務精選、効率化による職員の業務の負担軽減
・夏季休暇完全取得に向け、管理職による呼びかけ
・マイ定時退庁日の完全実施

・多様な生徒とその進路希望達成のための学力保障に熱心な取組をしている。
・様々な手法で生徒の学力向上に取り組んでいることは評価できる。特に生徒アン
ケートの結果からは、ほぼすべての項目で昨年度を上回っている。
・来年度に向けては良くなった要因の認知が必要。それが判明すれば組織的かつ継
続的な指導ができる。来年度も検証を繰り返しながらのイノベーションに取り組んでほ
しい。
・自己評価結果の中では、生徒アンケートでは「授業内容が分かる」という割合が、８
２．３%になっているとあるが、学年によってばらつきが見える。3年生は、約30%が勉強
内容が分かっていない生徒が多いのではと思う。この課題解決に向けての来年度の
取り組みが必要であると思う。
・津久見シュランも定着しているので、市と一体となった表彰の仕方をさらに続けていく
べきであると思う。
・今年度はボランティア活動は、コロナ禍によりできなかったが、市民にアピールする
ためにも、来年度はあらゆる団体との連携を望んでいる。そうすることで、津久見市民
にとっても、高校生との触れ合いを望んでいると思う。
・地元企業への就職をもっと進めるべく、企業説明会などをさらに取り組んでほしい。
〔学校評価に係る保護者アンケート集計結果〕
・学校生活について、「生徒は「学校は楽しい」と話している」という割合が、８５．２％
・学習面について、「生徒は「授業はわかる」と話している」という割合が、７２．９％、
「生徒は家庭学習の時間があり、予習・復習や課題に取り組んでいる」という割合が、
４０．５％、「学校の進路指導は、丁寧で生徒に適切な助言をしてくれる」という割合
が、８６．４％

・組織的な取組は評価できる。特に「いじめ」での指導がなかったことは特筆である。
・教職員の意識の濃淡はあるかもしれないが、来年度も可能な限りの共通理解・共通
実践に取り組んでもらいたい。
・1年生の入部率が高いことはとても素晴らしいと思う。「部活をするかしないか」と考え
るよりも「どの部活に入ろうか」と言う指導の成果だと思う。
・いじめ、不登校の事例が出ないことを願っている。とくにSNSの指導は難しいが、生
徒や保護者向けの研修会などを実施していってほしい。
・清掃活動の指導は大変だと思うが、清掃活動を生徒指導の一環として取り組んでい
ることがすばらしいと思う。ぜひ続けていってほしい。
・「服装」や「言葉遣い」「あいさつ」よくなってきて、定着しているという印象がある。津
久見高校の伝統として続けていってほしい。
・部活動は、硬式野球部のみならず、すべての部活の生徒の頑張りを応援したい。土
日も含めて、指導も大変だが、勝つことだけがすべてではなく、熱中し打ち込むことに
より、友との青春の1ページを作っていってほしい。
・自転車条例の導入により、小中学生の規範となる行動を期待しています。
〔学校評価に係る保護者アンケート集計結果〕
・生徒指導について
　「生徒の頭髪・服装はきちんとしている」という割合が、９２．８％、「生徒は通学時、
交通ルールを守り、安全に心がけて登校している」という割合が、９５．３％、「学校は
校内の環境美化に努めていて、きれいである」という割合が、９０．６％
・特別活動について
　「学校は、ホームルーム活動を中心に、人権尊重の学校づくりに努めている」という
割合が、８５．５％（昨年８１．９％）、「部活動は、学習との両立に配慮したものとなって
おり、生徒も安心して部活動に取り組むことができる」という割合が、８７．６％、「部活
動は、体育部・文化部とも盛んで、満足できる成果を上げている」という割合が、８８．
５％、
・生徒理解、教育相談について
　「学校の職員は、個人面談や家庭訪問等において、親身になって相談に乗ってくれ
適切な助言をしてくれる」という割合が、８７．４％、「学校は、悩みを抱えている生徒に
寄り添い適切な助言をしてくれる」という割合が、８２．９％、「保健室は、具合が悪い
生徒や、ケガをした生徒の対応が適切である」という割合が、９２．５％

・津久見高校を理解してもらうための様々な取組を実践している。しかし今回の生徒
募集状況からはまだ浸透しているとは言えない。
・集団を対象とする広報活動には限界があるように思われる。今後は個をターゲットに
した手法が必要。市内を地域に分け、公民館で中学生・保護者対象の説明会を地道
に開催していってはどうか。教員が話しても「どうせいい話ばかりしている」としか思っ
てもらえないので、高校保護者や生徒・卒業生に話してもらうのも効果的ではないか。
・市内の人材を活用したり企業の広報手法を取り入れたりすることも大切である。津久
見高校は一市一校で自由度の高い学校である。他校にない思い切った発想で学校経
営ができる。頑張ってほしい。
・入学者選抜志願状況は厳しい結果となったが、県下のほとんどの地方の高校が苦し
んでいるので、来年度に向けての糧となるようにしていくことが大切だと思う。
・「Tsuko通信」の作成ご苦労様です。
・津久見をモチーフにした新商品の開発に取り組む津久見高校は、津久見市にとって
もなくてはならない存在です。
〔学校評価に係る保護者アンケート集計結果〕
「保護者に対して、学校行事や生徒会行事など活動の様子がよく分かるよう広報に努
めている」という割合が、８８．５％

・前例にとらわれず大幅な働き方改革に取り組んでもらいたい。
・部活動の精選も必要ではないか。
・先生方の働き方改革を強力に進めていってほしい。人員の確保はもとより、ゆとりあ
る勤務をしてほしいと願うばかりです。ご苦労様ですと頭が下がる思いです。
・超勤実態はもっと大変なはずだと思います。他市からの通勤者にとって、通勤時間も
勤務時間の内であると思います。

・津久見シュラン認定制度
　　広報活動の充実による受験者増
・進路指導
　〔進学〕
　　進学指導体制の確立（３年間の指導スケジュールおよび体制）
　　模試検討会の充実
　　学力、進路希望に応じた入試形態の選択推進
　　学力保障の充実（朝学習、個別指導等）
　　教育課程の改訂
　　専門学科から国公立進学者の増加
　　学習習慣の確立（普通科平均２時間以上）
　〔就職〕
　　基礎学力向上の取り組みの充実
　　基礎力診断テストの事前学習の取り組み１００％の徹底
・学習指導
　課題未提出者０を目指す
　授業規律の確立（始業時間、挨拶、身だしなみの徹底）
・授業改善
　スクールプラン、マイプランの目標達成に向けた組織的な取り組み
　授業研究会に向けた教科内での事前検討会の実施
　他校の研修会への積極的な参加
　各種アンケート（授業アンケート、学校評価アンケート等）結果分析
・生徒研究成果発表会
　発表内容：研究過程で深い学びにつなげる
　　　　　　　 専門的な内容を重視したテーマ設定
　展示内容：成果物の積極的な展示

・津久見シュラン三ツ星以上表彰者（卒業生）１
００名以上
・国公立大学進学者５名以上、１１年連続就職
内定率１００％
・学びの基礎診断の指標
　〔専門科〕　基礎力診断テスト
　　事前学習への取り組み１００％
　　学習到達ゾーン　　 　　Ｄ２以上
　〔普通科〕　スタディーサポート
　　学習習慣と学力のバランスを改善し、学習
習慣B２（２時間）以上、学力２ランクアップ
・アンケートによる指標
　「生徒の興味・関心を持たせるための教材解
釈や教材開発をしている」という職員８５％以上
　「生徒一人一人が主体的に考えたり活動した
りする場面が設定されている」という職員
８５％以上
　「勉強内容がわかる」、「授業に満足している」
という生徒８５％以上。

・部活動の入部率８５％以上、上級大会（九州、
全国）への出場部活動が６部以上
・服装頭髪検査で１次検査合格者９０％以上
・年間皆勤者数５０％以上、欠席、遅刻数が前
年度比２０％減
・いじめ・不登校対策の充実・強化
・アンケートによる指標
　「お客様や先生方、地域の方々にあいさつが
できる」という生徒９０％以上
　「きちんとした礼儀、端正な身だしなみを実践
している」という生徒９０％以上
　「清掃活動を通して、学校や地域の環境美化
に貢献し、自ら成長できた」という生徒８０％以
上
　「相談しやすい環境が整っており、学校生活に
不安を感じない」という生徒９０％以上
・「ボランティア活動に参加した」生徒６０％以上
・「学校行事への参加や部活動などを通して、
愛校心や学校への帰属意識が深まった」という
生徒８０％以上

・入学者選抜の定員確保（１８０名以上）
・体験入学参加者数が前年度より増加
・高校説明会の参加回数２０回以上
・Tsuko通信、市報つくみの毎月発行
・学校HP７０回、Facebook１８０回以上の更新
・商工コラボによる新商品開発（つくみ蔵の新た
な展開）
・地域課題探究による地域活性化への提言
・台湾教育旅行を通じたグローバル人材の育成
・小中学校との連携強化

・定時退庁日の定時退庁率１００％
・長時間勤務月４５ｈ以内　９０％
・年休取得日数　平均１５日以上

・コロナウイルス感染症の影響で受験機会が減っているものの、学校内で資格取得に取り組む雰囲気は
向上している。津久見シュラン３つ星以上127名（卒業生77名）（昨年115名（同66名））。５つ星9名は過去3
年間で最も多く、また、2年生で5つ星を達成した生徒がいることは特筆すべきことである。
・国公立大学進学者は2名（普通科1名、会計システム科1名）。普通科から複数合格には至っていない。Ａ
Ｏ、推薦で成果が出なかったことが要因である。会計システム科は3年間かけて計画的に指導してきたこと
が、結果につながった。
・就職は、コロナウイルス感染症の影響で求人が減少傾向。一次内定率88．4（昨年91）％。特に県外企業
で不合格者が出ている。
・学びの基礎診断については専門科の基礎力診断テストは、２回目の事前の取り組みを各教科で１００％
実施。学習到達ゾーン２年：Ｄ3層44名→35名に減少（Ｄ層118名→92名）、上位層（Ｂ3以上）は横ばい
１年：Ｄ3層26名→22名に減少（Ｄ層77名→63名）、上位層（Ｂ3以上）6名→15名に増加
　普通科のスタディーサポートは、学習習慣　２年：変化なし、１年：２ランクダウン、学力　２年：変化なし（国
2ランク↑、数現状維持、英１ランク↑）１年：２ランクアップ（国現状維持、数2ランク↑、英2ランク↑）
・授業研究会は11月に１回のみ実施。『生徒の好奇心を引き出し、「思考力・判断力・表現力等の育成」を
図る授業の実践』を共通テーマに取り組んだ。各教科で事前検討会を実施し、組織的な授業改善の取り組
みができた。
・コロナ禍で中止した行事もあったが、個別指導（朝学習、放課後指導）、難関大学訪問（WEB）、予備校で
の学習合宿、公務員講座、地元企業説明会、就職PTA、進学PTA、進路ガイダンス、つくみ蔵販売実習、
課題題研究(総学)発表会（校内）、進路報告会などの進路行事を実施し、進路意識の高揚に取り組めた。
〔生徒アンケート〕
・「課題や提出物は、きちんと提出することができた」という割合は、９０．３％（昨年８５．６％）と年々向上し
ている。
・「授業内容がわかる」という割合は、８２．３％（昨年７３．６％）
・「授業に満足している」という割合は、８７．８％（昨年７６．１％）
・「授業や実習を経験することで、進学や就職への意欲が高まった」という割合８０．３％（昨年７６．１％）
・「キャリア教育（講演会、インターンシップ、進路学習など）が進路選択に役立った」という割合８３．６％（７
４．９％）

・染色、化粧、スカート丈等の身だしなみ指導を全職員の共通理解の
もと指導徹底を行うとともに、始業時、職員室入室時、廊下など学校生
活のあらゆる場面で大きな声での挨拶の励行を生徒会と連携して行
う。
・担当職員が清掃時間に監督を行い、生徒個々人の分担を決めるなど
きめ細かな指導を行い、清掃の徹底を図る。

･１年生を中心に入学後、部活動体験週間を実施し、学年、担任を中
心に入部を促し、入部率の向上を図る。
・年1回以上のボランティア活動に積極的に参加させる。

・学期初めの面接旬間、いじめアンケート（年３回）を活用し、生徒情報
の共有を図り、不安を抱える生徒に対して、定期的に生徒支援会議を
開催し、組織的に適切な支援を行う。
・毎週の出欠統計による生徒の把握に努め、不登校傾向の生徒への
初期段階での迅速な指導を行う。また、クラス内での仲間づくりの取り
組みなどＨＲの充実を図る。

・全生徒に３年間の資格取得計画を作成させ、計画的に資格取得に挑
戦させ、学習意欲を喚起する。
・学びの基礎診断を活用し、事前学習に全生徒が取り組むよう指導を
行う。また、家庭学習を定着させるため、定期的な課題を与え、提出率
１００％（期限内９０％）を徹底させる。

・年2回の授業研究会の内容充実を図る。
・学期に１回実施する授業アンケート、自己分析アンケートの評価を教
科・学科会議で検証し教材開発、授業展開など生徒が主体的に取り組
む授業改善を推進する。

・専門科からの国公立進学希望者を増加させるとともに、普通科を含
めた進学指導体制を確立する。
・インターンシップや工場見学、講演会等のキャリア形成の取り組みの
充実を図り、進路意識の高揚に努めるとともに、進路達成に向け基礎
学力向上、小論文・面接指導に全職員で取り組む。

・月1回の身だしなみ指導、登下校指導や校内巡視など予定通り実施。服装頭髪検査で１次合
格者の割合は全学年８６．６％。
・清掃の取り組みは、指導体制ができつつあり改善がみられる。
・部活動加入率は、体験入部や学年による呼びかけを積極的に行い、６年連続で８５％以上（８
７．４％）の加入率（昨年８６．４％）　特に、１年生の入部率は９５．６％と高い入部率となった。
・夏の大会団体優勝２部（硬式野球・軟式野球）個人優勝３部（ボクシング部、レスリング部）、秋
の大会優勝2部（レスリング部、弓道部）
・年間皆勤者数は２３４人（４３．４％）
・欠席・遅刻・早退の過年度比較
　欠席１１６６（昨年８９９）　３０％増、遅刻６１６（昨年５７９）  ６ ％増
・保健教育相談、生徒指導を中心にいじめアンケートを早めに実施し予防、早期発見を行った。
・在校生の合理的な配慮の適用５名は学校生活に適応。
・学校内外で不安を抱える生徒・保護者に、ＳＣ、ＳＳＷ、外部機関と連携した取り組みを行って
いる。
・〔生徒アンケート〕
「休み時間に授業準備をきちんと行い、授業開始を待つことができた」という割合９３．５％（昨年
９１．５％）
「お客様や先生方、地域の方々にあいさつができる」という割合９４．６％（昨年９５．６％）
「服装は日頃からきちんとしている」という割合９６．１％
「清掃活動にしっかりと取り組むことができた」という割合９４．６％
「相談しやすい環境が整っており、学校生活に不安を感じない」という割合８８．４％（昨年８２．
０％）
「生徒会活動が活発化した」という割合７４．６％（昨年６５．９％）
「ボランティア活動に参加した」という割合２３．３％（昨年２５．５％）
「学校行事の参加や部活動などを通して、愛校心や学校への帰属意識が深まった」という割合８
０．０％（昨年８２．８％）

・入学者選抜志願状況（２/１９現在）
　推薦志願者　　　　定員　３５　志願者数　３１
　一次入試志願者　定員１４８　志願者数　１２３　　（充足率８３．１％）
・体験入学参加者数２３７名（昨年２２９名）、保護者７１名（昨年９４人）
・学校説明会１６校、２０回実施。津久見市内２校は、昨年度に引き続きクラス単位での説明会
を実施。(教員との意見交換会は中止）
・「Ｔｓｕｋｏ通信」は５号、市報は月１回発行。
・Ｆａｃｅｂｏｏｋは１０８回（昨年２１５回）、ＨＰは４２回（昨年７３回）更新。
・商業科(会計システム、総合ビジネス）特集チラシ発行
・第２回台湾教育旅行は中止
・津久見小学生の「ものづくり体験教室」は小学生４名、保護者１名が参加し計画的に実施でき
た。終了後の小学生の感想では満足度が高い。
・「給食の津高メニュー」の提案を１/２８に実施。中学生の感想は概ねおいしいとの回答が多く、
今後定番メニューになる予定。
・新商品開発は、アルミモイカストラップは工商のコラボで製品販売を実施。保戸島ボールペン
は商品化決定。その他、ブックマーカー、つっくんスタンプは製品化の予定。

・定時退庁日における定時退庁（勤務時間終了後1時間以内の退庁）の割合９２.６％
・月45時間以上の超勤者
　　（4月2名、5月0、名6月12名、7月9名、8月3名、9月17名、10月21名
　　　11月13名、12月4名、１月11名）
・夏季休暇完全取得率91.3％（5人ほど1日消化できず）
・職員平均年休取得日数1１日
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３　地域と連携した学校の魅力
化・特色化の取組みを推進し、地
域から信頼され、中学生に選ば

れる学校づくりを図る。

･体験入学会への参加者増を図るために、県南中学校への参加要請
とともに、私立を含めた他校との日程調整を行う。
・学校説明会の一学期開催を中学校に要望するとともに、説明内容の
充実に努め、わかりやすく魅力のあるPRを行う。

・地域資源、観光資源を活用し、商業科が商品提案を行い、工業科で
製品化に取り組む。
・台湾教育旅行の研修内容を更に充実させ、参加者数を増やすため
（特に男子生徒）、校内での募集を積極的に行い、グローバル人材の
育成に取り組む。

・学校新聞「Tsuko通信」、学校ホームページ、Facebook、つくみ市報の
内容の充実に努める。また、中学校や駅構内へのＰＲボードによる情
報発信を行う。
・市教委との連携による小中学校との魅力的な取り組み（小学生のつく
み蔵体験学習、給食のヘルシーメニュー提案）の充実を図る。

・個々人の年休取得状況を教頭が定期的に把握し、取得時間の少な
い職員には、定期考査期間や長期休業などを利用した計画的な休暇
取得を促す。

・月１回、定時退庁日を設定し、朝礼時に周知するとともに、教頭が定
時退庁を促す。
・毎月のタイムカードによる勤務時間の把握により、長時間勤務者に面
談を行い改善を行う。

学校教育目標

調和のとれた豊かな人間性を育み、知的好奇心と自己有能感をもって主体的に学び、個性を発揮し、自ら人生をきり拓く
たくましい人間を育成する。

重点目標 達成(成果)指標

１　生徒の好奇心を引き出し、生徒が主体的に取り組む授業改善を推進し、思考力・判断力・表現力の育成および進路目標の達成を図る。
２　安全・安心な教育環境の整備に努め、他人を思いやり、規律正しい心豊かな人間性の育成を図る。
３　地域と連携した学校の魅力化・特色化の取組みを推進し、地域から信頼され、中学生に選ばれる学校づくりを図る。
４　勤務時間の客観的な把握による長時間勤務の改善を図る。

取組指標

重点目標中期目標

１　目標達成に向け一生懸命に取り組み、個性を生かして「輝く生徒」を育成する。
２　社会人としての常識を身に付け、礼節を重んじ豊かな人間性を備えた生徒による「きれいな
　　学校」づくりを進める。
３　地域に根ざし、地域の期待と信頼に応え、選ばれる魅力ある学校づくりを行う。

①思考力・判断力・表現力を養う授業改善を推進するため、対話的、協働的な授業の設定を行い、生徒が主体的に学習に取り組む意欲を喚起させるとともに、スクールプラン・マイプランの目標達成に向け教科・学科会議を活用して組織的取組を図る。
②始業時間の厳守、始業時の挨拶・身だしなみ指導の徹底、課題の提出など授業規律の確立に努めるとともに、津久見シュラン認定制度の更なる普及により受験者を増やすなど学習に向かう姿勢を育成する。
③家庭学習の定着を図るため、各教科で家庭学習を支援する課題（適切な回数と量）を提供する。また、引き続き「期限内の課題提出」を徹底する。
④進路目標の達成のため、３年間を見据えた指導スケジュールの改訂を行う。進学指導では、各科より国公立大学進学者を輩出するため、低学年からの進学意欲の向上を図るとともに、組織的な進学指導体制を構築する。就職指導では、就職内定率１００％を達成するため、基礎学力向上、資格取得推進など年間を通して指導を行う。
⑤挨拶の励行と端正な身だしなみの実践を図れるよう検査時だけではなく、日常の教育活動において適時指導を行う。また、きれいな学校とするため、職員の監督のもと清掃の徹底を図る。
⑥いじめ防止に努めるため、各学期にいじめアンケート、個人面談を行い、いじめの早期発見、組織的な対応を行う。
⑦多欠席や不登校傾向の生徒の状況把握を迅速に行い、生徒支援会議などを活用した情報共有を図り、初期段階での指導を充実する。また、ＳＣや外部機関（ＳＳＷ、医療、福祉、児童相談所等）との連携による支援を行う。
⑧学校活性化のため部活動の充実を図る。部活動加入率８５％以上を維持するため、１年生を中心に部活動加入の呼びかけ、体験入部の充実を引き続き行う。また、家庭事情等で未加入の生徒には、ボランティア活動への自主的な参加など活動の機会の提供を行う。
⑨ロボット相撲やマイコンカーラリーの全国大会出場や「つくみ蔵」の新たな展開など、特色ある専門科の取り組みを充実させる。
⑩「地域の高校魅力化・特色化推進事業」を通して、普通科の総合的な探究の時間での地域課題探究活動、工業科・商業科コラボによる新商品開発、台湾教育研修旅行によるグローバル人材の育成などの充実を図り、津久見高校の魅力的な活動内容を地域や中学生に学校HP・Ｆａｃｅｂｏｏｋ・市報・学校通信などを活用し情報発信を行い、定員確保に努める。

前年度評価結果の概要

総合評価
次年度への展望等

①現代社会の解決につながる思考力・想像力を育成する教育を推進するため、主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善を行う。
②生徒の学習に向かう力を向上させるとともに、スクールプラン・マイプランの目標達成に向け、教科・学科会議を活用して組織的取組を図る。
③津久見シュラン認定制度の普及により、生徒の学習意欲の向上を喚起し、受験者を増やすとともに資格・検定取得者の増加を目指す。
③国公立大学へ進学を希望する生徒を増やし、低学年からの進学意欲の向上、希望進路達成のための学力保障（難関大学も含む）を、組織的に取り組む。また、就職内定率12年連続100%を維持する。
④校内外を問わず、礼儀や端正な身だしなみが実践でき、就職、進学試験の面接に耐えうる生徒育成に努める。
⑤学校活性化のため、引きつづき部活動加入の呼びかけを行い、部活動加入率増加に努める。また、部活動加入者以外の生徒に対しても、ボランティア活動への自主的な参加を促す取組を行っていく。
⑥いじめへの対応として、未然の予防に努めるとともに、生徒の変化に迅速に対応するため、面接旬間を各学期に設定し、いじめの早期発見、解決にむけて組織的に対応する。
⑦地域の小・中学校と連携を推進するとともに、本校の魅力を地域に発信し入学生確保に努める。

令和２年度学校評価（年間評価）

次年度の改善策 学校関係者評価

２　安全・安心な教育環境の整備
に努め、他人を思いやり、規律正
しい心豊かな人間性の育成を図
る。

学校名　　　津久見高等学校

４　勤務時間の客観的な把握に
よる長時間勤務の改善を図る。

分析・考察

１　生徒の好奇心を引き出し、生
徒が主体的に取り組む授業改善
を推進し、思考力・判断力・表現
力の育成および進路目標の達成
を図る。

重点的取組
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価
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