
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

学

校

運

営

開かれた学校づく

りの推進

各分掌・年次からの

便りやＷｅｂペー

ジ・緊急メール配信

などを通して、保護

者や地域に対して、

必要な情報を提供す

る。

アンケートによる保護者の「情

報提供満足度」が、

４：70％以上であった。

３：60％以上70％未満であっ

　　た。

２：50％以上60％未満であっ

　　た。

１：50％未満であった。

4

　配付物やホームページなど学校からの

情報提供に関する、アンケートの肯定的

な回答は９２％であった。ただ、定期的

なホームページの更新や分掌・年次から

の各種便りについては、もう少し頻度を

多くするなど、改善の余地がある。

○コロナ禍の中で様々な取組をされている。

○全体としてよく対応されていると思います。

○今後も見る側が必要とする情報提供を期待する。

●ＨＰに動画配信を加えるなどの試みもあると良いと思

います。

●たくさんの取組をＳＮＳなどを活用して発信されたら

どうでしょうか？

●部活・学校行事・ボランティア活動等をホームページ

以外の地域新聞や自治会報等でもＰＲしたら良い。

●もう少しインパクトのある工夫がほしい。

◇あじさいプロジェクトをぜひ！！

Ｂ

教

務

課

主体的な学習を促

し、基礎学力の定

着と学力の向上を

図る。

授業や課題の工夫に

より学習意欲を喚起

し、主体的な学習を

促す。

４：取り組むことができ、学習

　　状況はかなり良好である。

３：取り組むことができ、学習

　　状況はある程度良好であ

　　る。

２：ある程度取り組むことはで

　　きたが、学習状況はあまり

　　良好ではなかった。

１：取組が十分ではなく、学習

　　状況はあまり良好ではな

　　かった。

4

　生徒の学習意欲を喚起するような工夫

や取り組みをするよう、年度当初の職員

会議で確認した。

　生徒が主体的な学習を行えるような資

料を、各分掌間で連携して準備し、学年

集会等で生徒に説明し理解を促した。

　７月、１１月の２回授業公開を実施し

た。授業において実践状況を公開するこ

とにより、教員の意識の啓蒙と授業改善

を目指した。

　新学習指導要領を基に、本校生徒が主

体的に学び、学力の向上を図ることがで

きるように新教育課程を編成した。

　コロナ禍におけるオンライン授業に対

応できるように整備を進めている。

○主体的であることを基盤とした「対話的で深い学び」

の実現を授業改善を引き続き推進してほしい。

○生徒の家庭学習に対する意欲向上が課題のようだが授

業参観の様子では皆が自主的に学習に取り組んでいるよ

うに感じた。

○今後も自主的な学習へのサポートを強化いただきた

い。

○家庭学習に対する評価がやや低いものの全体として主

体的な学習が促され学力の向上が図られていると考えま

す。

●指導された結果として、家庭学習の習慣の定着という

点について、生徒や保護者の思いがどうなのか詳しく把

握され、対策をされるとよいと思います。

●基準が定性的、わかりにくい。

●改善希望アンケートから、生徒がより力をつけるため

の学習指導を望んでいることが分かる。より一層の改善

を期待します。

◇オンライン授業も取り入れていく必要もあるが、集中

力が切れる側面もあるので上手く使い分けてほしい。

◇アンケートの改善要望で学力に関するものが多く、期

待度は高い。

Ｂ

生

徒

課

基本的生活習慣の

確立と主体的な活

動を通じた自己有

用感を育てる教育

を推進する。

時間を守る、服装を

整える、ＴＰＯを意

識したあいさつを励

行するなど、基本的

な生活習慣に対する

意識を常にもたせ

る。

４：時間厳守、服装、あいさつ

　　が、全体として80％以上

　　身に付いている。

３：時間厳守、服装、あいさつ

　　が、全体として60％以上

　　身に付いている。

２：時間厳守、服装、あいさつ

　　が、全体として40％以上

　　身に付いている。

１：時間厳守、服装、あいさつ

　　ともほとんど身に付いてい

　　ない。

4

　挨拶の励行や移動教室の集合時間厳守

は、例年どおり概ね良好である。また、

朝の不注意遅刻者数も昨年に比べて減少

している。コロナ禍の中での学校行事や

生徒総会等から出た女子のスラックス着

用・スラックス着用時のネクタイの許

可・女子の黒タイツ着用など校則の見直

しを通じて生徒の自己有用感が育めた。

ただ、一部の生徒の服装（女子のスカー

ト丈や色つきリップ、化粧？）について

は、改善の余地がある。

●評価基準そのものが少し甘いのでは？

　80%➝90%　60%➝80%　40%➝60% へ

●基準の身についている割合の根拠は？

●過去、黒タイツを導入しなかったのはスカート丈が短

くなることが懸念されると言われていたので導入してか

らのスカート丈など服装の乱れがないかの確認をお願い

します。

●全体として良く対応されているようであるが教員アン

ケート問12に肯定的回答の割合の低さが気になります。

◇不注意による遅刻が増えたことが気になるが(２学期)

服装やあいさつはきちんとできていると思う。

◇挨拶、時間厳守は社会人としての基本であるので、今

のうちにしっかり身に付けることは必要。

Ｂ

令和２年度　山口県立新南陽高等学校　学校評価書　　　校長(　沖田　道世　）

１　学校教育目標
【教育目標】

　　１　自ら学び、自ら考える力を育成する。　　　　　２　心身ともに健全でたくましい人材を育成する。        　　３　基本的人権尊重の精神を身に付けさせる。

　　４　社会の構成員として必要な資質を育成する。

【中・長期目標】

 　（１）めざす学校像

　　　　校訓「自主・創造・友愛」のもと、責任と自主規制に基づくリベラルな校風を、地域とともに創ることをめざして、日々の教育活動を推進している学校

　 （２）育てたい生徒像

　　　　＜自主＞　　気力溢れ、何事にも意欲的に取り組むことができる生徒         　　　　＜創造＞　　将来の目標に向かって地道な努力ができる生徒

　　　　＜友愛＞　　人の立場に立って考え、行動できる生徒

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）
■学校運営

　○　情報発信については、学校Ｗｅｂページ等を通じて、例年よりも多く発信できたが、より一層、保護者のニーズに応じた情報発信に努めていく必要がある。

■教務課

　○　学習指導については、各年次とも多くの生徒が、授業のわかりやすさ・指導等の工夫について、肯定的に評価している。

　●　家庭学習時間については、４割近くの生徒が不十分であると自覚している。学習状況と成績との関連を分析し、生徒にフィードバックするとともに、保護者と連携・協力して学習

　　　意欲の向上に努める必要がある。

　●　新学習指導要領の趣旨に沿った、生徒が主体的に学習に取り組める教育課程の編成の必要がある。

■進路課

　○　２年次対象のインターシップや出前講座の実施により、進路に対する生徒の意識は高まっている。

　●　進路実現に向けての学習時間の確保や進学に対する情報の取得が十分でない生徒も見られる。

　●　３年次生の中には、大学受験に対する準備が不十分で、その結果、志望校の合格ラインへ到達できない生徒が昨年同様見られた。

　●　保護者への情報提供を増やすとともに、これまでよりも早目に受験態勢に入れるよう学校全体での取組が必要である。

■生徒課

　○　校内でのスマートフォンの適正な使用ができるようになった。引き続き、指導をしていきたい。

　●　２学期に不注意による遅刻が増加した。特に、３年次生がその６割を占めていた。受験期においても、規則正しい生活を送らせる指導が必要である。

■健康安全体育課

　○　保健衛生諸活動や防災・避難訓練等の安全活動については、概ね遂行できた。

　●　新型コロナウイルス感染予防に向けて、自らの衛生習慣や基本的生活習慣を見直し、健康・安全を主体的に考える力を身に付けさせる必要がある。

■業務改善

　○　教員の意識改革が進み、業務の効率化や学校行事の精選を行った。

　●　部活動指導に係る時間外業務時間が依然として多く、部活動の効率的な運営が必要である。

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
【本年度重点目標】

　　主体的に自らの未来を切り拓いていく力を育成する教育の推進　～ Shinnanyo Grow Up プランの確実な推進 ～

　　　①　総合的な人間力の育成と希望する進路の実現               　　     【生徒一人ひとりの「Grow Up」】

　　　②　生徒の意欲や向学心を引き出す授業力・生徒指導力の向上    　【教職員一人ひとりの「Grow Up」】

　　　③　組織としての教育力、課題発見・解決力、人材育成力の強化   【学校組織の「Grow Up」】

【チャレンジ目標】

　　礼を尽くし(挨拶をする、服装を整える)、時を守り(時間を厳守する、遅刻をしない)、場を清める(整理整頓をする、ゴミを拾う)

４　自己評価 ５　学校関係者評価



進

路

課

自己実現のための

進路指導・キャリ

ア教育を推進す

る。

効果的な分野別キャ

リア教育を実施し、

卒業後の自分の進路

や将来の職業につい

て、適切な選択がで

きるように導く。

４：有効かつ適切に実施でき

　　た。

３：課題を残すものの、概ね有

　　効かつ適切に実施できた。

２：実施するのみにとどまっ

　　た。

１：計画的に実施できなかっ

　　た。

4

　新型コロナウイルス感染症で実施が不

安視された中、７月には２６分野に分か

れての分野別キャリア教育を実施した。

生徒の反応は良好で、進路意識の高揚を

図ることができた。３月にも上級学校の

講師に来校していただき、１，２年次生

対象に分野別キャリア教育を実施する。

　９月には今年３月に本校を卒業した卒

業生６人を迎えてのパネルディスカッ

ションを実施した。卒業生の生の声を聴

くことができ、これから進路を決定して

いく１，２年次生にとっては大変有意義

な会となった。

　１２月には２年次生徒を対象にイン

ターンシップを実施した。２年次生２３

名の生徒が参加し、職業体験を通じその

職業を知るとともに、進路を考える上で

の良い機会となった。これらの体験を報

告する会を１月に実施した。

○インターンシップや出前講座の取組が充実していると

感じた。

○アンケートの進路指導等の満足度が高いのは良いこ

と。

○コロナ禍の中で色々と取り組んでいただきありがとう

ございました。

○コロナ禍においてもインターンシップやキャリア教育

が実施されており、保護者からも高い評価を得ている。

●パネルディスカッションは、社会人と行った方がより

効果的では？

●インターンシップの２３人は全体の１５％程度だが、

これが高いのか低いのかよくわからない。

●受験のための模試や課外等の充実を期待します。

◇本校の強みであるキャリア教育をさらに充実させてい

くことによって学校としての魅力を高めていく必要があ

る。その際、知財創造教育や起業教育を取り入れること

によって、小中学校や大学との連携を視野に入れたキャ

リア教育が可能になる。

Ｂ

健

康

安

全

体

育

課

健康及び安全意識

の向上を図る。

健康や安全を社会の

中で考えていける力

と、運動やスポーツ

の習慣や健康的な生

活習慣および健康的

な環境づくりに参加

したりする知識や能

力を高める。

４：具体的な取組ができ、習慣

　　化している。

３：具体的な取組ができたが、

　　習慣化していない。

２：具体的な取組ができること

　　がある。

１：具体的な取組が十分ではな

　　かった。

3

　前年度後期に続き、コロナウイルス対

策を念頭に置いた取組が中心となった。

従って、これまでの衛生意識はもはや最

低限のこととなり、基本的な生活習慣自

体が具体的な行動として出来るか否かが

評価基準ともいえる。日々深刻化する、

文字通り「緊急事態」の現状を正しく理

解し、状況に即した行動の完全なる習慣

化が目標であるが、体感的には行動の甘

さが垣間見えた。

●ＣＯＶＩＤ－１９への対応は試行錯誤の繰り返しは不

可避なものだと理解しています。postコロナ・withコロ

ナに向けて一層の取組を期待します。

●ネットによる欠席連絡は生徒のストレスを軽減するメ

リットはあるが、気軽に休めてしまうデメリットもあ

る。ネットで欠席連絡にした目的を今一度よく生徒だけ

でなく保護者にも説明が必要。

◇学校はクラスターが発生しやすい環境にあるというこ

とを共通認識の下、コロナ感染対策を強化していただき

たい。

◇コロナ禍の中で集団生活を行うことは大変と思う。

◇社会の変化に対応でき、自分自身と周りの健康を意識

し、行動できる生徒であってほしい。

Ｂ

業

務

改

善

業務時間の適正化

など、勤務状況に

おける改善の推進

「部活動休養日」、

「最終退校時刻」、

「ノー残業デー」、

「時差出勤」等の設

定・実施により、メ

リハリのある働き方

を推進し、業務時間

の適正化を図る。

時間外業務時間の教員全体の平

均が、前年度の同月と比較し

て、減少した月が年間

４：８ヶ月以上あった。

３：７ヶ月であった。

２：６ヶ月であった。

１：５ヶ月以下であった。

3

　１２月末現在、時間外業務時間の教員

全体の平均は、前年度の同月と比較して

7ヶ月（４～７月，１０～１２月）減少

している。業務改善や勤務体制の改善に

取り組んできたが、コロナ禍の中で例年

とは違った対応や新たな業務が発生し、

大きな改善には至らなかった。

○コロナ禍の中で業務も増え、よくやられていると思

う。

◇教員の働き方改革が進んでいくよう学校だけでなく、

行政・地域のサポートが重要と感じている。

◇オンとオフの切り替えはとても大切なので今後も改善

をお願いします。

◇教育に携わることは時間のかかることも多いが、工夫

や改善を行い、教員が疲弊しなくてすむ環境が必要だと

思う。

Ｂ

６　学校評価総括（取組の成果と課題）
【成果】

　■学校運営

　　○学校からの情報提供について、９０％以上の保護者から肯定的な評価が得られた。

　■教務課

　　○授業の分かりやすさや指導等の工夫について、８５％以上の生徒から肯定的な評価が得られた。

　■生徒課

　　○基本的生活習慣の定着に関して、７５％以上の生徒や保護者から肯定的な評価が得られた。

　■進路課

　　○コロナ禍においてもインターンシップやキャリア教育に関する諸行事が実施できており、保護者からの評価も高かった。

　■健康安全体育課

　　○コロナウイルス感染症対策を踏まえ、消毒施設や自動水栓の設置・トイレの整美等、衛生環境の充実を行った。

　■業務改善

　　○業務改善や勤務体制の改善に伴い、前年度と比較して、時間外業務時間の減少が見られた。

【課題】

　■学校運営

　　●「地域とともにある学校」として、保護者だけでなく、地域への情報発信にも工夫をする必要がある。

　■教務課

　　●家庭学習に関する保護者や教員の評価が低く、主体的な学習を生徒に促すための具体的な取組が必要である。

　■生徒課

　　●「評価基準」の設定の見直しをするとともに、校則の改正に伴う生徒の変化など、取組に対するフィードバックが必要である。

　■進路課

　　●生徒の多様な進路希望に対応できるように、特に成績上位層への組織的な進路指導体制が必要である。

　■健康安全体育課

　　●健康的な生活習慣の定着に対して、生徒への指導の徹底がさらに必要である。

　■業務改善

　　●新型コロナウイルス感染症への対応やＩＣＴ機器の準備・活用など、新たな業務に備える必要がある。

７　次年度への改善策
■学校運営

　◇生徒のプライバシー保護や情報管理に万全を期し、ＳＮＳ等を活用した情報提供にもチャレンジする。

■教務課

　◇家庭学習の充実や学習意欲の向上など、諸課題に向けた改善策について、具体的な取組やそれを評価する客観的な評価基準を設ける。

■生徒課

　◇生徒会活動や地域の方との交流を推進し、挨拶・服装・マナー・時間厳守などの基本的生活習慣の大切さに気づかせる。

■進路課

　◇来年度からキャリア教育が各年次を中心に実施されるにあたり、進学指導の充実に向けた、新たな進路指導体制づくりを行う。

■健康安全体育

　◇防災・防犯訓練や安全点検、「危機管理マニュアル」の見直し等、学校安全に関する体制づくりを行う。

■業務改善

　◇教員の働き方改革がさらに進んでいくよう、保護者の理解や地域のサポート等が得られるようにする。


