平成２７年度 山口県立萩商工高等学校 学校評価書
＜教育目標＞

○各学科が専門分野を生かした系統的な学習を充実し、各分野のスペシャリストとして必要な知識技術を習得させる。
○未来の社会を主体的に力強く生き抜く人材を育てるため、豊かな人間性を育むとともに、生徒一人ひとりの個性を生かして、その能力を十分に伸ばすキャリア教育を
行う。

＜めざす学校像＞ ①商業学科と工業学科の特色を生かした専門教育の推進と学校行事、部活動を通じて生徒 が生き生きと活動する学校
②キャリア教育の充実による生徒の多様な進路実現を図る学校
③地域の産業や伝統文化に学び、地域に信頼され、地域に貢献する学校
＜育てたい生徒像＞ ①心身ともに健康で高い志を持ち、社会から信頼され、チャレンジ精神を持った生徒
②各学科の専門性と連携を生かし、将来のスペシャリストをめざして知識と技術を習得し た生徒
③ふるさとを愛し、地域の発展に貢献できる実践力と問題解決能力を身に付けた生徒

２ 現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）
①親師会活動については、開催日を調整するなど参加率の向上に向けた改善を図ることができた。今後は、内容の検討を図ると共に、メール等を使った情報発信にも力を入
れ、親師会活動の更なる活性化を図っていきたい。
②朝読書の実践により、落ち着いた雰囲気で授業に取り組めている。
③定期考査前の成績不振者への特別指導などを含め、学校全体で基礎学力定着に向けた取組ができている。学校アンケートの結果から「家庭での学習習慣の確立」について
は課題も多く、保護者と連携した取組が必要である。
④検定・資格への対策については、授業以外でも補講等を積極的に実施して対応している。補講指導については、学校全体の協力体制のもと、計画性を持って取り組むことが
重要である。
⑤比較的落ち着いた態度で学校生活を送っているが、服装、頭髪等の乱れが気になる生徒がいる。指導されれば素直に従うが、更なる規範意識の醸成を図る必要を感じる。
自転車マナーについては、改善が見られるが、「ながらスマホ」については、安全教育の観点からも徹底した指導が必要である。
⑥いじめ防止対策については、関係団体と連携して取り組めている。学校のいじめ防止に向けた具体的取組を保護者へ情報発信することが重要と考える。
⑦生徒会役員を中心として多くの地域貢献活動を行っている。また、運動部の大会応援に多くの生徒が参加するなど、学校全体の雰囲気も非常によいと感じる。なお、応援の
行程等については今後検討の余地あり。
⑧キャリア教育年間計画にそってガイダンス、進路講話、インターンシップ等を実施した。1年次におけるインターンシップについては、商業科と工業科が連携を図りながら実施
できるよう検討が必要である。
⑨保健室を中心として、生徒、教職員の健康指導を実施している。インフルエンザ等の感染症にも迅速に対応できている。なお、教職員の定期健康診断で再検査の受診率が低
い点については改善する必要がある。
⑩環境美化活動は生徒会、JRC等を中心に校内外で活発に進められている。また、掃除のスムーズな取りかかりについても改善が見られる。
⑪HP、メーリングリスト等を通して、学校の情報を効果的に発信している。メーリングリスト登録については、登録率１００％を目指し、普及させていきたい。
⑫業務改善では、業務の平準化を図り、教職員の多忙感の解消を進めていきたい。また、部活動指導については、積極的に休養日を設定するなど生徒も教員も生活バランス
を考えた活動を推進する必要がある。
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
＜平成２７年度チャレンジ目標＞
①さわやかな挨拶をする

②時間を守る

③身の回りの美化に努める

④目標を持つ

【学習指導】
○｢わかる授業」の実践を通して、基礎学力の向上を目指すとともに、家庭における学習習慣の定着を図る。
○互見授業や公開授業など、指導力向上に向けた校内研修の更なる充実を図る。
【生徒指導】
○情報モラルの低下による「いじめ問題」や自転車マナーを含む交通安全等について、未然防止を基本とした積極的生徒指導の推進を図る。
○朝の正門指導や授業・実習等での教科指導を通して、身だしなみや挨拶などタイムリーな指導の徹底を図る。
【特別活動】
○望ましい運動部活動の実現に向け、顧問会議や研修会等を開催するなど、学校全体での組織的な取組を推進する。
○地域貢献活動や各種ボランティア活動等に積極的に参加し、「豊かな心」を育むための実践活動の充実を図る。
【進路指導】
○キャリアガイダンスの充実を図り、生徒の主体的な進路選択・決定のための能力を育成する。
○早い段階での職業観・勤労観の育成に向け、商業科・工業科が連携し、インターンシップの実施時期や受入事業所等について再検討を行う。
【保健体育】
○保護者・部活動顧問とも連携し、健康診断後の受診率向上を図るなど、生涯にわたって健康・安全な生活ができる能力を育成する。
【業務改善】
○多忙感解消のための業務の平準化を推進するとともに、組織力アップのためのＯＪＴや校内研修等の更なる充実を図る。
4 自己評価
評価
領域

重点目標

５ 学校関係者評価
具体的方策（教育活動）

・行事の計画・運営に際し、関係者と
の調整を図り、事前の準備を徹底さ
１ 学校行事の適切
せる。
な計画、調整、運営
また事後、改善へ向けて検討を行
う。

総
務
・総会及び親師会諸行事の参加率
２ 親師会活動の活 を高めるために、案内状やメール等
性化
によって情報を発信し、様々な機会
を捉えて保護者に働きかける。

教
務

評 価 基 準
４：事前の準備と事後の改善が十分にでき、適切な行事運
営ができた。
３：事前の準備と事後の改善ができ、ほぼ適切な行事運営
ができた。
２：事前の準備と事後の改善はできなかったが、行事運営
はできた。
１：事前の準備、事後の改善、行事運営ともに適切でな
かった。

４：親師会行事にのべ七割以上の参加をいただいた。
３：親師会行事にのべ五割以上の参加をいただいた。
２：親師会行事にのべ三割以上の参加をいただいた。
１：親師会行事への参加がのべ三割未満であった。

①朝読書で読んだ本の冊数を前年と比較 ②検定や資格
試験の受験者数・合格率を近年と比較
・朝読書の継続により、読書習慣の
４：①、②ともに良好。
定着をはかる。また、資格や検定の
３：①、②のどちらかが良好。
合格者を増やす。
２：①、②とも例年程度。
基礎学力の定着と
１：①、②ともに不十分。
学習意欲の向上
①家庭学習時間の調査 ②方策の検討・実施
・学習習慣の定着の方策を検討・実 ３：①、②ともできた
施する。
２：①のみできた
１：どちらもできなかった

達成
度

3

2

2

2

重点目標の達成状況の診断・分析

○年度初めの行事・学期末の行事等については、関係者
と事前調整を行いほぼ適切な運営ができた。
○創立１０周年記念行事についても親師会の協力を得て
無事に終えることができた。

○総会出席者１３０名、同報告会１６名、球技大会７０名
（球技大会は教職員を含む）の参加があった。教育講演会
については正確な人数は把握していないが、例年より多く
の参加があった。教育講演会等メールでの情報発信を
行ったが、内容やメーリングリスト登録率の向上等の課題
がある。

学校関係者からの意見・要望等

評価

○親師会総会に様々な
学校行事を重ねて行うこ
とで、出席率の増加した
例もあるが、継続性につ
いては難しい問題であ
る。
○保護者へ積極的に案
内していくことが重要であ
り、その為にも、メーリン
グリストの登録率の向上
をお願いしたい。

○検定・資格試験につい
て、必要性を認識させ自
○朝読書は毎朝実施しており、習慣の定着が進んでいる。 覚させて欲しい。３ヶ年の
検定・資格取得についても積極的に挑戦する生徒（希望受 スケジュール等を提示す
験者）が多い。検定合格率は例年程度であった。
るなど、計画的な取組が
できるように指導していた
だきたい。
○昨年度と比較しても１学期末の欠点保有者が１９人から
７人へ、２学期末も２３名から１０人と半減している。調査を
比較、検討しながら今後も喚起に努めたい。

Ｂ

Ｃ

４ 自己評価
評価
領域

重点目標

５ 学校関係者評価
具体的方策（教育活動）

評 価 基 準

・学期に１回、各クラスのいじめ・被 ４：１年間で３回以上実施した。
１ 教育相談活動の 害調査を実施し、該当者がある場合 ３：１年間で２回実施した。
充実。
は「いじめ対策委員会」対応策を講 ２：１年間で１回実施した。
じ、組織的に解決を図る。
１：実施しなかった。

生
徒
指
導

４：１年間の服装頭髪検査において再検査不合格生徒が０
名だった。
・年５回の服装頭髪検査において、
３：１年間の服装頭髪検査において再検査不合格生徒が５
検査の重要性を認識させるとともに
名以下だった。
再検査の人数を年間通してゼロに
２：１年間の服装頭髪検査において再検査不合格生徒が１
する。
０名未満だった。
１：１年間の服装頭髪検査において再検査不合格生徒が１
２ 基本的生活習慣
０名以上だった。
の育成と規範意識の
向上。
４：自転車点検・交通安全指導を行い、十分な成果があっ
た。
・自転車交通事故の減少と自転車
３：自転車点検・交通安全指導を行い、ある程度成果が
交通マナーを改善することを目的
あった。
に、自転車点検や交通安全指導等
２：自転車点検・交通安全指導を行ったが、事故やマナー
を実施する。
の向上につながらなかった。
１：自転車点検・交通安全指導を行う機会がなく、事故やマ
ナーの向上につながらなかった。

・生徒会が活発に活動できるように
促す

１ 生徒会を中心に
全校生徒による主体
的意欲的な活動の実
現

特
活

４：学校行事が実施されるまでに、全校生徒の意見や考え
を生徒会でまとめ、全校生徒が主体的に活動できた。
３：学校行事が実施されるまでに、全校生徒の意見や考え
を生徒会でまとめ、ある程度の生徒が主体的に活動でき
た。
・各種学校行事で、全校生徒自らが
２：学校行事が実施されるまでに、全校生徒の意見や考え
主体的に活動できるように促す。
を生徒会でまとめたが、生徒があまり主体的に活動できな
かった。
１：学校行事が実施されるまでに、全校生徒の意見や考え
を生徒会でまとめたが、生徒が全く主体的に活動できな
かった。

２ 地域社会におけ
る萩商工の存在意義 ・地域に貢献する活動を探り、実施
を高めるような活動 する。
の実現

・健康診断後の受診を促すために、
親師会総会、保護者会、各ＨＲなど
で積極的に呼びかける。
・プリントによる受診勧奨を定期的に
行う。

保
体

整
備

４：各種活動において主体的にまとまって活動できた。
３：各種活動においてほぼまとまって活動できた。
２：各種活動においてあまりまとまって活動できなかった。
１：各種活動において全くまとまって活動できなかった。

生涯にわたって健
康・安全な生活の実
践ができる能力の育
・学校医や地域と連携して、各種の
成を目指す。
健康課題（歯・性・薬物・こころ 等）
について、生徒の実態に応じた指導
を行う。

４：地域に貢献する活動を、新たに全校生徒で行うことが
できた。
３：地域に貢献する活動を、新たに生徒会役員等一部の生
徒で行うことができた。
２：地域に貢献する活動を、新たに行うことができなかっ
た。
１：過去行った地域に貢献する活動も行うことができなかっ
た。
４：全体の受診率が９０％以上であった。
３：全体の受診率が８０％以上であった。
２：全体の受診率が５０％以上であった。
１：全体の受診率が５０％未満であった。
４：学校医、地域と連携し、保健指導に取り組んで、生徒の
健康意識も高まり、実践力がついた。
３：学校医、地域と連携し、保健指導に取り組んだ結果、生
徒の健康意識は一時的に高まったが、実践する力があま
りついていない。
２：学校医、地域と連携し、保健指導に取り組んだ。
１：学校医、地域と連携した保健指導を計画どおり実施す
ることができなかった。

４:全員が早く取りかかり時間内いっぱい掃除をした。
３:ほとんどの生徒が取りかかりも早く時間いっぱい掃除を
・掃除にできるだけ早く取りかかるよ
した。
進んで掃除をし、校 う教員が声かけを行う。
２：取りかかりがやや遅く時間内に掃除を終了している生
内の美化に努める。 ・時間いっぱい掃除を行うよう指導
徒もやや目立つ。
監督を徹底する。
１：取りかかりが遅く時間内に掃除を終了している生徒が
目立つ。

４：全学年・全員に進路面接・相談を実施することができ
・個々の生徒の進路希望について、
た。
進路指導部、外部カウンセラー、学
３：全学年についてほぼ進路面接・相談を実施することが
科・学年・担任の連携のもと、面接・
できた。
相談を行う。
２：あまり進路面接・相談を実施することができなかった。
１：全く進路面接・相談を実施することができなかった。

進
路

１ 学校教育全体を
通して、キャリア教育
の充実を図り、生徒
４：３学年対象に求人票受付状況のメール配信や小論文
一人ひとりの多様な
進路希望に対応した ・生徒が自主的・主体的に進路を選 指導、各種模試や公務員対策、また全校生徒へ進路だよ
進路指導を目指す。 択・決定するための能力を育成する りを発行する。
ため、必要な進路情報の提供や進 ３：上記項目の４つが実施できた。
２：上記項目の３つが実施できた。
２ 生徒自らがそれ 路実現のための対策を行う。
１：上記項目の実施が２つ以下であった。
ぞれの人生設計を
し、自主的・主体的な
進路選択能力を身に
つけさせる。
４：該当生徒全員に情報提供を行い、指導・助言ができ
た。
・進学希望の生徒に対し、担任・科
３：該当生徒についてほぼ全員に情報提供を行い、指導・
長・コース長と連携をとりながら、入
助言ができた。
試状況の提供と指導・助言を行う。
２：あまり情報提供や指導・助言ができなかった。
１：全く情報提供や指導・助言ができなかった。

１ 体系的な進路指
導の確立

①1年生からの公務員対策、ＳＰＩ対
策等を行い、意識づけを強くする。
②2年生からの面接対策を行う。（2
年生後半から履歴書、出入り指導
等）
③3年生の面接内容、面接指導につ
いての検討を行う

２ 授業改善

新学習指導要領に対応した授業改
善、シラバスの改訂を行う。
①全員が研究授業を行う。
②新科目の検討会を行う。
③検定の合格者についての分析を
行う。

商
業

４：左記の３つの取り組みすべてを行い、その後の検討を
することができた。
３：左記の３つの取り組みを行った。
２：左記のうち１つ以上取り組むことができた。
１：左記の取り組みをすることができなかった。

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

4

○被害等の調査を、学期に1回実施しているが、１学期に
いじめ事案が発覚し早急に対応した。来年度に向け、「い
じめ検討委員会」の組織等の再編を構築するとともに様々
なケースに対応できる調査方法の工夫が必要である。

4

○年６回の服装頭髪検査を実施し、各学年数名の生徒が
再検査になったが、現在までの再検査においての不合格
者はない。検査当日における検査不合格者は少ないが、
常日頃の服装頭髪を生徒が自主的に厳守できるような指
導方法や鞄、防寒着等の規約についても検討していきた
い。

○学校内では、服装や態
度など守られているが、
校外において服装や態
度など悪い例もみられ
る。自転車のマナーも併
せて生徒指導により一層
力を入れて欲しい。

3

○自転車点検や交通指導の充実を目標に指導した。大き
な交通事故等はなかったが、３学期に自転車通学の生徒
が一般人と接触した事故が起きた。生徒の現場での対応
は良かったが、自転車保険加入の重要性を再認識させら
れた。全校集会等で全校生徒に事故の内容等を含め、自
転車保険の重要性についても指導することが必要である。

3

○各種行事においては、生徒会が主体的に計画・運営を
まとまって行っている。特に生徒の意見を組み込むための
アンケートや希望調査をおこなったり、行事後の反省や生
徒の意見を集約し、次の行事に生かそうとする意欲がみら
れた。

3

○生徒会が各行事の前にアンケート等を実施し、全校生
徒の意見を考慮に入れて各行事を実施した。行事終了後
のアンケート調査により次年度への生徒会活動を改善し
ていくことが望まれる。

3

○例年どおり大きな行事は問題なく実施している。地域社
会に萩商工をアピールするため、文化祭の内容を検討し
実行した。来年度に向け、ボランティア活動等の計画を検
討していくことが必要である。

2

○全体の受診率は６９％であった。学校保健安全委員会
でも課題として協議した。今後も担任からの呼びかけ、保
健便り等で啓発、再度受診勧奨を発行するなど、受診率
の向上に努めたい。

3

○1年生を対象にした学校歯科医による保健指導や地域
の外部講師を招聘して性に関する保健指導を2年生に実
施した。今後、学校医や地域と連携し、生徒の実態に応じ
た指導につなげていきたい。

評価

Ｂ

○各種行事等について
は、生徒自らが主体と
なって良く取り組んでいる
と思う。
○ボランティア活動等に
ついては、もっと商工の
生徒がしていると分かる
ようにＰＲしていくことも大
切だと感じる。

Ｂ

○受診率が上がらないの
は、自己管理ができてい
ないことにつながると考
えられる。自己管理の意
識を高められるような取
組をしていただきたい。

Ｃ

○取りかかりも早くなり、清掃活動への意識は高まってき

3 ている。

4

○担任・科長（コース長）を中心に就職希望生徒一人ひと
りと面談を行い、希望状況や企業情報の提供を行った。企
業の求める生徒像や本人の適性を考慮しながら就職指導
を行い、一次募集で昨年以上の内定状況となった。（９
６％）

3

○３年の生徒や保護者へ求人状況の情報提供として、７
月１日より８月上旬までほぼ毎日求人票の受付状況をメー
ル配信できた。また、公務員対策として１学期月２回の
ペースで外部講師（大原簿記、ＹＩＣ）による課外授業を行
い、採用試験で８名の合格者を出すことができた。さらに
医療・看護系の希望者には国語科の教員を中心として小
論文指導を行った。進路だよりについては、３年生の進路
先が全員決定した後配布する予定である。

○校内、校外を含めて意
欲的に美化活動に取り組
んでいただいているが、
生徒自らが自主的活動
できるようになれば良い
と感じる。

Ｂ

○生徒一人ひとりの個に
応じた的確な指導をして
いただき、適切な進路実
現が図られている。

Ａ

○生徒との面談や担任と情報の共有を図り、公募推薦、

4 指定校推薦、一般入試など様々な受験方法に対応すべ
く、十分な情報提供や指導ができた。

○３年生の面接指導については概ね科として分担し指導

2 できたが、１・２年生の対策については未実施である。

○３年後の将来を見すえ
て、１・２年生に対して計
画的に対策を講じて欲し
い。

今後計画的に対策を行っていきたい。

Ｃ
４：左記の３つの取り組みすべてを行い、その後の検討を
することができた。
３：左記の３つの取り組みを行った。
２：左記のうち１つ以上取り組むことができた。
１：左記の取り組みをすることができなかった。

2

○検定については1学期、2学期当初の取り組みへの分析
も出来ているが、新科目の研究や研究授業について未実
施である。
○生徒にとってより良い教育課程と授業内容について検
討し、実施していきたい。

４ 自己評価
評価
領域

機
械

重点目標

５ 学校関係者評価
具体的方策（教育活動）

評 価 基 準

４：各学年に面談指導を行い、意識を高めることができた。
目標とした進路実 個別の面談を行うことにより意思の ３：３年生のみ面談指導を行い、意識を高めることができ
現のために充実した 確認を行いつつ、進路について理解 た。
教育活動を行う。
を深める。
２：一部の生徒にのみ面談指導を行った。
１：実施できなかった。

授業の内容に取り入れ、勉強の仕 ４：ほぼ全員の生徒が1つ以上取得した。
各種の資格取得に取 方についての確認を行いつつ、一人 ３：半数以上の生徒が１つ以上取得した。
り組む。
でも多くの生徒に資格を取得させ
２：若干名の生徒が１つ以上取得した。
る。
１：取得できなかった。

実習や現場見学を通じて、土木に関
１ 土木技術者として する興味を深めるとともに社会性の
必要な知識や社会性 育成にも取り組む。
を養い、充実した進 講話や視聴覚教材を利用し、職業に
路決定を行う。
対する意識を高めるとともに適正な
進路について深く考えさせる。

土
木

電
気

４ 実習や現場見学・講話・視聴覚教材等の取組みが充
実し、進路決定にも十分役立った。
３ 実習や現場見学・講話・視聴覚教材等の取組みを進路
決定に役立てることができた。
２ 実習や現場見学・講話・視聴覚教材等の取組みを進路
決定に役立てることがあまりできなかった。
１ 実習や現場見学、講話、視聴覚教材等の取組みが十
分にできなかった。

４ 資格取得やコンテストに積極的に取組み、十分な成果
を残すことができた。
２ 資格取得やコンテ 補習等により資格に対する意識を高
３ 資格取得やコンテストに積極的に取組むことができた。
ストを通じ、土木に関 めるとともに土木に関するコンテスト
２ 資格取得やコンテストへの取組みで、あまり成果が残
する興味や専門的知 にも積極的に取組むことで専門的な
せなかった。
識・技術を養う。
知識や技術を養う。
１ 資格取得やコンテストへの取組みが十分にできなかっ
た。
・将来のスペシャリスト育成事業、若
ものづくりコンテストの成績・技能士の合格率
年者ものづくり人材育成事業等を活
４ 優勝１、入賞１・１００％
用し、産業界の熟練技術者から指
１ ものづくりの推進
３ 入賞２・７０％以上
導・助言を頂き、ものづくりコンテスト
２ 入賞１・５０％以上
および技能士（技能検定）への積極
１ 参加０・５０％未満
的な取り組みを図る。

・検定や資格試験への積極的な取り
２ 資格取得指導の
組みと合格率アップを目指し、ジュニ
充実
アマイスターの取得数を増やす。

ジュニアマイスターポイントの合計
４ ５００点以上
３ ４００点以上
２ ３００点以上
１ ３００点未満

４：現場見学・視聴覚教材を用いた講話等により興味関心
１ 建築に対する興
を持たせることが十分にできた。
味を深め、自己の能 ・ 現場見学・講話等の体験を通し興 ３：現場見学・視聴覚教材を用いた講話等により興味関心
力や適性に応じた進 味関心を持たせ、自己の適性にあっ を持たせることがほぼできた。
路選択ができるよう た進路選択を行う。
２：現場見学・視聴覚教材を用いた講話等が十分に実施で
に支援する。
きなかった。
１：現場見学・視聴覚教材を用いた講話等が実施できな
かった。

建
築

１
年

４：実習等による作品制作により、山口県や萩市の企画に
協力・展示・寄贈を５件以上行い学校のPR、ボランティアを
行い地域に貢献できた。
２ 専門性を活かし、 ・制作物を展示・販売・寄贈等を行う ３：実習等による作品制作により、山口県や萩市の企画に
地元の発展に協力す ことにより萩商工のPRをするととも 協力・展示・寄贈３件以上行い学校のPR、ボランティアを
ることにより地域に貢 に、山口県や萩市の企画に協力し 行い地域に貢献できた。
献する。
ボランティア活動を行う。
２：実習等による作品を展示・販売し学校のPR、ボランティ
アを行い地域に貢献できた。
１：実習等による作品を展示・販売し学校のPR、ボランティ
アを行えず地域に貢献できなかった。
４：生徒の状況と問題を把握し、支援・指導をすることが十
分達成できた。
１ 基本的生活習慣 ・個人面談や保護者会を実施するこ ３：生徒の状況と問題を把握し、支援・指導をすることがほ
を確立させ、高校生 とにより、生徒の状況や問題を把握 ぼ達成できた。
活に適応するための し、それに応じた支援や生活指導を ２：生徒の状況と問題を把握し、支援・指導をすることがあ
指導を推進する。
行う。
まりできなかった。
１：生徒の状況と問題を把握し、支援・指導をすることがで
きなかった。
・３年後の進路を見据えた指導の一
２ 基礎学力向上の 貫として、目標をもって学習に取り組
ための指導を充実さ ませるとともに、１学年で受検可能な
せ、基礎的資格を取 資格を計画的な指導により取得させ
得させる。
る。

1 進路を見据えた
上で、学校の中心学
年として自覚を持ち、
高校生活に対し意欲
的に取り組む姿勢を
育てる。

２
年

・個人面談と保護者会等の実施によ
り、適性な進路・目標の設定、進路
実現に向けて準備すべきこと、期日
を決めてやるべきことなどのアドバイ
スをする。同時に、学習面・生活面
等についてもきめ細やかな指導を行
う。

・期日と時間を強く意識させる。提出
物を期日までに提出するように指導
する。また、時間を厳守するよう指導
２ 基本的生活習慣
する。
を確立させる。
・修学旅行、学年行事等の集団行動
時の場に応じた行動、時間を意識し
た行動がとれるように指導を行う。

４：目標をもって学習に取り組み、1年間で90％以上の生徒
が資格を取得した。
３：目標をもって学習に取り組み、1年間で70％以上の生徒
が資格を取得した。
２：ほぼ目標をもって学習に取り組み、1年間で50％以上の
生徒が資格を取得した。
１：目標をもって学習に取り組めず、1年間で50％未満の生
徒が資格を取得した。

達成
度

重点目標の達成状況の診断・分析

3

○個別の面談は５月に３年生全員に実施し、進路につい
て深く考えるきっかけになったと思う。機械コース２４名全
員の進路が決定した。コース長による２年生の面談を行
い、３年生になる直近の進路支援としている。また、実習
開始前の集合時に各学年、生徒全員に意思の疎通を図る
ことが出来た。

4

○意欲的に取り組む生徒が徐々にではあるが増加しつつ
あり、目標を持って取り組む姿勢が見られる。ほぼ全員の
生徒が１つ以上取得した。原動機の２年３学期の授業の内
容に、ボイラーに関する事項を取り入れ、資格取得の一助
としている。

3

○一学期には２・３年生、二学期には１年生において現場
見学を行った。また三学期には卒業生講話を予定してい
る。
さらに実習や課題研究・授業を通して土木の仕事につい
て深く学び、進路決定の参考にすることができた。土木
コース１４名のうち１０名が建設関係に就職内定をした。
（萩市役所１名含）

学校関係者からの意見・要望等

評価

○資格取得や進路実現
の充実を図るため、１年
次から段階をおった適切
な指導に今後も取り組ん
でいただきたい。

Ｂ

○今後も関係団体等と連
携して専門性を高める取
組を継続していただきた
い。

Ｂ

○一学期はものづくりコンテスト（測量）や測量技術競技大
会、二学期は製図コンテストに向けて積極的に取り組ん
だ。ものづくりコンテストでは中国大会で２位に入賞した。

4
○さらに測量士補や土木施工管理、危険物などの資格取
得に対しても計画的に指導し、土木施工管理では６名が
合格者した。

2

○未来想像チャレンジ事業の活用により、マイコンカー講
習会を実施するなど、技術向上を図った。マイコンカーは、
昨年より１秒タイムアップし、全国大会でも２４位と過去最
高の順位となり、講習会の成果が出せた。
○ものづくり大会、技能士については、低調な結果であっ
た。取組み時期を早くし、技術・技能を早めに身につけさせ
たい。

2

○３１６点（１年生 １５８点、２年生 ７３点、３年生 ８５点）
○昨年度と比べると、合計が７６ポイント低い。特に２、３年
生の資格取得が低かった。難易度の高い資格にチャレン
ジし、合格するために生徒自身の取り組み姿勢、意識の
強化を図りたい。

4

○１学期中に、２・３年生に対し現場見学を実施した。ま
た、３年生に対して１回目の林業インターンシップ（基礎講
座）を実施した。
○２学期には３年生に対し2回目の林業インターンシップ
（実践講座）、２年生には『重要文化財「大照院」保存修理
工事』の現場見学を実施した。
○３学期には工業科3年生に対し卒業生講話を実施した。
１年生に対し現場見学を実施予定である。

4

3

○昨年優秀賞を受賞した「第２３回世界スカウトジャンボ
リー」における歓迎作品の募集審査結果本校応募作品
「木目を生かした休憩所と受付」を制作し現地に設置し、実
際に活用頂いた。また、期間修了後「休憩所」は萩市に寄
贈致した。
○道の駅「萩・さんさん三見」にて「日本一精度の高いびわ
の種飛ばし大会２０１５」を開催した。ものづくりフェスタ２０
１５において活動をパネルで紹介もおこなった。
○萩西中学校、佐々並小学校、白水小学校に対し技術ボ
ランティアをおこなった。
○萩商工祭での木工作品の販売も盛況であった。

○全員の生徒、保護者と面談を行い、生徒の状況を把握
することができた。問題解決に向け教育相談や生徒指導
部と連携をとって対処している。現在も不登校等の問題を
抱えた生徒がおり、継続的な指導・支援が必要である。

○評価基準の設定が若
干高いように感じる。
○資格取得等に向けた
取組については、１年次
からの計画的・組織的な
指導を行っていただきた
い。

Ｃ

○関係団体と連携した
様々な地域貢献活動に
ついては非常に評価でき
る。
○学校のブログ等にも良
く載せていただいている
が、更に積極的にＰＲと
継続的な周知の方法も
考えられると良い。

Ｂ

○入学時と現時点では、
生徒の意識も変化しいる
と感じられる。面談なども
学年全体で計画的に取り
組むなど、生徒の意識向
上に向けた取組の充実を
図っていただきたい。

Ｂ
4

○約８０％の生徒が学習に目標をもって取り組めており、９
０％以上の生徒が資格を取得した。今後、進路意識を更に
高め、進路実現に向けた目標設定や資格取得ができるよ
う、指導や情報提供をしていきたい。

４：年２回以上の個人面談で生徒の状況と問題を的確に把
握し、支援することが十分に達成できた。
３：年１回以上の個人面談で生徒の状況と問題を把握し、
支援することがほぼ達成できた。
２：年１回は面談を行ったが生徒の状況と問題を十分に把
握できず、支援することがあまりできなかった。
１：面談を実施できず、生徒の状況と問題を把握すること
も、支援することもできなかった。

3 含む）を把握することができた。今後、進路に向けてより一

４：１００％時間・期日を守り、信頼される行動がとれた。
３：ほぼ、時間・期日を守り、信頼される行動がとれた。
２：時間・期日を守れず、信頼される行動がとれないことが
よくあった。
１：ほとんど時間を守れず、信頼を失うような行動が多かっ
た。

○授業（移動教室なども含めて）は、チャイムと同時に着
席しており、ほぼ時間を意識して行動することができた。提
出物は期日までに全員提出は難しいが、遅れる場合の報
告は必ずするように指導しており、それが実施できてい
る。

○ほとんどの生徒には面談を実施し、生徒の状況（進路を
層の進路面談を実施して行きたい。

4

○集合時間を守るなど、
集団行動できていること
について評価できる。
○３年生となるにあたり、
目標を持って計画的に取
り組んでいけるよう、進路
指導の充実を図っていた
だきたい。

Ｂ

４ 自己評価
評価
領域

３
年

重点目標

生徒の希望・適性・
能力に応じた進路指
導を行う。

５ 学校関係者評価
具体的方策（教育活動）
・生徒全員に複数回の進路面談・相
談を行い、生徒の希望・適性を把握
した上で、一人一人に適切な指導を
行う。

評 価 基 準
４：全員に２回以上、面談・相談を実施することができた。
３：全員に１回は、面談・相談を実施することができた。
２：あまり面談・相談を実施することができなかった。
１：ほとんど面談・相談を実施することができなかった。

４：全員に資料が提供できた。
・生徒・保護者に対し、1学期中に進 ３：希望者には、資料が提供できた。
路資料を提供する。
２：あまり資料の提供ができなかった。
１：ほとんど資料の提供ができなかった。

４．各分掌内の業務を整理し効率化も図られ、分掌運営が
十分にできた。
学校の組織等
・各分掌内の業務を整理し、円滑な ３．各分掌内の業務を整理し、業務の見直しを検討するこ
・校務分掌の業務見
校務の運営を図る。
とができた。
直し
２．各分掌内の業務を整理するにとどまった。
１．各分掌業務のスムーズな運営にとどまった。

業
務
改
善

各種会議等の時間
の短縮と効率化

・会議や校内研修会等の精選及び
時間短縮に向けた事前準備の徹底
を図る。
・伝達事項、報告事項についてはで
きるだけ職員朝礼等で行う。

３：すべての会議等が勤務時間内に終了した。
２：ほとんどの会議等が勤務時間内に終了した。
１：職員朝礼、職員会議ともに時間を超えることが多かっ
た。

勤務状況
・年休取得の促進

・年休・代休を取得を呼びかける。
・業務時間記録表をもとに健康管理
を呼びかける。
・ゆとりある職場環境づくりに努め
る。

４：教職員の８割以上が、年休取得率５０％以上であった。
３：教職員の６割以上が、年休取得率５０％以上であった。
２：教職員の４割以上が、年休取得率５０％以上であった。
１：教職員の２割以上が、年休取得率５０％以上であった。

達成
度

重点目標の達成状況の診断・分析

○生徒全員に2 回は面談・相談を実施することができ、生

4 徒の希望・適性を把握し適切な指導を行った。

4 ○生徒保護者に対し、進路資料を提供することができた。

2

○校務分掌の再編（７分掌→５分掌）に伴い、年度当初、
分掌業務の連携が上手くいかず、仕事が滞る場面も見ら
れ、分掌主任を中心に係の仕事内容について調整を図っ
た。今後は、各種委員会等等を有効に活用するなど、各分
掌内の係の業務について見直しを図り、組織力強化を
図っていきたい。
○朝礼伝達票の活用など職員朝礼を有効に使い、各種会

3 議の時間短縮を図ることは、概ねできている。

4

学校関係者からの意見・要望等

○生徒一人ひとりの進路
実現を図ることができて
いた。こうした取組が次
年度の後輩に受け継が
れるよう、情報の共有化
等に努めて欲しい。
○進路に関する資料を適
切な時期に必要なものを
提供するなど、進路部と
の連携をより一層深めた
取組としていただきた
い。、
○校務の平準化や校務
内容の見直しについて、
改善を図っていただきた
い。
○先生方の健康管理に
十分留意しながら、生徒
の指導に頑張って下さ
い。

評価

Ａ

Ｃ

○部活動や資格取得の補習など忙しい状況にあるもの
の、夏期厚生休暇は９割近い取得率を示しており、年休や
代休については適正に取得されている。今後とも、超過勤
務となっている先生方の健康管理に十分な配慮し、業務
の平準化を図っていきたい。

６ 学校評価総括（取組の成果と課題）
①親師会活動については、昨年と同程度の参加率を図ることができた。親師会総会については、再集会も実施したが思うように出席率が上がらなかった。今後は、内容の検討
を図るとともに、保護者への情報発信にも力を入れ、親師会活動の更なる活性化を図っていきたい。
②朝読書の実践も４年目となり、落ち着いた雰囲気で授業に望んでいる。また、読書習慣の身に付いた生徒も増えていると感じられる。
③家庭学習の時間については、「全くしていない」が本校生徒は２６．８％（山口県全体では１８．３％）と非常に低く、「家庭学習時間が１時間未満」も５２．６％（山口県全体では２
８．３％）と高い数値を示しており、学習習慣の確立に向けた取組について、保護者と連携しながら、今後、取り組んでいくことが必要である。
④校内では比較的落ち着いた態度で学校生活を送っているが、校外において服装、頭髪、生活態度等の乱れが気になる例も見られる。校内はもちろん校外においての規範意
識の醸成を図って行くことが重要である。自転車事故も何例か起こっており、自転車のマナーも併せて生徒指導により一層力を入れていく必要がある。
⑤いじめ等の問題については、未然防止はもちろん早期発見・早期対応につとめた。また、精神的に不安定な生徒についても、教育相談、スクールカウンセラー等と連携した対
応ができた。
⑥生徒会の役員を中心とした萩往還清掃活動や建築コースの技術ボランティアなど、多くの地域貢献活動を行っている。また、萩ＬＯＶＥハイスクールや萩駅のイルミネフェスタ
など地域と連携した取組にも積極的に関わるなど、様々な活動を活発に実施することができた。
⑦部活動については各部とも熱心に練習に取り組み、多くの部が、全国大会、中国大会に出場した。なお、生徒数の減少に伴い、部活動のあり方については検討する必要があ
る。
⑧キャリア教育年間計画にそって進路ガイダンス、進路講話、面接指導等実施した。また、1年次におけるインターンシップについては、商業科と工業科が連携を図って１１月の
同時実施とした。今後、さらなる連携を深め、段階的・組織的なキャリア教育の推進を図っていくことが大切である。
⑨保健室を中心として、生徒、教職員の健康指導を実施するとともに、インフルエンザ等の感染症にも関係機関と連携をとりながら迅速に対応できている。なお、教職員の定期
健康診断による再検査について、受診率改善のため、積極的な声かけ等により健康の保持増進を奨めていく必要がある。
⑩学校情報の公開と保護者等への周知のために、HP・Ｔｗｉｔｔｅｒやブログ、分掌だより、学級通信等を通して行っている。特に学校の情報を効果的に発信するため、メーリングリ
ストの普及に努め、登録率１００％を目指したい。
⑪業務改善では、校務分掌の再編を図り、現状と照らして規定の改正等に着手した。今後は、分掌内業務を見直すなど、業務の平準化を図り、教職員の多忙感の解消を進め
ていきたい。
⑫年休の取得については、多くの教員が適正に取得されているが、部活動などについて積極的に休養日を設定するなど、生徒も教員も生活バランスを考えた活動を推進する
必要がある。

７ 次年度への改善策
◆地域の協働イベントやボランティア活動等への積極的なかかわりを通して、郷土愛を育むとともに、地域の発展に貢献できる実践力と問題解決能力を身につける教育活動を
より一層推進する。
◆校訓である｢質実剛健｣｢至誠一貫｣｢知行合一」のもと、北浦における専門学校としての新たな歴史と伝統を育んでいくスペシャリスト人材の育成を図るとともに、生徒一人ひと
りの進路実現に向けて学校として組織的に取り組む。
◆「チャレンジ目標」・「魅力創出」の実践を通して、基本的生活習慣の確立を目指すとともに、検定・資格取得、部活動や学校行事等の活性化を図り、豊かな人間性を育む。
【学習指導】
○｢わかる授業」の実践を通して、基礎学力の向上を目指すとともに、家庭における学習習慣の定着を図る。
○公開授業やアクティブラーニングの実践など、校内研修を積極的に推進し、資質の向上を図る。
【生徒指導】
○多様化する生徒の実態を的確に把握し、朝の正門指導や授業・実習等での教科指導も活用しながら、身だしなみや挨拶など、基本的生活習慣の確立を図る。
○情報モラルの低下による「いじめ問題」や自転車マナーを含む「交通ルール遵守」等について、未然防止を基本とした積極的生徒指導の推進を図る。
○地域貢献活動や各種ボランティア活動等への積極的参加や部活動の活性化などを通して、「豊かな心」を育むための実践活動の充実を図る。
【進路指導】
○インターンシップの充実など、早い段階での職業観・勤労観の育成を図り、計画的キャリアガイダンスを実践し、生徒が主体的に進路選択・決定する能力を育成する。
【保健体育】
○保護者・学校医・部活動顧問とも連携し、健康診断後の受診率向上を図るなど、生涯にわたって健康・安全な生活ができる能力を育成する。
【業務改善】
○組織力アップと多忙感解消のため、業務の平準化およびスリム化を推進するとともに、ＯＪＴや校内研修等の充実を図り、学校全体の協働体制の構築を目指す。

