令和３年度
１

山口県立周防大島高等学校（安下庄校舎）領域別自己評価表

校長

大田

真一郎

学校教育目標

燦(さん)として輝き、熱誠(ねっせい)こめて社会の力となる人材の育成
～他者とのつながりの中で磨く、総合的な人間力～
総合的な人間力：至誠一貫（誠意・まごころ・夢・理想・志・チャレンジ精神・起業家精神・忍耐力・粘り強さ 等）
自主自立（思考力・判断力・表現力、行動力・責任感・規範意識・自己肯定感・地域肯定感 等）
友愛協働（親しみの情・福祉の心・思いやり・優しさ・協力性・協調性・連帯感・信頼感 等）

２

現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

当面取り組むべき課題として、次のことが挙げられる。
学習指導：目標を持って授業に取り組ませるための授業改善
恵まれたICT環境を活用した理解力・思考力・表現力等の育成
進路指導：早い段階で進路意識を高め、高い進路目標に向けた計画的な努力を促進
生徒指導：自己肯定感・他者肯定感の育成
生徒が主体的に行動し、自らを律することができる指導の充実
保健体育：生徒の健康や安全に関する意識を高める取組の充実
教育相談：支援を必要とする生徒に適切に対応できる体制づくりと支援の充実
いじめ防止：未然防止、早期発見及び早期解決のための情報共有と組織的な取組の充実
地域・保護者連携：学校による地域貢献活動と地域による学校支援の充実
寮運営：寮生の生活規律の確保と安全管理の充実とともに、魅力ある寮づくり
業務改善：業務の見直し・効率化や勤務体制等の改善による働き方改革の推進

３

基礎学力の定着に向けた家庭学習の充実

本年度重点を置いて目指す成果・特色、取り組むべき課題

○重点目標
（１）深い学びを促し、確かな学力を育成する学校づくり
（２）他者とのつながりを深め、健やかな心と体を育成する学校づくり
（３）地域を愛し地域から愛される、存在感のある学校づくり
○生徒チャレンジ目標
極（きわみ）

４
評価
領域

学
習
指
導

学校関係者評価

自己評価
具体的方策
達成度
評 価 基 準
重点目標の達成状況の診断・分析
（教育活動）
・生徒一人ひとりの主体的な学習 ・各教科の実態に応じ、主体的・
生徒は、生徒同士の協働、教員との対話等を通じて、
授業評価アンケートで積極的に授業に参加し、学力・技術を高めたと思う生徒の
を促し、確かな学力を育むための 対話的で深い学びの充実による授 4:
自己の考えを広げ、深める学びができつつある。
割合が８割以上である。
授業改善
業改善を図ることで、生徒の理解
引き続き、授業目標を明確にし、見通しをもって授業
力・思考力・判断力・表現力・技
に臨み、生徒の思考力・判断力・表現力・技術力等が高
術力等を育成する授業場面をより 3: 授業評価アンケートで積極的に授業に参加し、学力・技術を高めたと思う生徒の
まる授業を行っていきたい。そして主体的・対話的で深
割合が６割以上である。
多く設定する。
い学びの充実により、生徒がより積極的に学習に取組め
3 るよう、さらに一層の授業改善に努めて参りたい。
授業評価アンケートで積極的に授業に参加し、学力・技術を高めたと思う生徒の
2:
割合が５割以上である。
重点目標

1:
・希望進路の実現

進
路
指
導

・規範意識の向上

生
徒
指
導

保
健
体
育
指
導

・個人面談及び情報提供等を充実
学校評価アンケートの「明確な進路意識の有無」の項目で「よくあてはまる」
させ、具体的な進路目標を早期に 4:
「ややあてはまる」と思う生徒・保護者の割合が８割以上である。
もたせることで、明確な進路意識
を育む。
「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒・保護者の割合が６割以上で
3:
ある。
2:

「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒・保護者の割合が４割以上で
ある。

1:

「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒・保護者の割合が４割未満で
ある。

・授業での礼儀・服装・時間厳守
学校評価アンケートの「日常的な生活指導、集団指導や個別指導」の項目で「よ
等の指導や、集会時の全体指導等 4: くあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒・保護者の割合が８割以上であ
の日常的な生活指導を継続的に行
る。
う。
・生徒会による啓発活動を取り入 3: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒・保護者の割合が６割以上で
ある。
れる。
2:

「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒・保護者の割合が４割以上で
ある。

1:

「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒・保護者の割合が４割未満で
ある。

・健康や安全に関する意識の向上 ・委員会活動や学校保健安全委員
学校評価アンケートの「健康や安全に関する情報の提供」「生徒の健康と安全へ
会を通じて、生徒一人ひとりに健 4: の関心」の項目で「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒・保護者の
康と安全について考えさせる。ま
割合が８割以上である。
た、保健だよりを中心に、生徒に
健康・安全についての情報提供を 3: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒・保護者の割合が６割以上で
ある。
行う。
・担任・保護者と連携を密にとる
ことで、健康診断後の受診勧告を 2: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒・保護者の割合が４割以上で
ある。
受けた生徒の受診率を高める。
1:

教
育
相
談

授業評価アンケートで積極的に授業に参加し、学力・技術を高めたと思う生徒の
割合が５割未満である。

4

4

4

「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒・保護者の割合が４割未満で
ある。

・学校生活へのよりよい適応のた ・生徒一人ひとりに対応した教育
学校評価アンケートの「生徒一人ひとりに対応した教育相談活動」の項目で「よ
めの支援の充実
相談活動の活性化を図り、生徒が 4:
くあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が７割以上である。
安心して学校生活を送れるよう支
援する。
3: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が５割以上である。

4
2: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が４割以上である。
1: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が４割未満である。

い
じ
め
防
止

・いじめの未然防止、早期発見及 ・日頃から生徒との信頼関係の構
学校評価アンケートの「ＨＲでの面談や支援の適切な実施」の項目で「よくあて
び早期解決のための組織的な取組 築や生徒の些細な変容についての 4:
はまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が８割以上である。
の充実
教職員間の情報共有に努める。
・定期的なアンケート・面談希望
調査の結果を受け、迅速かつ適
3: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が５割以上である。
切、丁寧な指導を組織的に行う。

4

2: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が４割以上である。
1: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が４割未満である。
・地域と連携した教育の推進

地
域
・
保
護
者
連
携

・ボランティア活動やユネスコス
学校評価アンケートの「学校の教育活動は、地域の活性化に役立っている」の項
クールの活動などでの地域貢献
4: 目で、「よくあてはまる」「ややあてはまる」と回答した教員と保護者の割合が
や、地域と連携した教育活動をよ
７割以上である。
り一層充実させるとともに、生徒
の活動状況を積極的に発信する。 3: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が５割以上である。

4
2: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が５割未満である。
1: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が３割以下である。
・安全・安心な寮生活の提供

・教員が各寮を訪問し、寮生の生
学校評価アンケートの「定期的な寮訪問によるきめ細かな生活指導」の項目で、
活環境の保全と健康管理に努め
4: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と回答した生徒･保護者の割合が８割以
る。
上である。
3: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が５割以上である。

寮
運
営

4
2: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が４割以上である。

意見・要望等
教員の授業研究が進むことで、
主体的・対話的で深い学びがより
充実し、生徒の授業内容の理解度
が深くなれば大変よいことである
と思う。
「積極的に授業に参加し学力・技
術を高めた」生徒の学力定着状況
はどのようなものか示してほし
い。
地域創生科の充実は急務と思わ
れる。

概ね８割の生徒・保護者が「よくあてはまる」「やや
あてはまる」と回答しているが、７月実施のアンケート
から若干減少している。２学期は９月の進路の日以外に
ガイダンス等の実施がなく、進路について考える機会が
ないことが一因として挙げられる。
今後は、進路ガイダンス等全体を対象とした取組だけ
でなく、各階に進路情報関係のスペース等を作り、個人
でも進路について考え、明確な進路目標を持つ手助けを
していきたい。

生徒自身が進路に向き合い、見
出せるように引き続き手助けをし
てほしい。
目標を持つことは努力するため
のガソリンである。計画的に面談
等を行い、生徒の進路意識を高め
てほしい。
地域創生科のカリキュラムが、
卒業後社会に出たとき、会社等で
どう役立っていくのか示してほし
い。

概ね８割以上の生徒・保護者が「よくあてはまる」、
「ややあてはまる」と回答しているが、自転車の通学マ
ナーについて何件か指摘があった。校則については、夏
季の長袖、セーターのルールなど、他校の例を参考に変
更した。
自転車での通学マナーの指導や制服を含めた校則の見
直しついては今後も継続して行いたい。コロナ渦で保護
者が学校に訪れる機会が制限されている状況において、
学校での取組を保護者にいかに伝えるかも課題である。
生徒会の朝の挨拶運動を取り入れたが、挨拶について
は生徒はよくしていると思う。

朝・夕の登下校時、自転車で通
学する生徒を見かけるが、交通
ルールを守って自転車運転をして
いる。しっかり交通指導をしてい
る成果だと思うが、引き続き交通
ルールやマナー等の指導を行って
ほしい。
校則の変更について、生徒がど
れくらい関与したのか示してほし
い。

新型コロナウイルス感染症対策を中心に歯の健康や生
活習慣について、朝のSHRや保健だよりを通じて定期的
に情報を提供した。３学期の始めにはオミクロン株が流
行し始めたことをきっかけに、昼食時の黙食指導を本格
的に行い、感染症対策の強化を図った。同時に昼休みの
放送で、健康に関する情報提供を委員会活動通して行う
ことで、生徒一人ひとりが健康・安全について主体的に
考えることができるよう促した。
今後は、普段の生活習慣や運動習慣にも目を向けるこ
とができるよう情報提供の仕方を工夫していく。

引き続き新型コロナウイルス感
染症対策に努めてほしい。
昼休みの放送活用はよいことと
思う。
思春期における生活習慣が、成
人後の健康に大きく影響すること
から、継続して保健指導に取り組
んでほしい。体育でも、高校時代
に、体力の向上と生涯体育スポー
ツに取り組む姿勢を養ってほし
い。

導入して４回目となるTK式M2-DV＋（生徒自己理解調
査）を今年度も全年次で実施した。昨年度から、年次の
要望により１・２年次生に対して知能検査も含めて実施
した。実施後は、臨床心理士による結果説明会を開いて
結果の周知をはかり、全教員による生徒の特性理解を進
めた。また「発達障害の特性とその支援」について教職
員研修を行い、具体的な対応方法についても共通理解す
ることができた。
しかしながら、依然として人間関係の構築や学校生活
に不安を抱えている生徒は多いため、継続して生徒理解
と支援体制作りに努めたい。

生徒の特性理解が進んだのはよ
いと思う。生徒は多くの中学校か
ら入学しているので、さらに支援
を続けてほしい。
個に応じたきめ細かい指導に感
謝しかない。その中で、生徒には
社会性を身に付け、自ら解決する
力を体得してほしい。
中学校だけでなく、小学校との
連携も重要だと思う。

登校時に複数の教員が生徒昇降口で生徒に声掛けを
行ったり、昼休みに教室棟を巡回したり、授業以外での
生徒との関りを多く持つようにした。また、学校生活ア
ンケートや自己理解調査の結果を全教員で共有し、生徒
の情報把握に努めた。教育相談室からSCの来校日を生徒
に事前に知らせてカウンセリングの希望を取っている
が、教員が生徒に直接声かけをしてカウンセリングを促
すなど、相談体制を整えた。カウンセリング後は関係職
員で情報を共有した。
学校生活アンケートや生徒自己理解調査の結果を保護
者にいかに伝えるかが課題である。

アンケートの結果「相談しやす
い体制」が約75％であり、残りの
25％、４人に１人の生徒が気にな
る。生徒から相談しにくい側面も
あるのかと思われる。学校に相談
しにくい生徒に対して、他の方法
も教えてあげてほしい。
いじめの未然防止、早期発見及
び早期解決に引き続き努めてほし
い。

「服のチカラプロジェクト」では校内だけでなく、地
元の方々や中学校の協力により回収活動を行った。その
結果、合計2741枚集まり、マスコミにも紹介された。ま
た、「郷土おおしま発表大会」では中高がそれぞれに大
島の活性化について考えたものを地域に向けてオンライ
ンで発信した。さらに、「中高一貫教育だより」を周防
大島町広報の偶数月に掲載し、イングリッシュキャンプ
など中学校と高校の連携活動やボランティア活動など中
高一貫教育の活動を発信した。
来年度はより地域との連携を密にして情報発信をして
いきたい。

「服のチカラプロジェクト」は、
まさに「ＳＤＧｓ」の実践で、素
晴らしい取組と思う。
様々な活動を通して、中学生が
行きたくなる高校、愛したくなる
郷土大島となるよう、新しいこと
にチャレンジしながら、取組を継
続してほしい。
With コロナを前提に地域連携
のあり方を研究してほしい。

舎監日誌の確認や、教員による定期的な寮訪問を通
寮生活について、保護者も生徒
し、寮生の安全管理や、健康保持に努めている。また、 もアンケート評価で「５」が多
校内で定期的に寮生を集めて指導したり、個人的な相談 かったのは、教員の対応が良かっ
に対しても面接を行い対応した。寮内の消耗品について たからだと思う。
も早急に対応した。
親の代わりでもある教員への負
担は大きいかもしれないが、より
よい指導をお願いしたい。
寮生の保護者への適切な情報提
供を引き続き行ってほしい。

評価

B

A

B

A

A

A

A

A

1: 「よくあてはまる」「ややあてはまる」と思う生徒の割合が４割未満である。

業
務
改
善

・業務の効率化と働きやすい職場 ・各行事の内容・運営方法等の見
づくりの推進
直しや精選、会議時間の短縮、教 4:
材研究の効率的な実施、各分掌業
務の協働体制づくり、ノー残業
デーの設定等によりワーク・ライ 3:
フ・バランスのとれた働き方を推
進する。
2:
1:

５

業務を効率化し、前年度と比べて業務時間が減少したと感じている教員の割合が
８割以上である。
業務を効率化し、前年度と比べて業務時間が減少したと感じている教員の割合が
６割以上である。
業務を効率化し、前年度と比べて業務時間が減少したと感じている教員の割合が
４割以上である。

3

「業務時間が減少した」と感じている教員の割合が、
第２回学校評価アンケートの集計結果によると、第１回
アンケート結果の48.0％から69.6％へと約22％増加して
いる。
今年度の各行事の内容や運営方法、各分掌組織の協働
体制等を顧みて、分析・検証し、次年度に向けて、業務
の効率化及び働きやすい職場づくりを推進していきた
い。

アンケートの結果の22％増加は
評価できる。学習指導、生徒指
導、進路指導、部活動だけでなく
寮運営、地域との連携など多岐に
わたる業務の中で、最小努力かつ
最大効果の取組で教員の心身の健
康を大切にしてほしい。
難しいとは思うが、業務の平準
化に努めてほしい。

B

業務を効率化し、前年度と比べて業務時間が減少したと感じている教員の割合が
４割未満である。

学校評価総括（取組の成果と課題）

◯今年度、周防大島町、山口県立大学及び本校の三者が、相互に連携して人的・知的資源の交流及び活用を図り、周防大島の地域活性化と相互の発展に寄与することを目的とした「公大高包括的連携協定に関する協定」
を締結した。その第一弾として「アロハ・プロジェクト」や「周防大島町オリジナルグッズ・プロジェクト」の取組を実施し、オリジナルアロハやオリジナルマグカップ、トートバッグを作製した。
◯普通科環境コースでは「環境科学」の授業の一環として、地域における自然環境の保護と活用について実践する活動を行っている。昨年度からニホンアワサンゴが生息する地蔵ヶ浦の段々畑で水仙の球根植えや杏子の
植樹など環境整備を行ってきたが、今年度、環境省から特別に許可を取り、ニホンアワサンゴの飼育を始め、島内外の専門家と連携した探究活動を行った。
◯コロナ禍においても、自己管理と感染症対策を徹底した上で、文化祭、体育祭、修学旅行などの学校行事を実施した。また、本校の生徒会活動である「アロハ・フラ島高」の活動も、サタフラや地域の行事を通した地
域の方々との交流を徐々に拡げ、生徒自身が地域社会に貢献しているという実感を得る機会が増えた。
◯参加型学習プログラム「“届けよう、服のチカラ”プロジェクト」などの取組を通して、生徒のＳＤＧｓへの意識の高揚と共に、地域との関わりの中で、自己有用感を醸成した。
◯今年度も、一般入試での国公立大学への進学を始め、県内企業への就職など、学校だけでなくＰＴＡも巻き込みながら生徒の希望進路の実現を図ることができた。
◯課題としては、全国に一つしかない学科「地域創生科」の充実、業務の効率化と働きやすい職場づくりの推進、持続可能な学校の指導・運営体制の構築と教職員のワーク・ライフ・バランスの実現がある。
６

次年度への改善策

◯今年度の課題を踏まえ、学校設定教科「地域創生」や本校独自の取組等についてしっかり検証し、教育効果の高いものに力点を置くと同時に、取りやめるものと新たに創出するものを視野に入れながら、引き続き取組
の改善を行っていく。
◯本校の魅力や活躍する生徒の姿を積極的に島内外や全国に発信するとともに、さまざまな活動を中学生や保護者、地域に対して目に見える形で展開することで生徒募集に繋げ、学校の一層の活性化に努めていく。
◯コミュニティ・スクールの仕組みを活用しながら生徒の自己肯定感や自己有用感の醸成だけでなく、地域人材や地域資源等の地域のもつ教育力や支援をえながら、現行組織のスクラップ＆ビルドを図ることで業務改善
を積極的に進めていく。

