
令和２年度　山口県立下関西高等学校（定時制）　学校評価書 

１　学校教育目標

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

３　本年度重点を置いて取り組む目標

４　自己評価 ５　学校関係者評価
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

教育目標達成に
努力し、実現して
いく学校づくりを
進める。

職員会議や連絡会を通じ
て共通理解を図り、連携
して業務に当たる。また、
学校行事等は振り返りを
行い、次年度へつなぐ。

学校評価アンケートの肯定的な意見
4:９０％割以上である。
3.８０％以上である。
2.７０％以上である。
1.７０％未満である。

4

・学校評価アンケート「入学してよかったと思う。」の項目
における肯定的な意見は、生徒９４％、保護者１００％、
「本校の教育目標や、教育方針に満足している。」の項目
における肯定的な意見は、生徒９４％、保護者１００％
で、どちらもこの４年間で最高の満足度であった。
・「本校定時制では、特色ある教育活動が行われてい
る。」の項目における肯定的な意見は、生徒７６％、保護
者９３％で、生徒の満足度が下がったのは、コロナ禍の
中、時期を調整しながら内容を工夫し行事を行ったが、昨
年度よりも規模が縮小したり、中止となった行事があった
ためと推測する。

・生徒と保護者から満足
のいく評価となっており、
良い結果と考える。
・定時制も残りわずかと
なり、有終の美を飾って
ほしい。

Ａ

教科指導の充実
により、生徒一
人ひとりの基礎
学力の向上を図
る。

生徒による授業評価を年
２回実施し、授業の工夫・
改善を行う。

学校評価アンケートの学習指導や授業アン
ケートの肯定的な意見をトータルして
4：８０％以上である。
3：７５％以上である。
2：７０％以上である。
1：７０％未満である。

4

・年２回の授業アンケートの結果を活かしながら、日々の
生徒の反応等に対応した授業の改善・工夫が行われた。
・学校評価アンケート「教職員は、わかりやすい授業の工
夫に努めているか。」の項目における肯定的な意見は、
生徒８８％、保護者９３％であった。

・生徒の授業評価はとて
も大切だと思う。

Ａ

生徒の基礎学力
の定着を図る。

成績不振者に対する個
別指導を実施し、年度末
の欠点保持者を減少させ
る。

4：個々の生徒に応じた継続的な指導により、
大幅に改善された。
3：個々の生徒に応じた継続的な指導により、
一定の成果があった。
2：・個々の生徒に応じた取組を行ったが、成
果は十分ではなかった。
1：個別指導は全くできなかった。

4

・担任による個人面談や保護者懇談により、生徒の単位
取得や卒業への意識の向上が図れ、また、教科担当者
による授業の工夫や個別指導により、年度末の欠点保持
者が皆無であった。
・体育や家庭科等に教科外の教員が参加し、協働して授
業作りを行い、生徒からも好評であった。

・生徒が少ない中で、教
科外の教員が授業に参
加することは良いことだ
と思う。 Ａ

生徒の出席率を
高め、授業を大
切にする教育を
推進する。

早い段階から欠課時数調
査を実施し、本人・保護
者への連絡・指導を徹底
する。

4：調査が機能し、早めの指導をした結果、該
当者の半数以上の生徒に改善が見られた。
3：調査が機能し、早めの指導をした結果、数
名の生徒に改善が見られた。
2：欠課時数の連絡会を開いて早めの指導を
したが、改善は十分でなかった。
1：欠課時数の連絡会を開いて早めの指導を
したが、改善できなかった。

4

・コロナウイルス感染症による休業の延長により１学期始
業後に登校のリズムが崩れた者、受験本番前後の緊張
感から欠席が続いた者がいたが、早い段階から欠課時
数調査を行い、担任による個人面談や保護者懇談で本
人・保護者への連絡・指導、教員間での連携による指導
により、時数不足の改善が見られ、出席率は９５％以上
であった。

・新型コロナウイルス感
染症により運営が難しい
中、十分な運営が出来て
いる。
・出席率の高さに感心す
る。

Ａ

生徒理解を深
め、生徒の支援
体制を充実させ
る。

教員連絡会での情報交
換や養護教諭・スクール
カウンセラーとの連携に
より、生徒の支援体制を
充実させる。

4：生徒の支援体制が充実した。
3：生徒の支援体制がかなり充実した。
2：生徒の支援体制があまり充実しなかった。
1：生徒の支援体制が全く充実しなかった。 4

・教員連絡会や情報交換会での情報共有が行われ、全
体的には出席率は高く、早い段階で進級が危ぶまれるよ
うな生徒はいなくなった。
・３・４年生のみとなり、精神的にも成長し、保健室を頼る
生徒は減少した。

・特にありません。

Ａ

出身中学校、前在籍校や
関係諸機関、保護者との
連絡・連携を密にしなが
ら、生徒個々の性格や行
動の特徴を把握する。

4：年間を通じて互いに連絡を取り合い、生徒
の指導に活かすことが十分できた。
3：互いに連絡を取り合い、生徒の指導に活
かすことがほぼできた。
2：互いに連絡は取り合ったが、生徒の指導
に活かすことは少なかった。
1：問題行動等が起きた後に連絡を取り、未
然防止のために努めることは少なかった。

4

・定期的な個人面談、保護者懇談会等の実施や全校集
会時においての諸注意、生徒への情報提供により問題
行動等の未然防止に努め、問題行動はなかった。
・今年度も不審者情報が多かったが、市内の高等学校等
の生徒指導関係者や警察等の関係諸機関と連携して対
処に当たり、このところ不審者は減っている。
・出身中学校から情報をいただき、それを基に指導に活
かすことができた。

・問題行動がなかったこ
とは高く評価したい。

Ａ

「いじめ」に関する実態調
査を通じて、「いじめ」は
絶対に許さない厳しい態
度で臨む。

4：実態調査を通じて「いじめ」の根絶に向け
た取組が充実した。
3：実態調査を通じて「いじめ」の根絶に向け
た取組がかなり充実した。
2：実態調査を通じて「いじめ」の根絶に向け
た取組がある程度充実した。
1：実態調査を通じて「いじめ」の根絶に向け
た取組があまり充実しなかった。

4

・１学期・２学期ともにアンケート調査・個人面談を実施
し、実態を把握したが、「いじめ」は起きていない。来年度
以降も適切な防止指導と定期的な実態調査に努め、「い
じめ」は絶対に許さないという強い態度で臨みたい。

・「いじめ」は忘れた頃に
予想しないような形で発
生する。ＳＮＳも含めて常
に警戒を怠らないように
してほしい。
・教育相談体制を引き続
き確立して、安心して生
徒が相談できるようにし
てほしい。

Ａ

校長（山　田　哲　也）　　　　　

① 教職員の協働体制強化及び業務改善
② 一人ひとりに応じた学習指導の充実による基礎学力の向上
③ 生徒理解に基づく生徒指導の充実による基本的生活習慣の確立及び規範意識の高揚
④ ４年間を見通したキャリア教育の確立による進路意識の向上

【Ｒ２年度生徒チャレンジ目標】
① 基本的なマナーと学習態度を身に付けよう。
② 仲間への思いやりをもち、お互いの良さを認め合おう。

教育目標・・・・・・校是「天下第一関」の下、確かな学力・豊かな心・健やかな身体の育成と一人ひとりの個性の伸長を図り、
　　　　　　　　　　自立した社会人として次代を担うに相応しい人材の育成を目指す。

中・長期目標・・・①生徒理解を深め、一人ひとりを尊重しながら個性を活かす教育に努める。
　　　　　　　　　②生徒の基本的な生活習慣の確立を図り、学業と就労の両立を支援する。
　　 　　　　 　　③生徒の基礎学力の充実を図り、生涯学習社会の一員としての素養を身に付けさせる。
　　　　　　　　　④生徒の自主的・実践的態度を育成し、社会の良き構成員を育てる。

① 定時制閉校まで残すところ２年、学ぶ姿勢のある生徒の将来が少しでも良いものになるよう、生徒一人ひとりに対して取組を継続する。
② 学年数・生徒数が減少していく中で、学校行事等の取組の再検討・工夫をし、生徒にとって学校生活が楽しく有意義なものとなるよう取
 　り組む。
③ 適切な「いじめ」防止指導と定期的な実態調査に努め、「いじめ」は絶対に許さないという強い態度で臨む。
④ 定時制独自の教員研修、あるいは、全日制の大きな集団における授業研修や危機管理研修において、少なくとも年２回全員が行う。
⑤ キャリア・パスポートの作成やそれぞれの学年に応じたキャリア教育の時間を確保する。

教
務

問題行動の未然
防止に努める。

生
徒
指
導



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

生徒が主体的に活動す
る学校行事の充実を支援
する。

4：生徒が主体的に活動し、十分な教育効果
が上がった。
3：生徒の主体的活動がやや欠けたが、教育
的効果があった。
2：教育的効果はあったが、教員主導に終わ
り、盛り上がりに欠けた。
1：生徒の参加率も少なく、教育的効果は上
がらなかった。

4

・１学期にスポーツ大会、２学期に体育祭を実施した。生
徒会役員を中心に種目やスケジュールを生徒主体で考
案・進行でき、毎回盛り上がった。上記以外の学校行事も
生徒は主体的に取り組み、年々真剣さが増している。

・全日制もですが、定時
制は「行事」の成功が大
事だと思う。

Ａ

部活動の活性化に努め
る。

4：生徒の実態や要望を適切に把握した部活
動の設定により、活発な取組がなされ、定通
体育大会においても十分な成果が上がった。
3：生徒の実態や要望を適切に把握した部活
動の設定により、活発な取組がなされた。
2：生徒の実態や要望を反映した部活動の設
定が不十分であったが、ある程度の活発な取
組がなされた。
1：生徒の実態や要望を反映された取組がな
されず、部活動の活性化にはつながらなかっ
た。

4

・年度当初に部活動希望調査を実施し、参加する部活動
を決定した。山口県大会のおよそ１週間前から全員練習
を開始し、熱心に取り組んだ。また、普段も放課後に練習
を希望する生徒は毎日のように取り組んでいる。今年度
は春の山口県大会や全国大会が中止となったり、生徒数
の減少で、部活へのモチベーションが一時降下していた
が、秋の山口県大会ではバドミントン部が男子ダブルス１
位と３位、シングルス３位、卓球部が男子団体戦２位と好
成績を残した。

・一体感を持てる運営を
お願いしたい。
・よく頑張っていると思
う。

Ａ

健康教育・安全
教育の推進を図
る。

外部講師による講話等を
行い、規範意識や多様な
危機に対応できる資質を
養う。

4：外部講師を招聘して講話等を実施し、多く
の生徒の健康安全管理意識が向上した。
3：外部講師を招聘して講話等を実施し、一部
生徒の健康安全管理意識に変化が見られ
た。
2：外部講師を招聘して講話等を実施したが、
ほとんど効果がなかった。
1：外部講師を招聘しての講話等は、実施で
きなかった。

4

・「交通安全教室」、「高校生のための性教育講座」、「薬
物乱用ダメ。ゼッタイ教室」等で外部講師を招聘して実施
した。現在、話題・問題となっている事柄を中心に講話を
行っていただいた。多くの生徒は熱心に聞き、その感想も
毎回きちんと書いて提出した。

・特にありません。

Ａ

生徒一人ひとり
の進路意識を高
める進路指導を
充実する。

４年間を見通したキャリア
教育の計画に基づいて各
学年の進路指導と進路ガ
イダンスの充実を図る。

4：計画通りに指導が行われ、生徒の意識が
向上した。
3：ほぼ計画通りに指導が行われ、生徒の意
識が向上した。
2：ある程度計画通りに指導が行われ、少数
の生徒の意識が向上した。
1：計画通りに指導が行われず、生徒の意識
も低かった。

4

・今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，年
度初めの始業が大幅に遅れ，進路ガイダンス等がなかな
か予定通り進めることが困難であった。しかし，予定して
いた進路ガイダンスは予定を変更しながら実施すること
ができた。1学期には就職・進学についての基本的知識を
学習し，2学期には卒業生を招き高校卒業後の具体的な
経験談を交えながら講演をいただいた。これらの活動に
より，生徒の意識が向上した。

・今後も親身になって相
談にのってほしい。

Ａ

生徒一人ひとり
の希望進路の実
現をサポートす
る。

希望進路を実現するため
に、進路希望調査に基づ
いて、生徒の適性・能力
を考慮しながら、個別指
導や面談を実施する。

4：進路希望に応じた指導を実施し、多くの生
徒の進路が実現した。
3：進路希望に応じた指導を実施し、一部の生
徒の進路が実現した。
2：進路希望に応じた指導があまりできず、生
徒の進路はあまり実現しなかった。
1：進路希望に応じた指導ができず、生徒の
進路は実現しなかった。

3

・今年度の最終学年の生徒は半数以上が進学を希望し
ており，早い段階から生徒一人一人が受験に対して準備
を行っていた。面接の練習でも生徒それぞれに対して的
確な指導を教員全体で連携をとって行えた。また，就職
希望者に関しても，就職サポーターを活用し面談等を重
ね，生徒一人一人の適正・能力に沿って進路実現のサ
ポートを行った。進路希望に応じた指導を実施し，一部の
生徒の進路を実現することができた。

・進路は本当にナイーブ
で難しい指導だと思う。
・ご努力に感謝する。

Ｂ

業務の平準化

各分掌で業務の進捗状
況を確認しながら業務内
容や業務分担を検証し、
次年度に向けて改善を図
る。

4..定期的に検証し、次年度の業務分担を立
案した。
3.不定期に検証し、次年度の業務分担を立案
した。
2.検証はせず、次年度の業務分担を立案し
た。
1.検証をせず、次年度の業務分担も不十分な
ままであった。

4

・前年度末に、次年度の業務分担を協議し、役割分担を
明確にした。さらに、管理職がそれぞれの教員からの要
望にも配慮し、経験したことがない業務も教員間で連携も
しなが遂行することができた。教員からは、職員室や面談
時等で特に業務に関する申し出もなく、平準化ができたと
判断した。
・次年度についても、年度末に次年度業務分担を協議
し、協働しながら業務遂行ができるとよい。

・特にありません。

Ａ

業務の整理

定時制閉校まで２年、閉
校がスムーズに行われる
ように各種整理整頓を図
る。

データ並びに物品の整理について
4:十分進んだ。
3.進んだ。
2.やや進んだ。
1.できなかった。 4

・協働して各学期末に定時制談話室や定時制倉庫の整
理に努めた。もう１年あるので、慌てずに整理がしやすい
箇所から行い、予定の範囲の整理ができた。
・来年度は定時制最後の年になるので、定時制と事務
室、あるいは全日制としっかり協議・調整し、協働しなが
ら整理整頓がができるとよい。

・特にありません。

Ａ

進
路
指
導

・定時制閉課程まで残すところ１年、４年生３名の規模ではあるが、有終の美を飾れるよう、教職員相互で協力し工夫しながら学校運営を行う。
・適切な「いじめ」防止指導と定期的な実態調査に努め、「いじめ」は絶対に許さないという強い態度で臨む。
・生徒が主体的に活動する学校行事の充実を支援し、生徒の自己有用感の育成に努める。
・学校生活全体を通して、引き続き生徒や教員間、生徒同士のコミュニケーションを図ることを意識するとともに、家庭・関係機関との連携をより密にし、
　今後の生徒指導や進路指導に反映させる。
・定時制独自の教員研修、あるいは、全日制における授業研修や危機管理研修において、年２回以上全員が研修を行う。また、「やまぐちスマートスク
　ール構想」の推進に向けての実践研修に取り組む。

級友とのかかわ
りを大切にしな
がら主体的に活
動する場面を設
定し、生徒の自
主的・実践的態
度を育成する。

６　学校評価総括（取組の成果と課題）

〇生徒と保護者の学校評価アンケートの結果がほとんどの項目で非常に高い評価であった。
●特色ある教育活動に関しては評価が下がった。生徒数減少やコロナ禍により、前年度よりも規模が縮小したり、中止となった行事があったためと推測
　する。
〇担任によるきめ細かい個人面談や保護者懇談や教科担当者による授業の工夫や個別指導により、生徒の単位取得や卒業への意識の向上が図れ、
　年度末の欠点保持者が皆無であった。
〇毎日の教員連絡会や生徒情報交換会等の実施により、生徒に関する情報を全教員で共通理解し対応に努めた。その結果、いじめや暴力等大きな問
　題行動もなく、生徒全員が安心した学校生活を送れた。
〇生徒会を中心に体育祭・予餞会など多くの学校行事が実施できており、行事の中でコミュニケーション能力の向上や自己有用感の育成を果たしている。
　また、生徒会を中心に校内外の清掃活動も継続して行った。
〇卒業生１４名中９名が進学希望であり、担任を中心に全教員で協働して指導に当たり、約９割の進路実現を達成できた。
●卒業生１４名中５名が就職希望であり、担任や進路部、就職サポーターを活用して支援に当ったが、十分な成果が残せなかった。

７　次年度への改善策

生
徒
指
導

業
務
改
善


