
令和３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％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１００％、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１００％、保護者１００％
で、どちらもこれ以上ない満足度であった。
・「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、保護者とも
１００％で、コロナ禍にあっても、ＴＰＯを調整し、内容を工
夫しながらできることをできる範囲で継続してきたことがこ
の結果につながったと推測される。

学校評価アンケートにお
ける肯定的評価100％は
高く評価できる。関係職
員の努力の成果ではな
いか。学校通信の「いき
いき定時」は読みやすく
学校の様子がよくわかっ
た。

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回の授業評価も活かしながら、日々の生徒の反応
等に対応した授業の改善・工夫が行われている。

少人数ながらも工夫して
授業や行事を進めてい
るのがよくわかる。教員
と生徒の良好な人間関
係がうかがえる。 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

・個々の生徒の実態に応じた適切な指導により、欠点を
保持する生徒はいなくなった。

生徒一人ひとりに応じた
指導が適切に行われて
いる。

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

・体調不良、自己都合等で過去３年間と比較して若干欠
席数は増えたものの、全体として、生徒の出席率は非常
に高く、欠課時数調査を実施する必要は生じなかった。

日常的に生徒とのコミュ
ニケーションをしっかりと
図り、未然防止に努めた
成果と見受けられる。

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。
・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。

少人数とは言え、個々に
応じた指導がしっかりと
継続されている。

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。
・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。

問題行動の未然防止に
努め、生徒の人間的成
長を促している。

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」は起きておらず、「いじ
め」は絶対に許さないという強い態度で臨むことができ
た。

しっかりとした取組がなさ
れている。

A

生
徒
指
導

問題行動の未然
防止に努める。

校長（山　田　哲　也）　　　　　

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１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を、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生徒一人ひとりに応じたキャリア教育の時間を確保する。

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

【Ｒ３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
務



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、
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。

生徒が主体的に動くとい
うことは、健全な教育の
成果と言える。

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。全国大会県予選や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。
今年度はバドミントン部の選手がシングルスの部で山口
県予選２位で全国大会に出場し１勝した。秋の山口県大
会でもバドミントン部の選手が男子シングルスで２位とで
あった。卓球部の男子２名は全国大会進出とはならな
かったが、春・秋ともに２名とも個人戦で準々決勝進出、
あと一歩で全国大会出場という好成績を残した。

バドミントン全国大会出
場は高く評価できる。指
導者と選手の努力の成
果であろう。

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。

規範意識や危険予測能
力の醸成に努めている。

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。

3

・今年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
中，進路ガイダンス等を予定どおり実施することができ
た。1学期には就職試験・資格取得・面接指導についての
基本的知識を学習した。2学期には卒業生に来ていただ
き，高校卒業後の進路選択について経験談を交えながら
お話しいただいた。これらの活動により，生徒が卒業後の
進路について積極的に考えるようになり，就職に対する
意識が向上した。

本人、保護者の考えを尊
重しながら十分な支援を
されたと感じる。

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全員が卒業後は就職を希
望している。1名の生徒が就職内定をもらい，残りの2名
の生徒は担任・進路部で面談等を繰り返しながら，生徒
の希望に沿った進路を実現していく。また，ハローワーク
や就職サポーターとも連携しながら，生徒一人一人の適
性・能力に沿って進路実現のサポートを行う。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。

就職希望の2名の未内
定者へは今後もできる限
りサポートしていってほし
い。

Ｂ

業務の改善

各分掌で業務内容を事前
に確認し、課題のある業
務については、前年度の
反省を活かしながら、そ
の都度改善を図る。

4..前年度の反省を活かし、課題のある業務
の全てを改善した。
3.前年度の反省を活かし、課題のある業務の
70％程度を改善した。
2.前年度の反省を活かし、課題のある業務の
の50％程度を改善した。
1.前年度の反省を活かし、課題のある業務の
30％程度を改善した。

3

・前年度に協議し、決まった業務分担に従い、それぞれ
の職員がそれぞれの役割を果たしてきた。少人数の組織
では一人が多くの分担を負うようになるが、逆に機動性
は高くなり、課題が発覚するごと、連携しながら、スピード
感のある方策を立て、その都度、柔軟に対応できたと感
じる。教員からは、職員室や面談時等で特に業務に関す
る不満もなく、偏在化せず、均等な分担で業務が遂行で
きたと判断した。

コロナ禍の業務改善は
大変であろうと察せられ
る。年度末まで頑張って
ほしい。

A

業務の整理

定時制閉校まで１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。 3

・各職員が年度末閉課程に向けた意識をもち、各分掌、
各教科に関わる整理整頓に努めた。
・定時制と事務室、あるいは全日制としっかり協議・調整
し、スケジュールに沿って、協働しながら粛々と残務整
理、物品整理に努めていきたい。

最後まで遺漏のないよ
う努めてほしい。

A

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。
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、いじめや暴力等の問題行動
もなく、生徒全員が安心した学校生活を送れた。
〇生徒３名、職員５名という少人数ながらも、始業前の校外清掃をできる範囲で行い、予餞会は同じく閉課程となる市内３校の定時制に呼びかけ合同実施を
企画（感染症予防のため直前に実施は見送り）するなど、状況に応じて、工夫しながら学校行事を実施することができた。一連の特別活動において、コミュニ
ケーション能力の向上や自己有用感の育成、社会参画意識の醸成を果たせた。
〇卒業生３名はいずれも就職希望であり、担任や進路指導部が、就職サポーターを活用して支援に当った。結果として、正規採用の内定を受けた生徒が１
名、残り２名は、本人、保護者とも、面談を重ね、卒業後も、各自で、進路決定ができるよう、ハローワーク等の協力を得ながら、助言を継続している。

生
徒
指
導

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。

進
路
指
導

業
務
改
善


