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平成２９年度 山口県立防府商工高等学校（全日制） 学校評価書

校長( 栗 林 正 和 ）

１ 学校教育目標
教育目標：豊かな校風を継承し、自ら学ぶ意欲と時代の変化に主体的に対応できる能力を備え、健康で社会や文化の発展に貢献できる産業人を育成する。
中期的目標：１ 将来への道づくり：自己実現を支援する教育の推進
２ 輝く人づくり：仕事を遂行するために必要な職業能力の基礎・基本の育成
３ 開かれた学校づくりといきいき環境づくり：生徒、保護者、地域、教職員に開かれた教育の推進と安心・安全な教育環境の構築

２ 現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）
１ 生徒の進路実現に向けたきめ細かな指導を充実させるため、組織的・協働的な取組を一層推進していく必要がある。
２ 全校体制で授業づくりと学習評価の工夫・改善を行い、主体的に学習に取り組み困難等に立ち向かう態度を育て、確かな学力の定着と向上に取り組んでいく必要がある。
３ 学校運営協議会の導入により持続性のある地域連携教育を可能とし、学校運営を計画的、効率的に進め質の高い教育と教職員の働き方改革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（社会人基礎力の育成）
１ 将来への道づくり
・一人ひとりに応じた組織的なキャリア教育の充実、就職・進学体制
の整備
２ 輝く人づくり
・アクティブ・ラーニングの手法を活かした確かな学力の育成
・表現力・発信力を中心とした活用力の育成
・「時を守り、場を清め、礼を正す」ことの出来る生徒の育成
・相手の人格といのちの尊厳を大切にする心の醸成
３ 開かれた学校づくりといきいき環境づくり
・コミュニティ・スクールの仕組みを活かした地域連携教育の推進
・安心・安全に配慮した教育活動の実践と環境づくり
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本年度のチャレンジ目標
Ｇｏ ｆｏｒ ｉｔ！
― 夢をつかめ ―
就職100％達成
進学第一希望100％達成
資格取得
・商業：全商１級３種目以上合格
・工業：ジュニアマイスターシルバー取得
読書年間12冊以上
自ら考え、判断し、行動する高校生

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

４：学校の教育活動による地域活性化と生徒の学習意欲向上を評価する
教員と保護者が７０％以上であった。
・コミュニティ・スクールの仕
３：学校の教育活動による地域活性化と生徒の学習意欲向上を評価する
組みを生かし、学校支援・地 事業所や行政機関での実習、外部
教員と保護者が５０％以上であった。
地域 域貢献の双方で、学び合
講師を招聘した講演会の開催、地域
２：学校の教育活動による地域活性化と生徒の学習意欲向上を評価する
連携 い・教え合いの活動に取り 住民を対象とした開放講座等を実施
教員と保護者が５０％未満であった。
組み、持続可能な地域連携 する。
１：学校の教育活動による地域活性化と生徒の学習意欲向上を評価する
教育を推進
教員と保護者が３０％以下であった。
・各自が目標を持って希望進路の実 ４：｢進路実現に向けて役立つ時間だ｣と回答する生徒が９０％以上であっ
現に向けた課題に取り組むことがで た。
きるように、様々な場面を設定する。 ３：｢進路実現に向けて役立つ時間だ｣と回答する生徒が７５％以上であっ
た。
ＣＴ
２：｢進路実現に向けて役立つ時間だ｣と回答する生徒が５０％以上であっ
た。
１：｢進路実現に向けて役立つ時間だ｣と回答する生徒が５０％未満であっ
た。
・各学校行事の円滑な推進 ・各学校行事において、各部署との ４：学校評価等で業務がスムーズに遂行されていると評価する教職員が
連携を密にし、各行事が円滑に行わ
９０％以上であった。
れるように努める。
３：学校評価等で業務がスムーズ遂行にされていると評価する教職員が
８０％以上であった。
２：学校評価等で業務がスムーズに遂行されていると評価する教職員が
校務
７０％以上であった。
１：学校評価等で業務がスムーズに遂行されていると評価する教職員が
７０％未満であった。

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

評価

4

教職員の91.2%、保護者の95.5%から肯定的な回答（「そう思う」「だいたいそう思う」）を
得ており、当初目標に対して高い評価を受けている。
今年度は学校運営協議会を設置するコミュニティ・スクールとしての仕組みを活用し、
地域貢献・学校支援の両面で学校と地域が課題を共有しながら、活発な教育活動を展
開した。また、学校運営協議会の場で出た意見が生かされ、業務の改善・効率化が進
むなど、持続可能な地域連携教育を進めて行く上で重要となる成果も現れている。
次年度も、本校の教育活動の柱の一つである地域連携教育の充実に努め、地域とと
もにある学校づくりを推進する。

コミュニティ・スクールの仕組みを生かした学
校支援と地域貢献の歯車がうまくかみあっ
て、生徒の学習意欲の向上という結果に結び
ついていることを高く評価する。今後も継続
し、一層の充実を図ってほしい。

Ａ

多様な経験や体験を積むことが自信につな
がる。生徒の自主性・主体性を引き出すよう、
活動の工夫・改善に努めてほしい。

Ｂ

・希望進路の実現に向けた
継続的な学習

・保護者・外部団体・地域と
の連携

渉外

・家庭学習習慣の定着

教務

・授業力の向上

教務

・読書習慣の定着と内容の
充実。
図書

・「いじめを許さない」「校則
を守る」など生徒の規範意
識の向上
指導

・学校行事等の活性化

特活

・同窓会、ＰＴＡ、外部団体、地域との ４：定期的もしくは事前に十分な打ち合わせ、連絡調整等ができ、また予
連携を更に推進するように努める。 定どおり行事が実施でき、同窓会・ＰＴＡ・外部団体・地域との連携が十分
に推進できた。
３：事前の打ち合わせ、連絡調整等の準備ができ、予定どおり行事が実
施できた。
２：事前の打ち合わせ、連絡調整等がやや不十分で、行事における課題
等が発生した。
１：打ち合わせ、連絡調整等が不十分なため、問題点が発生し、行事が
滞った。
・家庭学習習慣の定着に向けて、小
テストの実施や検定試験への挑戦
等目的を持った学習活動を通じて、
主体的に学ぶ態度の育成と基礎学
力の定着を図る。

４：授業アンケート等による自己評価や学校評価アンケートの回答から、
家庭学習習慣が十分定着したと見られた。
３：授業アンケート等による自己評価や学校評価アンケートの回答から、
家庭学習習慣がおおむね定着したと見られた。
２：授業アンケート等による自己評価や学校評価アンケートの回答から、
家庭学習習慣があまり定着したとは見られなかった。
１：授業アンケート等による自己評価や学校評価アンケートの回答から、
家庭学習習慣が全く定着したとは見られなかった。

４：就職希望者の１００％が就職内定を得た。
３：就職希望者の９０％以上が就職内定を得た。
２：就職希望者の８０％以上が就職内定を得た。
１：就職希望者の８０％未満が就職内定を得た。

進学

授業アンケートの結果から見ると、約70％の生徒が授業や実習に十分準備をして望
んでいる。課題等の提出についても、約70％の生徒が期限までに提出できていると答
えている。しかし、あらかじめ授業の予習をしている生徒は40％程度で昨年と同程度、
資格を取得することは学習成果の一つであ
復習など授業の振り返りをしている生徒は約40％以下と、昨年より低下している。商業
り、生徒の資質・能力を高め自信にもなる。検
科・工業科ともに検定試験等に意欲的であり、目標をもった学習活動を通じて家庭学
習の定着へとつなげていきたい。また、日々の課題については、きちんとする意識は強 定試験の活用は、継続的な学習意欲の喚起
にもつながると考える。
いので、与えられた課題だけでなく、生徒自らが主体的に学習に向かうよう取組の工
夫・改善に努める。
生徒に対する授業アンケートの結果では、「授業の狙いやポイント」「教員の授業に対
する準備や工夫」「生徒の様子を見ながらの授業の進め方」「授業や実習がわかりや
すくなるような工夫」「授業の進度は適切である」などすべての質問に対しマイナスの評
生徒の実態に即した授業を行うとともに、教
価は５％未満であった。今後とも授業アンケートにおける生徒からの意見等を参考にし
員間の授業見学、授業へのアドバイスや評価
つつ、授業内容の更なる精選と授業の質の向上に努める必要がある。
などを通じて、授業の質を高めてほしい。

１月の段階では本年度の年間読破目標の達成率は約20%％にとどまり、その点では
十分目標を達成したと言えず、今後も読書活動の推進に力を入れる必要を痛感してい
る。目標には達しないものの５冊以上１１冊未満の生徒まで入れると43%％、「朝の読
書」に自分で本を用意し積極的に読書に取り組む生徒は65%以上いる。普段の様子を
見ても読書に積極的な生徒は多いので、潜在的な読書意欲を喚起し、生徒の知的成
長に努力していきたい。

Ａ

交通安全意識や公共の場でのマナー向上
は、社会人になってからも重要であり、指導を
充実させてもらいたい。

Ｂ

校外での清掃活動は地域からも注目されて
おり、大変良い取組である。地味な活動に一
生懸命取り組んでいる生徒を表彰するなど、
参加した生徒の意欲が高まるような工夫も必
要ではないか。

Ｂ

4

1・2学期の相談室を利用した生徒は延べ285名で、人間関係が56.8％、進学関係が
18.2％、学習関係が18.9％、その他4.1%であった。相談課としては、来談者中心カウン
セリングやキャリアカウンセリングにより生徒の自己実現のサポートは、概ねできたと
考えている。学校評価アンケートにおいて、「先生は、心身の悩みや進路（就職・進学）
に関する悩みや相談を聞いてくれている」という問いに対しては、「そう思う」と答えた生 気軽に相談できる体制づくりに努めてほし
徒が47.7.％、「だいたいそう思う」と答えた生徒が45,9.％であった。「あまり思わない」 い。また、生徒が学校生活に満足できる「も
は、2.9％、「思わない」は0.0％であった。また「私は防府商工の学校生活に満足してい の」や「こと」が何なのかを把握することも大切
る」という問いに対しては、「そう思う」と答えた生徒が38.6.％、「だいたいそう思う」と答 である。
えた生徒が51,6.％であった。「あまり思わない」は5.3％、「思わない」は1.3.％であった。
昨年度よりやや満足度が下がったのが気になるところである。よりきめ細かいサポート
が必要であると考える。

Ａ

4

好景気に後押しされ、好調な就職活動となった。民間企業への就職希望者１１４名に
ついては、１１月初旬に全員の就職内定が確定した。公務員希望者については１２月
に１０名が最終合格し、就職希望者１２４名全員の就職内定が確定した。今後も様々な
場面で生徒の職業観の育成に努め、就職に対する意識を向上させるとともに、積極的
な求人確保に尽力したい。

引き続き、指導の充実に努めてほしい。
先生方の応接・対応の良さも、良い結果に
つながっていると思う。

Ａ

個々の生徒に応じたきめ細かな指導が行わ
れている。今後も、生徒が第１希望の進路先
に進学できるよう、万全の態勢でサポートして
ほしい。
大学進学後に学力面で苦労しているとの声
を打ち消すべく、進路指導・学習指導に一層
力を入れていただきたい。

Ａ

3

「校則や決まり事を守っている」の項目に対し、「そう思う」と答えた生徒が38.9％、「だ
いたいそう思う」と答えた生徒が55.0％となっており、あわせて93.9％という結果であっ
た。ルール等を守りながら前向きに高校生活を送っている生徒像が読み取れる。生活
（いじめ）アンケートを見ると、深刻ないじめはないようだが、小さなトラブルは本校でも
起きている。スマホのルールやマナーを指導しながら、いじめも小さな芽のうちに対応
できるよう、先生方の意識も生徒の意識も高め、学校全体でこれからも取り組む。頭髪
や服装については、特定の生徒にルール違反が集中するが、頭ごなしに指導するので
はなく、学校の規定の必要性を粘り強く説きながら指導を続けたい。すべてにおいて
「生徒指導とは限りなく説得である」という気持ちで、学校全体で対応していきたい。
「クラスマッチ・文化祭・まちかどフェスタ等の学校行事が充実している」の項目に対
し、「そう思う」と答えた生徒が41.3％、「だいたいそう思う」が46.3％となっており、あわ
せて87.6％という結果であった。今年度は文化祭を「スクールフェスタ」と名称を改め、
生徒たちが主体となって企画・立案し、保護者に公開して行なった。また、従来、年2回
実施していたクラスマッチを12月の1回にまとめて「スポーツフェスタ」とし、ソルトアリー
ナと陸上競技場で２日間に渡って実施した。実施内容や場所の変更があったにもかか
わらず、どちらの行事も生徒会を中心に準備から片づけまで、委員会・部活動が積極
的に協力して運営していた。今後も生徒の意見をしっかり聞き、生徒の主体性を大切
にして、心に残る学校行事を運営していきたい。
生徒部に報告書が提出された交通事故は５件であった。いずれも大きな怪我には至
らなかったが、一歩間違えは命の危険につながるものもあった。また、報告されていな
い軽微なものもあると思われるので、今後も交通安全指導には注力する。特に自転車
利用のルールについては、交通委員や先生方の朝の立番指導を更に充実させ、生徒
の交通安全意識を高めたい。また、列車やバスの乗車マナーの向上も今後の課題で
ある。
学年単位で行う「幸せますまちづくり運動」に関しては、年３回の計画に対し２回実施
した。清掃活動を通じて地域をさらに知り、地域のために一生懸命取り組むことで公共
心や勤労観等を養っていけると実感できた。幸せ清掃隊の活動は、毎月４のつく日に
実施した。週休日や試験期間中を除き１１回の活動実績である。天候等に左右される
ことが多いが、委員会活動としてだけでなく一般の生徒が積極的に参加できるように工
夫し活発に取り組みたい。

１：活動実績が予定の５０％以上、実施することができた。

4

1

Ｂ

学校行事は、生徒にとって高校生活の良い
思い出にもなる。生徒の自主性を育むために
も、積極的に意見を取り入れることは重要で
ある。生徒主体の魅力ある学校行事が行わ
れるよう、体制づくりに努めてほしい。

３：活動実績が予定の７０％以上、実施することができた。

・進学希望者の希望進路の ・生徒および進学先の情報収集を随 ４：進学希望者の９０％以上が第一希望の進路先に合格した。
実現
時行い、個々の志望進路の実現に ３：進学希望者の７５％以上が第一希望の進路先に合格した。
向けて、適切なサポート（アドバイス ２：進学希望者の６０％以上が第一希望の進路先に合格した。
や対応策の研究・指示)を実施する。 １：進学希望者の６０％未満が第一希望の進路先に合格した。

Ｃ

Ｂ

4

４：学校評価アンケートにおいて、学校生活に満足しているが８０％以上で
あった。
３：学校評価アンケートにおいて、学校生活に満足しているが７０％以上で
あった。
２：学校評価アンケートにおいて、学校生活に満足しているが６０％以上で
あった。
１：学校評価アンケートにおいて、学校生活に満足しているが６０％未満で
あった。

Ａ

いじめなどの防止を含め、人権学習の推進
に積極的に取り組み、規範意識の涵養や他
人を思いやる気持ちを培ってほしい。

4

２：活動実績が予定の６０％以上、実施することができた。

ＰＴＡ総会やＰＴＡ評議員会、また本校のＷｅｂページや各種プリントを通して、学校の
情報を保護者・地域社会に伝えることができた。また、高Ｐ連中四国大会への参加やＰ
ＴＡ研修旅行の実施、そして本校最大の行事の一つである「天神まちかどフェスタ」にお
いてＰＴＡバザーに多くの役員・保護者の御協力を得ることができ、フェスタを盛り上げ
地域や保護者など外部と連携する仕組みが
ていただき、学校と保護者・地域社会との連携が深まった。また、一・二学期に実施し
ている保護者会を通して、保護者の思いや生徒の家庭での様子を共有できていること できており、円滑に進められていると思う。
は有意義であり、学校での教育活動に役立っている。今後は校内の分掌や学年・学科
との一層の連絡調整を図りつつ、学校行事において保護者・地域社会との連携を更に
深めて充実した教育活動が展開できるよう努力していきたい。

Ｂ

Ｃ

4

交通安全意識の向上と交通 ・駐輪場指導を毎日実施する。
４：交通事故の発生件数が１０件未満であった。
事故の防止
・交通安全啓発活動に積極的に参加 ３：交通事故の発生件数が２０件未満であった。
する。
２：交通事故の発生件数が２５件未満であった。
安全
１：交通事故の発生件数が２５件以上であった。

教職員の学校評価アンケートの「各分掌等の情報交換により、業務がスムーズに遂
行されている」の項目で「そう思う」「だいたいそう思う」が全体の79.4%を占めた。行事前
の各分掌担当者との打ち合わせ・運営委員会・職員会議等を通じて情報交換がなされ
た結果、各種行事が円滑に実施されていたように思う。しかしながら、「そう思わない」
教職員の退職や異動が原因で活動が停滞
と回答した教員もいたということは、情報交換・打ち合わせ等に課題を残した。特にベ
することがないよう、組織的で継続性が確保さ
テラン教員と若手教員とのノウハウの伝承についての情報交換は口頭だけでなく様々
れた業務運営を推進してほしい。
な方法で適宜伝えるように努め、お互いが情報を的確に共有できる体制作りに努める
とともに、得た情報をしっかり活用して充実した教育活動ができるように今後も努めて
いきたい.。

読書習慣を身に付ける場として、「朝の読
書」は良い取組である。今後も継続して行って
ほしい。また、読書で何を得て、何を学ぶか、
目標を持たせることも大切である。

1

・学校行事(スクールフェスタ・スポー ４：学校評価アンケートにおいて、学校行事等の満足度が８０％以上で
ツフェスタ等)・各種委員会・部活動
あった。
等において、主体的・創造的に取り ３：学校評価アンケートにおいて、学校行事等の満足度が７０％以上で
組む態度を育て、活性化を図る。
あった。
２：学校評価アンケートにおいて、学校行事等の満足度が６０％以上で
あった。
１：学校評価アンケートにおいて、学校行事等の満足度が６０％未満で
あった。

・就職希望者が自分の望む ・学年に応じた進路指導を実践し、
職種に全員合格
勤労観・職業観を育成するとともに、
適切な進路情報を提供する。
就職
・積極的な企業訪問を実施し求人を
確保する。

4

4

・生活（いじめ）アンケートなどを丁寧 ４：学校評価アンケートにおいて「校則や決まり事を守っている」の項目
に実施する。
が８０％以上であった。
・頭髪服装検査を丁寧、公正に実施 ３：学校評価アンケートにおいて「校則や決まり事を守っている」の項目
する。
が６０％以上であった。
２：学校評価アンケートにおいて「校則や決まり事を守っている」の項目
が４０％以上であった。
１：学校評価アンケートにおいて「校則や決まり事を守っている」の項目
が４０％未満であった。

４：活動実績が予定の８０％以上、実施することができた。

4

2

・授業アンケート、公開授業や教員 ４：授業アンケート・学校評価アンケート等による評価において、マイナス
間の授業見学、研究授業等の研修 評価が５％未満だった。
を通して授業の質の向上に努める。 ３：授業アンケート・学校評価アンケート等による評価において、マイナス
評価が７％未満だった。
２：授業アンケート・学校評価アンケート等による評価において、マイナス
評価が１０％未満だった。
１：授業アンケート・学校評価アンケート等による評価において、マイナス
評価が１０％以上だった。
・朝の読書の時間等を通して、読書 ４：全校生徒の９０％以上が、年間1２冊以上読破することができた。
習慣を定着させる。
３：全校生徒の７０％以上が、年間1２冊以上読破することができた。
・「図書だより」 の作成等、委員会活 ２：全校生徒の５０％以上が、年間1２冊以上読破することができた。
動を活性化し、図書館の利用促進を １：全校生徒の５０％未満しか、年間1２冊以上読破することができな
図る。
かった。

・掃除の徹底
・幸せますまちづくり運動や幸せ清
・ボランティア清掃活動の推 掃隊を通じて推進を図る。
進
・奉仕体験活動を通じ、進路選択に
役立つ勤労観や職業観を身に付け
保体
させ、将来の社会人 としての生き方
を考える能力を養う。
・校外清掃や奉仕活動等の積極的
アピールを行う。
・教育相談体制の充実
・相談者を第一に考えたカウンセリン
(個々をきめ細かくサポート グを行い、キャリアカウンセリング等
をすることにより、学校生活 を一層充実させ、生徒の将来に対す
全体の充実を図る) 教育相 る不安や悩みの解消をサポートする
談活動を中心にすえ、担
ことで個々の自己実現の獲得を目指
相談 任、学年、健康部全体と情 す。また発達障害等を抱える生徒の
報を共有し、連携体制のさら 指導については、地域コーディネー
なる強化を図る。
ターとの連携を図り対応していく。

3

多くの生徒がそれぞれの進路希望に応じて、自主的に取り組み、成果を上げることが
できた。生徒が高く評価する活動は、学年が進むにつれ、ガイダンス等の全体的な活
動から自主的な学習の時間に変わっている。1年次から個人的な学習活動に主体的に
取り組むことができるよう、どのように支援するかということが今後の課題である。

年度当初に毎年実施している進学課教員との生徒面談から、今年度は商業科生徒
の国公立大学への進学希望者が少なく、機械科の同志望者が多い傾向があった。商
業科では、昨年度末から開始した小論文指導に加え、早期から志望理由書の下書き
を開始し、機械科では１年次からの英語・数学・物理課外を継続して実施した。その結
果、機械科からの四年制大学進学者が例年より多く、全体としてはほぼ例年通りの成
果があがった。今後は更に専門課程（商業・工業など）枠での受験対策を手厚くし、第
一希望の進路先への進学を援助できるようにする必要がある。

4 自己評価
評価
領域

重点目標
・積極的な情報発信

情報

・効率的な業務推進

5 学校関係者評価
具体的方策（教育活動）

達成
度

評 価 基 準

・個人情報に配慮しながら、公式Ｗｅ ４：公式サイトの月間更新回数が、１０回以上であった。
ｂサイト等を利用し、学校の情報を適 ３：公式サイトの月間更新回数が、５回以上であった。
正に発信する。
２：公式サイトの月間更新回数が、２回以上であった。
１：公式サイトの月間更新回数が、１回以上であった。

3

・業務改善のためのデータ処理方法 ４：業務改善のための取り組みを５件以上行った。
の熟成を図り、操作習熟のためのマ ３：業務改善のための取り組みを３件以上行った。
ニュアル等の整備を行う。
２：業務改善のための取り組みを１件以上行った。
１：業務改善のための取り組みをしなかった。。

・資格取得に積極的に取り組み、エ
ンジニアとしての基礎知識と技能を
身に付ける。機械科３学年全体で、
マイスタポイント２５００ポイントを目
指す。昨年度は評価１であったが、
熱意を持って取り組む。
・各分掌毎に生徒の進路実現に関係
学校の組織等
する情報の受発信を有機的に行い、
・進路指導の一層の充実を 指導方法の充実・改善を図る。
図るため、各校務分掌間の
連携、地域と連携した取組
の推進等、学校全体の組織
力を強化

業
務
改
善

日常的な業務
・会議時間の短縮

・運営委員会や職員会議での議題を
協議を要する内容と周知事項 に分
けるとともに、時間配分を明示するこ
とで、会議の効率化を図る。

・部活動の休養日の設定や代休の
勤務状況
確実な取得と年次有給休暇の取得
・教職員の健康の保持と
促進を図る。
ワークライフバランスの推進

6

学校行事の状況や緊急連絡用として情報の更新を行った。また、2学期から学校
Facebookを立ち上げ、広報委員の生徒を中心に週1回のペースで学校の情報をすば
やく発信することができた。今後、生徒目線でのFacebookでの発信に力を入れていき
たい。
関係分掌や教職員からの要望に応えて毎年熟成を図っている。マニュアル整備の
他、誰でも改善しやすいシンプルな仕組みに整えていく必要がある。

4

商業
・指導の工夫と改善を通じ、より上位 ４：３種目以上１級合格者の割合が卒業生の５０％以上であった。
・ビジネスに関する知識・技 級の検定試験に挑戦する雰囲気づく ３：３種目以上１級合格者の割合が卒業生の４０％以上であった。
能の確実な定着と主体的な りを行う。
２：３種目以上１級合格者の割合が卒業生の３０％以上であった。
学習態度の育成
１：３種目以上１級合格者の割合が卒業生の３０％未満であった。
専門 工業
・エンジニアとしての意識を
高め、工業人としての知識・
技能・人格を備えた人材の
育成

重点目標の達成状況の診断・分析

4

エンジニアとして技能を習得し、資格取得に挑戦させる。
ジュニアマイスターポイント機械科生徒３学年２３８名で
４：２５００ポイント以上 かつ ３年ジュニアマイスター５０名以上
３：２２００ポイント以上 かつ ３年ジュニアマイスター４５名以上
２：１９００ポイント以上 かつ ３年ジュニアマイスター４０名以上
１：１９００ポイント未満 かつ ３年ジュニアマイスター４０名未満
４：生徒の進路実現に向けた分掌の業務改善を行い、進路決定率が１０
０％であった。
３：生徒の進路実現に向けた分掌の業務改善を行い、進路決定率が９
０％以上であった。
２：生徒の進路実現に向けた分掌の業務改善を行い、進路決定率が８
０％以上であった。
１：生徒の進路実現に向けた分掌の業務改善を行い、進路決定率が８
０％未満であった。

４：年次有給休暇と夏期厚生計画で年間平均一人１６日以上取得できた。
３：年次有給休暇と夏期厚生計画で年間平均一人１２日以上取得できた。
２：年次有給休暇と夏期厚生計画で年間平均一人１０日以上取得できた。
１：年次有給休暇と夏期厚生計画の取得が年間平均一人１０日未満で
あった。

Ｃ

業務が円滑に進み、負担軽減にもつながる
よう、引き続き整備に努めてほしい。

Ｂ

今年度商業科・情報処理科３年生のうち３種目以上１級合格者の割合が74.4％（119
指導の成果であり、よく頑張っている。今後
人／160人）（1月16日現在）で50%を超えた。6種目1級合格者も出た。資格取得に対す
る指導・支援だけでなく、商業科・情報処理科３年生の学習意欲の高さも要因の一つで も高い成果をあげることができるよう、指導・
支援の充実に努めてほしい。
ある。資格取得という明確な目標設定で、生徒の主体的学習ができたと考える。
機械科のジュニアマイスター受賞者は、H28年度は43/77（55.8％）と50%台であった
が、本年度は、３１/７７(４０％)であった。
また全校生徒のポイント取得は、H28年度は１月末は1495ポイント、本年度は、1200
ポイントと200ポイント少ない。これらの原因として、技能検定受検は希望受験に変更、
危険物取扱者試験（乙種第四類）の合格率が非常に悪いことがあげられる。

3

進路部を中心に、学年等とのきめ細かな連携を通じて、就職・進学希望者ともに早期
の内定を得ている。就職希望者のうち、民間企業への進路決定率は１１月初旬で
100%、また、公務員を希望する生徒の進路については、１２月に進路決定率が100%と
なった。
進学希望者のうち、これから大学等の受験をする生徒には、進路決定まで全校体制
で指導を継続する。
今年度、市・商工会議所・ハローワークと連携した若者地元定着セミナーを本校で開
催した。次年度においても、地域と連携した取組を通じて進路指導の充実を図る。

引き続き、指導の充実に努めてほしい。
人口減少が進む中、若者の地元定着は重
要である。地域と連携しながら、様々な取組を
進めてほしい。

Ｂ

2

協議事項と連絡・報告事項の区別を明確にすること、見通しをもって会議を進めるた
め、会議のレジュメに提案（説明）時間を明記するなど、会議の効率化を図った。会議
時間は短縮されたが、勤務時間内に会議を終える割合を高めていくことは課題として
残っている。会議でのルールを明確にするなど、時間短縮をさらに進めたい。

課題を踏まえ、会議時間の短縮に向け取組
の工夫・改善に努めてほしい。

Ｃ

3

今年度は、様々な場面を通じて、働き方の見直しに向けた機運の醸成に取り組ん
だ。
次年度に向けては、部活動の指導に係る時間外業務の削減をさらに推進するため、
練習時間や休養日の確保等部活動の適切な運営について学校全体で取り組む。ま
た、長期休業中に閉庁日を設けることを検討するなど、教職員の健康の保持とワーク
ライフバランスの推進に努める。

働き方の見直しは社会的な要請でもあり、
勤務状況の改善に積極的に努めてほしい。

Ｃ

学校評価総括（取組の成果と課題）

次年度への改善策

【未来デザイン部】社会背景を複眼的に分析し、取組を行う。ＣＴについては多様な進路選択に対応できるよう情報共有に努める。
【総務部】各部署と連携して早めの計画立案を行い、それに基づき十分な意見交換・情報共有をして円滑な運営に努める。また、担当者が交代しても業務が滞ることがないように組織的で継続性が確保できるよう努める。
【教務部】家庭学習習慣を定着させるための具体的指導方法を全教科にわたって検討したい。また、部内の業務分担を見直すことで、組織的な運営の推進と仕事の効率化を図る。
【生徒部】「問題行動」「いじめ」「交通事故」について、発生件数ゼロを目指す。部活動の効果的・教育的なあり方を常に追求する。
【健康部】教育相談については、教員同士の連携に加え、保護者との連携を密にすることで、よりきめ細かな支援を目指す。
【健康部】環境教育では、新しい取組みや日々の活動をより多くの人に知ってもらうために、積極的な情報発信を行う。
【進路部】就職指導、進学指導とも早期に立案・計画・実施することによって、進路実現に向けた指導を充実させる。
【情報部】本校Facebookの知名度を上げ、生徒目線でのタイムリーな情報発信に努める。分掌業務についてはさらに見直しを進め負担軽減のための整備を進める。
【専門：商業】資格取得意欲の向上を図るとともに、検定合格だけでなく、「学習内容を理解し身に付けること」や「主体的に取り組むこと」への重要性について指導する。
【専門：工業】専門科目の興味関心を高めながら、自ら学ぼうという意識付けに力を注ぐ必要がある。資格取得において合格率が上がらない原因として、補習以外の時間に自ら学習していない現状がある。自己解決能力を育成する。
【業務改善】各分掌での業務の見直しや分掌間での連携について整理し実践する。
会議の効率化を一層推進するため、協議事項と連絡・報告事項の区別や提案（説明）時間の記載など、会議のルールの徹底を図る。
教職員の健康保持・ワークライフバランスの推進については、時間外業務の可視化を図ることで課題の共有を図り、働き方の見直しについて意識を高め適正化を促す。
【全般】コミュニティ・スクールの仕組みを活かしながら地域とともにある学校づくりを推進し、学校運営の改善・充実を図りながら、より質の高い教育の確保と教職員の働き方改革を実行・実現する。

2

Ａ

Ｃ

【未来デザイン部】コミュニティスクールの仕組みを活かした「学校支援」と「地域貢献」の取組が上手く機能している。ＣＴについては、多様な進路選択が可能となるよう、取組の改善・充実に取り組んでいく。
【総務部】各種行事の実施にあたり、各部署と情報交換を密にして情報を共有することにより連携を図ることができた。ＰＴＡや地域との連携は十分できている。引き続きコミュケーションを大切に連携強化に努めたい。
【教務部】授業アンケートの結果からも家庭学習習慣の定着がまだ十分とはいえない状況であるため、検定週間などを活用し、自主的な家庭学習の定着に努めたい。
【生徒部】責任ある行動力を育成し、人間力を高めることは少しずつできているが、基本的生活習慣や規範意識を高める指導をこれからも継続する。情報モラル教育も情報部と連携して更なる充実を図る。生徒会活動は、生徒主体の活動が増え、好ましい方向に向かっている。
【健康部】教育相談については、さらに幅広く生徒全体の把握、相談をいち早く共通理解しなければならない。また不適応が見られる生徒への支援について、ＳＣの活用、別室登校規程等が効果的に行われるよう教育相談体制の組織的な整備に努めた。
【健康部】環境教育については、環境省の取組みである「COOL CHOICE」及び防府市の幸せます多幸壺に関する新しい活動を実施した。
【進路部】就職については、積極的な企業訪問による求人確保や学校をあげての就職希望者への指導が身を結び、就職希望者全員の就職内定を得ることができた。進学については、個別の受験指導が成果をあげ、９０％の生徒が第一志望の学校に進学することができた。
【情報部】今年度、広報委員主体の本校Facebookを立ち上げ週１回のペースで生徒目線での情報発信ができた。だが、知名度が低いという課題がある。分掌業務については各担当で負担軽減のための対応ができた。
【専門：商業】生徒の資格取得への意欲の高さと教員の環境作り、指導・支援の成果として、今年度も多くの生徒が全商検定１級を取得できた。ただ、合格するだけの学習にならないようにするために指導方法を検討していきたい。
【専門：工業】実習や座学をとおして、専門的な知識を身につける事はできてきている。また、資格取得の意識は高く受検者の数は例年と同程度であるが、合格率が上がってきていないのが現状である。合格に向けての指導方法の検討と合格への意識付けの課題が残った。
【業務改善】前年度と比べ時間外業務時間が削減されるなど一部で成果は現れているが、より質の高い教育を実現するためにも、「量から質への転換」「時間対効果を意識した働き方」等をさらに進め、継続的に業務の改善・効率化に取り組んでいくことが必要である。
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評価

資格取得も含め、全体的には頑張っている
と思う。課題を踏まえ、次年度に向けて指導の
改善・充実に努めてほしい。次年度に期待し
たい。

1

４：勤務時間内に全ての会議が終了した。
３：勤務時間内での会議終了が８０％以上であった。
２：勤務時間内での会議終了が６０％以上であった。
１：勤務時間内での会議終了が６０％未満であった。

学校関係者からの意見・要望等
学校内の活動は外部からは見えにくいの
で、知らせたい情報を中心に、発信力を高め
てもらいたい。Facebookによる情報発信はあ
まり知られていないので、積極的な周知が必
要である。

