
Ｂ

・今後ともしっかり頑張って欲し
　い。

Ｂ

・学力の向上が、より達成できる
　よう期待しています。

Ｂ

平素の学習については、学習習慣調査
を実施し、生徒の学習状況を把握して
いる。定期考査直前では学習時間を確
保しているが、平常時では学習時間の
少ない生徒の学習の定着が十分でない｡
生徒指導では、朝の挨拶などは概ね良
好で、クラスの雰囲気も良いが、時に
は授業中にも悪ふざけの面が見られた｡
学習意欲があり、授業の内容を定着さ
せようとしっかり努力できる生徒は多
い。しかし、進路について考えを深め
ることができず、安易な選択をしよう
とする生徒もいる。１年生の中には授
業に集中することが難しい生徒もいた｡

「振り返りノート」を使って日々の学習状
況の把握をしているが、今後毎日の「振り
返り」が自己の弱点への気づきとなり、学
習時間への確保へと繋がるように教師側の
積極的な働きかけが必要だ。生徒指導にお
いては、校則を遵守し、公正さを貫く健全
な心の成長ができるように部活動や特別活
動等の充実を図っていくことが望ましい。
進路指導については、様々な職業が社会を
支えていることに気付かせ、その職業と自
身の適性をしっかりと見据えて目標をたて
させることが大切であると考える。小論文
指導等の言語活動を通して、自身を見つめ
直す機会を作り、自ら主体的に学習に取り
組む姿勢を養う必要がある。

　自立へ向け、生きる力を身に
　つける

公的な場における言動や身だしなみ
挨拶など他者への配慮を持つ
状況に応じた適切な行動を自発的に行う

Ｂ

　進路希望の実現に向けて主体
　的に取り組む姿勢を養う

進路便りを作成し、基本情報を与える
進路講話や見学会を行い、進路に対する
意識を高揚させる

Ｂ

Ｂ

　自立へ向け、生きる力を身に
　つける

公的な場における言動や身だしなみ
挨拶など他者への配慮を持つ
状況に応じた適切な行動を自発的に行う

Ｂ

　進路希望の実現に向けて主体
　的に取り組む姿勢を養う

進路便りを作成し、基本情報を与える
進路講話や見学会を行い、進路に対する
意識を高揚させる

Ｂ

「振り返りノート」を使って日々の学習状
況の把握をしているが、今後毎日の「振り
返り」が中・長期的な視野に立って学習す
る習慣へと繋がって行くことが望ましい。
生徒指導においては知徳体のバランスのと
れた成長を促すよう、今以上に特別活動等
にも力をいれて行く必要性を感じている。
心の健全な成長と学習による知識の習得は､
理非をわきまえた行動につながると考える
からだ。進路指導については、生徒が自ら
の可能性や目標を発見し、主体的な進路選
択ができるよう、キャリア教育プログラム
の充実が必要であろうと考える。

Ｂ

平素の学習については、学習習慣調査
を実施し、生徒の学習状況を把握して
いる。時間を確保してきた生徒の中は、
定期考査や模擬試験でも結果が出てき
ている。生徒指導では、朝の挨拶など
は概ね良好だが、服装や遅刻などでは
指導が必要な生徒もいる。学習意識は
高まってきている。学期が進むにつれ、
主体的に調べ資料を取り寄せる等の行
動ができるようになった。しかし、適
性と進路選択の間に不一致が見られる
中で、改善への努力が不十分な生徒も
見られた。受験校の決定にあたり、教
員のサポートに頼りがちになる生徒も
いた。

第
Ⅱ
類

　学習習慣の定着と成績向上
学習習慣の改善
学力向上に向けた授業内容等の充実 Ｂ

美化意識や清掃に取り組む姿勢が向上
し､校舎内外の塵も減少した。分別処理
についてはクラスにより差はあるものの
徐々に意識が高まっている各行事につい
ては生徒会や各学科・コースを中心とし
て生徒たちが積極的に協力し、内容も充
実して盛り上がった。ボランティア活動
については下関美化美化大作戦に参加し
たり校地内外のボランティア活動してい
る。

Ｂ

ボランティア活動の推進

・校内外のボランティア活動を
　引き続きお願いします。

全教員の共通認識のもと、美化意
識を育て、散らかさない・汚さな
いという自覚を持たせる。
分別処理については各クラス等で
徹底を図り、日頃から資源の大切
さと活用を意識させる。
行事ごとに実施しているアンケー
ト内容を分析して行事内容に反映
させ、計画・立案をする。
本校でできるボランティア活動を
検討して実施する。

Ｂ

第
Ⅰ
類

　学習習慣の定着と成績向上
学習習慣の改善
学力向上に向けた授業内容等の充実

菁
菁
館

清掃の徹底および美化委員会活
動の促進

リサイクル活動や自然エネルギ
ー利用を推進する

学校行事、修学旅行研修内容の精選

総
務

Ｂ

今後への改善点

学力向上のため、一層の授業
改善に努めたい。Ｃ Ｂ

・個性を伸ばし、自主性を養い、明朗快活で勤労意欲に
　富んだ実践力のある人物の育成を図る。
・仁、智、礼　を掲げ、基本的生活習慣の確立、基礎学
　力の向上、礼儀正しさを目指す。

教育目標
７４１人

　普通科
　自動車工学科
　生活クリエイト科
　衛生看護科

学校
自己評価

学校評価書

個別
評価

総合
評価

取組状況・成果・課題

学校
関係
者の
評価

学校関係者の意見
目　　標 具体的方策（教育活動）

学校自己評価

評価
項目

自己評価
取組状況

学校名
生徒数

今後への改善点

学
科
・
コ
ー

ス

早鞆高等学校

中　村　芳　喜

設置の経緯　明治３４年阿部ヤスによって地域の子女の知育、徳育、和裁教
　　　　　　育を目的に設置。時代の変遷の中で地域の教育を担いながら、
　　　　　　男子生徒の募集、学科・コースの改編を行いながら現在に至る。

校長名
学校状況

学校
関係者評価

総合評価

・授業の充実を期待しています。

学業不振者への補習 ・放課後指導や個別指導の充実 Ｃ

授業の充実 ・授業の始めから終わりまで活用 Ｃ

・課題や小テストの実施
・放課後１０分補講の利用
・朝利用学やマナトレの活用
・

基礎学力の定着 Ｃ

Ｃ

看護科、以外のコースにおいて放課後10
分～30分の補講を行った。マナトレはｷｬ
ﾘｱ・ｱｽﾘｰﾄ、生活クリエイト科で実施。
朝学や放課後の補講は定着しつつある。

だいたいの生徒においては、目的意識を持
って有効にこの時間が活用された。全ての
生徒が集中して行われることが、今後の課
題である。

成績不振者には毎学期補講及び個別指導
を実施。一学期、二学期末ではかなりの
生徒が成績不良で指導を受けたが、三学
期はかなり減った。

毎時間毎時間のきめ細かい指導により、一
人の成績不良者を出さないようにしたい。

ほとんどのクラスでテャイムと同時に授
業が始められる体制がとれた。

教室移動による遅刻生徒や、授業中にトイ
レに行く生徒をなくす。

Ａ

Ｃ

Ａ

教
務

Ｂ

校舎内外の清掃活動については、放課後全
校生徒で一斉に行う習慣が定着し、その成
果も出ている。ただ掃除を一生懸命する生
徒とそうでない生徒がいるので全員で掃除
をしようという意識を持たせる必要がある｡
また、ゴミの分別処理やリサイクル活動、
エコキャップ回収を定着しており今後も続
けていこうと思う。



・人生設計と基礎学力の充実に関
　して、しっかりとした話し合い
　をして下さい。

Ａ

・より一層の活躍を期待していま
　す。

Ｃ

インフルエンザ等感染症の予防及
び心配蘇生法の習得

手洗い・うがいの実践を促す。保健
の授業で感染症予防方法を理解させ
る。ダミーを使った実習を行う。

クラブ活動の活性化
施設・設備が整うよう要望する。ま
た、クラブ顧問との連絡を密にし、
クラブ活性化をはかる。

Ｄ

集団行動の充実（時間厳守、服装
の正しい着用、靴の履き替え、挨
拶・礼の徹底指導）

授業時間はもとより、全体集合等に
おいて、好ましくない礼が行われた
場合やり直させる。また、入場の際
は私語を慎み静かに入場させる。

Ｃ

Ｃ

全体集合等において、集合時間、整列後
の私語、服装面は昨年よりも良くなった
と思う。礼・挨拶の徹底についてはまだ
まだ指導が必要。施設の充実について
は、今年度トレーニングルームを整備し
た。また、来年度は新体育館が建設され
る予定。感染症予防としては、手洗い・
うがい等による予防や校舎の廊下等に消
毒液を設置するなどの対策をとり、年内
はインフルエンザの発生が少なかった
が、年明けにA型が流行した。クラブ活
動の活性化については、今年度は陸上
部・柔道部が全国・中国大会出場、卓球
部が中国大会出場をはたした。

より充実した授業展開のため、施
設・設備の充実の実現

Ｃ

全体集合等において、今以上の集団行動の
充実を図る。来年度は礼・挨拶の徹底を心
がけたい。施設の充実については、新体育
館の建設にともない、より充実した施設が
整うよう要望を伝えていく。感染症予防と
しては、手洗い・うがいの実践を促し、校
舎の廊下等に消毒液を設置するなどの対策
をとる。クラブ活動の活性化については、
施設・設備が整うよう要望する。また、ク
ラブ顧問との連絡を密にし、クラブ活性化
をはかる。多くのｸﾗﾌﾞが全国・中国大会出
場できるよう努力する。

校舎及び体育館の建て替えにともな
い、より充実した施設・設備が整う
よう、計画時より要望を伝えてい
く。

Ｂ

進学進路の充実を図る
①志望する大学へ合格させる
②志望する専門学校へ進学させる
③進学未決定生徒を減らす

Ｂ

・基礎学力充実の個別指導は必要
　であると思います。

規範意識をもたせる
（生徒自身が主体的に考え、
社会秩序の大切さを理解させる）

・月１回程度の頭髪・服装検査
・校内巡視　・校外指導
・全体指導　・週末指導
・別室指導

Ｄ

進学に関する情報の収集と提供を
充実する

Ｄ

挨拶はよくできているし、校長先生の号
令により授業時間開始の取り組みも良く
なった。しかし、授業規律の面において
は課題を残す。また、遅刻者が多いのも
課題である。全体指導の回数は減った。
懲戒処分の人数も昨年度よりも減少して
いる。服装の著しい乱れも減っているよ
うに感じる。校内巡視や校外指導の成果
で生徒たちに定着してきたようだ。頭髪
については、検査後すぐに違反状態に戻
るものがいるので、そういう者に対する
指導の仕方を考える必要がある。

Ｃ

静座黙想や授業の開始と終わりのお辞儀の
あり方を改善し、けじめのついた授業が展
開できる下地を作りたい。また、頭髪服装
検査の基準や指導の仕方を各学年統一し、
抜けがなく、統一された指導が確立される
ようにしていきたい。

Ｂ Ｂ

学力の向上を図る ①基礎的な学力を向上させる Ｃ

①進学二関する情報の収集を行う
②進学二関する情報を提供する
③進学に対するいしきを向上させる

取組状況 学校自己評価 学校
関係
者の
評価

学校関係者の意見評価
項目

目　　標 具体的方策（教育活動）

・全教員の協力で成果を挙げて
　ください・

生
徒
指
導

保
健
体
育
部

基本的生活習慣を身につけさせる
・校門立哨による挨拶の励行
・朝礼前の静座黙想指導

Ｃ

自己評価
取組状況・成果・課題

進
学
指
導
部

Ｂ

４年制大学・・・・・・・・・３６名
短期大学・・・・・・・・・・１７名
専門学校・・・・・・・・・・８０名
小論文・面接指導の実施
学校説明会等参加　　　来校者
大学等見学会の実施
校内進路ガイダンスの実施
大学等出前授業の実施
保護者対象進学講演会の実施
基礎力診断テストの実施
進学課外の実施

　推薦（指定校・一般）・ＡＯ入試制度に
　より進学校を決定する生徒の割合が多く
　なり、入学後の基礎的な学力不足が懸念
　される生徒が見られる。また、進学に対
　する意識が希薄で志望動機等が言えない
　・書けない生徒が増加してきた。
　３年間を通して系統的な進路に関するガ
　イダンスを行う必要性を強く感じる。

就
職
指
導
部

キャリア教育の推進
・勤労意欲の育成
・外部講師による講習会を実施

Ａ

Ａ

・いろいろな機関とタイアップして今後
　も積極的に参加したい。
・小テストの内容充実化及び真の成果が
　得られるように更に結果も充実させた
　い。
・例年参加が増えている状態であるが個
　人差もあるので、もっと重要性を知ら
　せていきたい。
・外部講師の話を積極的に取り入れてい
　くような生徒の育成に努めていきたい。

・外部講師によるｷｬﾘｱ教育事業を推進
  した。特に就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、就職ﾌｪｱ参
  加は生徒の積極的な参加が見られた
・２年生３学期～３年生２学期間にか
  けて小テスト実施及びそれに基づい
  ての模擬テスト３回実施
・ＳＰＩ業者テスト実施
・面接指導４段階に分けて実施
・１年生においての ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ活動を
  充実させる目的で、希望 ｱﾝｹｰﾄ、事
  前学習、反省会の実施を行った。
  特に反省会の実施から１年生にむけ
  ての紹介が好評だった
・就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、会社社長の講話実施

合格率の向上

社会人としての心構えを作る Ｂ

Ａ

今後への改善点
個別
評価

総合
評価

・受験対策
        小テスト、ＳＰＩ，模擬テスト実施
・面接指導（段階に分けて）

・礼法などの時間でのマナー指導
・外部講師による講習会を実施



・学習、生活習慣がつくような指
　導をお願いします。

・仁・智・礼がきちんと身につい
　て、卒業できたか検討をして下
　さい。

Ｃ

火災の避難訓練だけでなく、地震や不審者
に対する訓練も今後行う必要がある。

危機管理講習会の実施 Ｃ

社会で認められる力を身につける Ｃ

学期毎の防災訓練の実施と、消防
設備の整備と学校施設の点検･管
理

Ｂ
Ｂ

最高学年としての自覚と責任を持
つ

･全体指導の徹底
･基礎学習の定着 Ｃ

進路実現を図る

防災訓練に関しては全校生徒が速やかに
避難することができた。消防設備の整
備・点検は1号館の耐震工事が終了し､改
善も完了している。講習会に関しては全
教職員への徹底が図れていない。

Ｂ
・全教員への周知、徹底をお願い
　します。

Ｂ

Ｃ

Ｂ

学科・コースに合った修学旅行内
容の精選

訪問先の国や地域の情報を収集し
て事前学習をする。

前年度のアンケート結果等を取り入
れた実施計画の作成をする。

ＬＨＲ等でそのような時間を設け
る。
訓練の大切さを徹底し、施設･設備の
定期的な巡回を行って不備を把握し
て改善する。
ＡＥＤ講習会や緊急時対応マニュア
ルの教職員への周知徹底を図る。

修学旅行後のアンケート結果は各コース
とも充実した修学旅行だったというアン
ケート結果であった。 Ｂ

年間のＬＨＲ実施計画の中に事前指導を行
う時間を確保する。

・シャンボリーなどの参加はどう
　でしょうか。

・ＬＨＲを中心とした活動が活か
　された学級作りをお願いします。

基礎学力の向上
マナトレや放課後の１０分間学習な
どを活用して、基礎学力の向上をは
かる。

Ｃ

進路目標の確立
進学や就職にむけた生徒の動機付け
をはかる。

Ｃ

生徒に規範意識を持たせる
社会人として生きていきためにも、
校則やルールを守ることを自覚させ
る。

基本的生活習慣の確立
遅刻と欠席の０を目指し、欠席・遅
刻した生徒へ随時対応していく。

Ｄ

Ｃ

基本的生活習慣の確立は、クラスによっ
て大変大きなバラツキが生じた。基礎学
力の向上は、ある程度の目標は達成でき
た。進路目標の確立は、進学指導部や就
職指導部さらには学年主催のガイダンス
を開催するとともに、インターンシップ
への参加を通じて、ある程度達成できた
と考えている。規範意識については、服
装検査などを通じて、髪型や服装などの
守らなければいけないルールをある程度
自覚させることができたと考えている。

Ｃ

Ｂ

この学年では、基本的生活習慣の確立にお
いて、クラス間で大きな格差が生じてしま
った。３学年の目標としては、特に欠席と
遅刻の状況が大変悪かったクラスへの何ら
かの梃子入れを図っていかなければならな
いと考えている。他の目標については、概
ね目標を達成できたのではないかと考えて
いる。

基本的生活習慣の確立

普段から規則正しい生活を心がけ、遅
刻、
欠席をしない。校則・ルールを守る・明
るく元気な挨拶の励行。正しい言葉遣い
・礼儀を身につける。

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

学校関係者の意見

学校
関係
者の
評価

総合
評価

今後への改善点

学校自己評価

第
一
学
年

取組状況

基礎学力の向上

国
際
理
解

危
機
管
理

自己評価におけるＡ…目標を大きく上回る成果、Ｂ…目標以上の成果、Ｃ…ほぼ目標を達成、Ｄ…目標を達成できず、Ｅ…目標に対して、著しく下回る状況という基準によって、記載されています。

第
三
学
年

第
二
学
年

評価
項目

目　　標 具体的方策（教育活動）
自己評価

取組状況・成果・課題個別
評価

進路の研究

基礎学力の向上を目指し、就職・進学に
長期的に備える。普段の授業を大切に
し、
学力の向上を目指すとともに、家庭学習
の習慣をつける。

Ｃ

出欠席に関しては、各クラス比較的意識して
努力することが出来た。遅刻は全体としては
多くはないものの、各クラス固定されたメン
バーが繰り返している。頭髪や服装などはよ
く遵守しており、指導にも素直に従ってい
る。
学習面では努力する姿は見られるものの、家
庭学習の定着までには至っていない。しか
し、定期考査に向けては各自が全力で取り組
む姿勢が見られた。
進路については、まだ３年後を具体的に考え
る事が出来ていない様子である。年間の進路
に関する行事では積極的な姿勢も見られ、真
剣に将来を捉えようとはしていた。

･頭髪・服装指導の徹底
･基本的生活習慣の定着

Ｃ

・頭髪服装検査を二月に１度の割合で
　行った。後の直しが早くなった。靴
　下は８割くらいは守れた。
・始業時間には着席完了。遅刻欠席が
　１，２学期には随分少なくなった。
　２月の登校日の欠席が目立った。
・進路講話等で３年生の自覚をさせ、
　進路を具体的に考えるよう指導した。
　ほとんどの生徒が進路を決めた。
・一般常識テストの利用（朝学等で）
・情報の提供をし個別･三者面談を充
　実。
・学校･企業見学を通じ、進路意識を高
　めた。

学年全体として結束し、生徒がより良い学
校生活が送れるよう考えていきたい。来年
度へ向けて、遅刻数の減少、授業管理の徹
底を目標としたい。効果的な授業により生
徒の学習意欲が湧くような工夫を心がけて
いきたい。
進路に関しては、より具体的に考えられる
よう積極的に資料等を提示し、進路に関連
する時間を増やす必要がある。大きな学校
行事に頼るのではなく、普段のクラスにお
いても、将来について生徒が主体的に考え
られるような取り組みを実施できるよう連
携していきたい。

･保護者との連携
･進路相談の徹底
･模試、課外、特別指導への取組み

Ｂ

・服装検査日には合格する指導。普段から
　指導。
・３学期まで遅刻欠席０を目指す指導が必
　要。
・朝学に一般常識テストなどを利用するに
　当たり、３学期まで利用する計画で実施
　が必要。（クラスによってまちまちであ
　った）
・途中進路を変更する生徒がいて、保護者
　生徒三者での話を煮詰める必要がある。

自分の夢を見つける。部活動への参加、
各種検定試験への挑戦といった様々な体
験を通して、自分の適正を知り、３年後
の進路に通いて考える。


