
様式1

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目指す成果・特色、取り組むべき課題

４　自己評価 中間評価（前期の状況を入力してください。） 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 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

○ボランティア活動や地
域行事等への参加を促
すとともに、学校生活の
様子を積極的に発信す
る。

学校HPによる学校の情報発信
　４　週平均３回以上HPを更新した
　３　週平均2回以上HPを更新した
　２　週平均1回以上HPを更新した
　１　HPの更新が週1回以下であった

○小学校への学習支援ボランティア、やまぐち海のＳＤＧｓアク
ションｉｎ錦川など、生徒はボランティア活動や地域行事等に積極
的に参加をしている。学校生活の様子については、これまでに９
０を超えるトピックをＨＰに掲載しており、地域の方や中学生・保
護者に向けて情報発信が活発に行われている。
○今後もボランティアの参加を促すとともに、積極的に情報発信
に努める。

○感染防止対策を講じつ
つ、規模縮小していた行
事をコロナ以前のものに
近づけ、さらに改良を加
える。

教職員アンケートによる
　４　達成度８０％以上
　３　達成度６０％以上
　２　達成度４０％以上
　１　達成度４０％未満

○平日開催であったが保護者が来校してのＰＴＡ総会を３年ぶり
に実施し、進路講演会、授業参観、学級懇談会も感染対策を講
じつつ行うことができた。
オープンスクールも部活動見学を３年ぶりに行い、活発に学校生
活を送っている生徒の姿を中学生に見せることができ好評で
あった。
○今後は、３年生の受検への配慮を最大限に優先させながら行
事を行っていく。
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○図書室利用の促進

○芥川賞・直木賞・本屋
大賞等の話題の本だけ
でなく、進路に関する興
味関心を高められるよう
な図書の紹介を行う。

図書だよりや掲示により紹介を行う回数
　４　１０回以上
　３　　８回以上
　２　　６回以上
　１　　４回未満

○図書だよりの配付（２回）や掲示板（購買部横）への掲示
（５回）をとおして、各賞の受賞作や新しく受け入れた図書
の紹介を行い、図書の利用を促した。また、コーナー展示
により、小論文の過去問に用いられた著者による書籍を紹
介するなど、進路実現に向けての支援を行っている。
○今後は、図書委員による図書の紹介やＬＨＲでの１年次
生対象の読書指導をとおして、図書に関する生徒間の情
報共有の場を設ける。

○新学習指導要領やＩＣＴ
機器の導入に的確に対
応しながら、観点別評価
や生徒の授業評価をもと
にした授業改善を図る。

授業に関するアンケートの「先生の授業に
ついて」の項目で
　４　授業の満足意識８０％以上
　３　授業の満足意識６５％以上
　２　授業の満足意識５０％以上
　１　授業の満足意識５０％未満

○生徒がコロナウイルス感染症の「感染の疑いのある接触者」と
指定された場合には、オンライン授業を実施している。
○1年次生については、第2回考査時に観点別評価を行い、その
課題や問題点について年度末の評価に向けて検討を行ってい
る。
○10月の授業公開週間には、他の先生方の授業を参観すること
によって、授業改善を進めている。
○今後実施する授業評価アンケートを踏まえた授業改善を行う。

○宿題や週末課題の工
夫、声掛けを通じて授業
の予習・復習習慣を拡充
させる。

授業に関するアンケートの「予習・復習の
取組状況」の項目で
　４　予復習の実施状況８０％以上
　３　予復習の実施状況６５％以上
　２　予復習の実施状況５０％以上
　１　予復習の実施状況５０％未満

○考査ごとに、欠点の多い生徒については教務課による補
習授業を実施し、学習の仕方等の指導を行っている。
○宿題や週末課題については、各教科・各学年において、
その量や内容が適切であるか随時検討を行い、生徒の予
習・復習が習慣づくよう改善している。
○今後は、学校評価アンケートを踏まえて宿題や週末課題
について検討していく。

○挨拶の励行のための
登下校指導を行う。

　４　毎週登下校指導ができた
　３　ほぼ適切な回数の下校指導ができた
　２　あまり下校指導ができなかった
　１　ほとんど下校指導ができなかった

○学年・生徒指導で予定通りの指導を実施した。生徒の挨
拶については向上している。
○交通マナーについては、外部からの指摘もあり、一部で
きていない状況であることから特に強く進めていく必要があ
る。

○ＳＮＳの適切な使用、
相手の気持ちを考えた発
信の指導を行う。

　４　適切なＳＮＳの利用ができる
　３　概ね適切なＳＮＳの利用ができる
　２　適切なＳＮＳの利用ができないこと
　　がある
　１　適切なＳＮＳの利用ができない

○ＳＮＳのトラブルの頻度は減少していると感じている。今
後も継続して指導する必要がある。
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○生徒の主体性を活
かした集団活動の推
進

○学校行事等で、生徒が
主体性を発揮できるよ
う、十分な感染防止対策
を講じながら活発な生徒
会活動を展開する

生徒アンケートによる
　４　満足度８０％以上
　３　満足度６０％以上
　２　満足度５０％以上
　１　満足度５０％未満

○コロナ対策をしながら文化祭やスポーツ大会を実施し
た。生徒会や実行委員を中心に工夫を凝らし行事を行っ
た。その結果、ほとんどの生徒が行事を楽しめたと答えて
いる。スポーツ大会では3年生の保護者のみの観戦で行っ
た。
○これからの行事を保護者公開にできるように感染対策を
工夫していきたい。

令和４年度　山口県立岩国高等学校　学校評価書　　　校長(  竹村　和之  ）          

教育方針・・・・・・岩中・岩女の伝統ある「文武両道・質実剛健・高雅な気品」の校風を基礎として、時代が要求する全人格を培い、明朗堅実・自主性・積極性に富む
                    活気ある学園の形成に努める。
中・長期目標・・・　「生徒の入学目的」の達成をめざし、２１世紀に生きる力を育む教育を推進する。
　　　　　　　　　　　１　学級活動、学校行事及び部活動等の人間的な触れ合いの中で「心身の健全な成長」を図る。
　　　　　　　　　　　２　教科指導・学習指導をさらに充実させ、「学力の向上」を図る。
　　　　　　　　　　　３　進路・適性・能力に応じた指導を充実させ、「希望する進路の実現」を図る。

【学校運営】
○コミュニティ・スクールの仕組みを生かし、地域貢献活動等に取り組むことで、学校の活性化とともに学校のアピールにもつなげる。
○コロナウイルス感染対策には細心の注意をはらいながら、各行事の内容の充実に取り組んでいく。
【学習指導】
○主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、ＩＣＴの活用などの授業研究を行い、教員間で共有することで、教員全体の授業力を向上させる。
○より学習に興味を持てるような授業展開の工夫や、一律の課題の見直しなどを図り、生徒が主体的・意欲的に学ぶ姿勢を育成する。
【図書指導】
○読書だけでなく、進路実現や学習課題の解決のための資料として活用するなど、幅広い目的で図書が利用されるよう促す。
【生徒指導】
○コミュニケーションの基本である挨拶励行について、全教員の意識統一を図って取り組んでいく。
○ＳＮＳの適切な活用について、生徒への指導とともに教職員の知識を広げる研修等にも取り組んでいく。
【特別活動】
○生徒の主体性を育みながら、生徒会活動を活性化し、生徒会行事の企画・運営の充実を図る。
【健康安全】
○生徒の主体的な健康管理能力の向上を図るとともに生徒の健康状態等を全教員で把握できるよう情報の共有に努める。
【進路指導】
○進路チーフ・教科チーフ制などの組織的取組を継続すると同時に、生徒一人ひとりに対して、きめ細やかな進学・学習指導を行うことで、学力の２極化を食い止める。
○最新の進路情報を入手し、生徒や保護者に積極的に提供する。
【教育相談】
○ＧＨＰを全学年を対象に実施し、予防的な早期の取り組みを通して、生徒が自分自身で問題解決ができる力を育てる。
○支援を必要とする生徒について、早期の段階で情報共有や事例検討を行い、チームで支援ができるような組織づくりをめざす。
【理数教育】
○新教育課程では理数探究基礎１単位、理数探究２単位と課題研究の時間が増えるため、理科・数学全体でより効果的な学習内容を検討していく。
【業務改善】
○メリハリある働き方に取り組むと同時に、研修等を実施し職務遂行能力の向上を図り、時間外在校等時間の削減だけでなく、業務の効果を上げていく。

　　１　変化に的確に対応する授業改善と進路指導（新学習指導要領（「主体的・対話的で深い学び」）、観点別評価、ＩＣＴ機器の効果的活用、大学入試改革）
　　２　自主性を育む生徒指導の充実（挨拶の励行、服装・生活態度等を自ら改善できる生徒の育成）
　　３　組織力の強化（全校協働体制の強化、業務分担の平準化、風通しのよい職場環境づくり、本分校間の連携推進）
　　【生徒会チャレンジ目標】
　　　  ◯ＡＳＡＰ（アサップ）　※as soon as possible
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○地域に愛され、地
域とともにある学校づ
くりの推進と学校行事
の活性化
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○教員の学習指導力
の更なる向上と生徒
の自主的学習が育つ
指導の実践
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○コミュニケーション
能力の育成



○毎日の健康観察を実
施し、生徒の心身の健康
状態を把握する。（生徒
から送信された健康
チェックシートの活用）

健康チェックシートの入力が
　４　８０％以上
　３　６０％以上
　２　５０％以上
　１　５０％未満

○前日の健康チェックシートの提出状況を職員朝礼で報告する
とともに、入力状況の改善に向けて、ＳＨＲの時間に未提出者の
指導を行った。第2回考査後に文化祭があり、考査週間から文化
祭終了までの期間は強化週間として、提出をしていない生徒の
指導も行った。
○健康チェックシートの項目を見直し、生徒の健康観察・心身の
健康の見える形に改善した。
○年度当初は低かった入力も９割を超えるようになり、今後も継
続的に指導していく。

○学校生活で配慮の必
要な生徒について把握す
るとともに各教員へ情報
を提供する。

教職員アンケートの、配慮のいる生徒の項
目で
　４　達成度８０％以上
　３　達成度６０％以上
　２　達成度５０％以上
　１　達成度５０％未満

○年度初めに健康上配慮を要する生徒の一覧を職員会議
にて配布し、担任はクラスの生徒、部活動顧問は所属する
生徒への配慮をお願いした。また、配慮が必要な場合は、
その都度情報共有を行い、対応を検討している。
○保健室を利用する生徒が依然多いことから、今後は、減
少に向けて取り組んでいく。

○進路チーフ・教科チー
フ制などの組織的取組を
継続すると同時に、生徒
一人ひとりに対して、きめ
細やかな進学・学習指導
を行うことで、学力の２極
化を食い止める

学年最後の全員記述模試で、国数英の３
教科総合の偏差値５０以上の生徒が
　４  全体の７０％以上
　３  全体の６０％以上
　２  全体の５０％以上
　１  全体の５０％未満

○現時点までに、進路チーフ会議２回（４月・６月）、進路指
導委員会２回（５月・７月）と、３年次志望校検討会（７月）、
１年次、２年次の各模試結果検討会（９月）を開催し、学年
全体の成績状況を把握するとともに、課題を洗い出した。
現在、その課題に対する方策を検討し、改善に取り組んで
いる。
○今後は、特に３年生の進路実現に向けて全校体制で取
り組んでいく。

○大学入試改革をはじめ
とする入試状況の変化や
模試結果を的確に分析
し、積極的な情報提供に
努める

保護者アンケートの「進路情報の適切な提
供」の項目で
　４　満足度８０％以上
　３　満足度６０％以上
　２  満足度５０％以上
　１  満足度５０％未満

○ＨＰの「進路指導室」に、新たに「進路行事」と「進路だよ
り」を設け、情報提供を強化した。「進路行事」では、進路講
演会や難関大志望者集会などの内容を計３回紹介し、「進
路だより」では、入試情報とあわせて、１年次、３年次での
取組状況を紹介した。
○今後は、保護者にHPの「進路指導室」について周知して
いく必要がある。

○教職員に対する研修
や、個別事案の対応に関
するコンサルテーションを
行う。

教職員アンケートの「校内連携が図られて
いる」や「教育相談力の向上が図られてい
る」の回答で
　４　肯定的評価が80％以上
　３　肯定的評価が65％以上
　２　肯定的評価が50％以上
　１　肯定的評価が50％未満

○８月に「特別支援職員研修会」を行い、障害を抱える生
徒の理解と支援に関する研修を行った。また個別の事案に
ついては、SC来校日に合わせてコンサルテーションを設定
し、関係職員間で情報の共有及び対応に関する協議を
行った。
○今後は、１１月の「教育相談職員研修会」において、ケー
ススタディ等の実践を交えた研修会を実施する予定であ
る。

○思春期グローイング
ハートプロジェクトを活用
し、予防的・積極的な取り
組みを行う。

生徒アンケートの「相談する方法や相談で
きる場所を知っている」の回答で
　４　肯定的評価が80％以上
　３　肯定的評価が65％以上
　２　肯定的評価が50％以上
　１　肯定的評価が50％未満

○６月には全校生徒に対して、思春期グローイングハート
プロジェクトを活用した「心理教育プログラム」を実施し、
様々なストレスに対する対処法を学ぶことができた。不適
応が起こりやすい時期に相談窓口の紹介を流した他、生活
アンケート(６月、９月)や面談週間(４月)のタイミングで、全
校生徒に対して相談希望の有無を確認し相談対応を行っ
た。
○10月、１月にも実施し、困り感をもった生徒の早期発見、
対応に努める。

○外部機関等を活用し、
高度な学習内容にも取り
組み、学習意欲と学力の
向上を図る。

生徒アンケートでの講義への取り組み、興
味・関心の項目による
　４  生徒の満足度80％以上
　３  生徒の満足度60％以上
　２  生徒の満足度40％以上
　１  生徒の満足度40％未満

○広島大学西堀教授による特別講義のほか、自然環境講
座や身近な水系調査講座を開催した。事後アンケートの結
果ではほぼすべての生徒が受講してよかったと回答してい
る。さらに、このような話が聞きたいなど前向きな要望も見
られ、学習に対する意欲は高まっていると考えられる。

○１，２年次の継続的な
課題研究の体制をつくる
とともに、研究の成果等
を校内外で発表する機会
を増やしていく。

生徒アンケートでの課題研究の満足度に
よる
　４  生徒の満足度80％以上
　３  生徒の満足度60％以上
　２  生徒の満足度40％以上
　１  生徒の満足度40％未満

○課題研究の中間発表会では、これまでに行ってきた研究
内容を発表し、様々な質問を受けることで、自分たちに足り
ないものは何かに気が付くことができたようである。情報収
集や筋道を立てて伝えることができていないことを課題とと
らえている生徒が多くみられた。
○引き続き、３月の課題研究発表会にむけて指導を深めて
いきたい。

○８：３０～８：４０の朝学
に全員で取り組ませる。

朝学時の出欠状況による
　４　達成度９０％以上
　３　達成度８０％以上
　２　達成度７０％以上
　１　達成度７０％未満

○ほとんどの生徒が朝学開始時間までに登校しているが、
クラスによって取り組み（静かに集中して取り組めているか
等）に温度差がある。
○今後は、周囲の環境に影響を受けやすい面があるた
め、どのクラスでも集中して取り組めるよう指導したい。

○平日家庭学習時間を２
時間以上確保させる。

生徒の学習時間記録による
　４　達成度７０％以上
　３　達成度６０％以上
　２　達成度５０％以上
　１　達成度５０％未満

○各定期考査発表前の１週間を対象とした調査では、平日
の学習時間が平均でおよそ１時間５２分、２時間以上の学
習ができている生徒の割合は35.2％であった（休日はおよ
そ２時３９分、59.8％）。
○今後は、目標に届かない生徒の割合が高いため、学習
の動機づけを含め、進路意識の啓発に取り組みたい。

○８：３０～８：４０の朝学
に全員で取り組ませる。

朝学時の出欠状況による
　４　達成度９０％以上
　３　達成度８０％以上
　２　達成度７０％以上
　１　達成度７０％未満

○学年団で朝学の時間に監督をつけて指導してきた。８：３
０に間に合わない生徒がクラスに１割程度いる。また登校し
ていても着席していない生徒も少人数見られる。
○生徒自らが、強い自覚を持ち勉学に専念できるような1
日の始まりをつくるよう引き続き指導する。

○平日家庭学習時間を３
時間以上確保させる。

生徒の学習時間記録による
　４　達成度７０％以上
　３　達成度６０％以上
　２　達成度５０％以上
　１　達成度５０％未満

〇４月から学習記録表を毎日記録させている。学習時間の
平均は、平日１時間２９分、休日２時間４６分である。平日２
時間以上勉強している生徒は４２％、休日３時間以上勉強
している生徒は５７．６％である。
○目標に届かない生徒も多数いることから、進路意識を高
め、受験生になる心構えを自覚させるよう指導していく。

○８：３０～８：４０の朝学
に全員で取り組ませる。

朝学時の出欠状況による
　４　達成度９０％以上
　３　達成度８０％以上
　２　達成度７０％以上
　１　達成度７０％未満

○大部分の生徒が８：３０までに登校し、朝学に静かに取り
組んでいる。学年団の先生方には当番制で朝学の監督を
お願いしている。
○生徒には受験生としての自覚を持たせながら、最後まで
集中して取り組むよう引き続き指導していく。

○平日家庭学習時間を４
時間以上確保させる。

生徒の学習時間記録による
　４　達成度７０％以上
　３　達成度６０％以上
　２　達成度５０％以上
　１　達成度５０％未満

○９月の学習時間を調査したところ、平均が４時間３４分、
そのうち４時間以上が５８％、３時間以上が８３％であった。
○達成度を上げていくため、今後さらに学習時間が確保で
きるよう、生徒に促していきたい。

○業務の効率化・軽減化
を図り、最終退校時刻
19:00や長期休業中およ
び定期考査期間中の定
時退校時刻17:00を徹底
する。

教員の時間外在校等時間の月平均時間
　４　３０時間以下
　３　３２時間以下
　２　３５時間以下
　１　３５時間超

○今年度の８月までの時間外在校等時間の月平均時間は
３３.５時間であり、昨年度の月平均時間３２.５時間（最終結
果）とほぼ同じである。
○引き続き、業務の効率化・軽減化を図るとともに、教職員
の職務遂行能力を高め、時間外在校等時間の削減をめざ
していきたい。

○分掌間の連携を密にと
り、業務の効率化と軽減
化を図る。

教職員アンケートによる
　４　達成度８０％以上
　３　達成度６０％以上
　２　達成度４０％以上
　１　達成度４０％未満

○分掌間の連携および業務の効率化と軽減化は常に意識
して行事計画を立てている。
○年度末の教職員アンケートの結果を受け止め、さらに改
善を図りたい。

健
康
安
全
指
導

○生徒の実態を把握
するとともに、生徒が
安全で健康的な学校
生活を送ることができ
る力の育成

２
　
年
　
次

○基礎学力の定着と
応用力の養成

進
　
路
　
指
　
導

○キャリア教育の推
進による進路意識の
涵養

教
　
育
　
相
　
談

○組織的な教育相談
体制の構築及び、開
発的教育相談の推進

理
　
数
　
教
　
育

○きめ細かい指導の
実践による進学実績
の向上と課題研究の
指導体制の構築や理
数教育の成果の校内
外への広報

１
　
年
　
次

○基礎・基本の徹底と
学習習慣の確立

３
　
年
　
次

○基礎学力の定着と
進路実現

業
務
改
善

○働き方改革の推進
による時間外在校等
時間の削減と学校行
事の効率的な遂行


