
（A:目標を上回った　　B：ほぼ目標どおり　　C:目標を下回った）

達成状況（中間） 評価 達成状況（最終） 評価 結果の分析及び改善方策 評価の妥当性
改善方策の
適切さ

教務課

①授業環境の整備と授業規
律の確立。
②教材研究・授業改善による
「分かる授業」を通した生徒
の基礎的学力の養成。

①授業「授業規律のスタンダード」（整理整頓・ベル着・先言
後礼）の教室掲示による生徒の意識高揚をはかる。また年
次と協力して、教員による教室美化、ベル着の呼びかけ、
先言後礼を行う。
②保育・食物・商業・情報などの専門教科の学習内容と普
通教科の学習内容で連携できる分野やテーマの研究を進
める。

①生徒、教員対象のアンケートで取り組みの定着度を確
認し、生徒・教員ともに肯定的回答が80％以上。
②各教科が、1つ以上の取り組み案を提出する。

①生徒対象アンケートでは肯定的回答はベル着（69.6％）、先言後
礼(72.7％)であり、目標の80％にとどかず。教員対象アンケート
は、2学期末に実施予定である。
②1学期に実施した授業参観週間では、約9割の者が相互参観し
た。他教科との連携では、教科書の研究等をさらに進めていきた
い。

C

①「授業規律のスタンダード」についての教員アンケートの結果
で、生徒の取り組みについて「整理整頓」では14.3％、「ベル着」で
は10.7％が「あまりできていない」という評価であったが、「先言後
礼」では28.6％の教員がマイナス評価をしていた。
②については、中間評価以降での取り組みが実施できなかった。

B

①昨年の「授業規律のスタンダード」から、3項
目に絞って重点化した本年度の「授業規律の
スタンダード」は、アンケートの結果から、徹底
されるようになってきているが、「先言後礼」に
ついては、1/4以上の教員が「あまりできてい
ない」と答えており取り組みが不十分である。
生徒への声かけや、授業での指導の徹底が
必要である。
②授業公開については指導教諭と連携しな
がら公開のあり方等を研究していきたい。

妥当である 適切である

生徒課 規範意識を向上させる。

・授業やHRや集会を通して、年次団と連携し、登下校や学
校周辺における生活態度やマナー、授業に臨む姿勢など
の改善を図る。
・挨拶運動や登校指導を通じて、互いに挨拶を交わすこと
ができる雰囲気の醸成に努める。

・「学校自己評価」や「授業評価」や「道徳教育アンケー
ト」の回答で肯定的回答が８割以上。

・規範意識に関するアンケートでは、全ての年次で９割以上の生
徒が肯定的な回答をしている。授業規律に関する生徒の自己評
価では、９割以上の生徒が「良い」または「普通」の回答で、否定的
な回答は数パーセントである。
・生徒会の生徒が、週に２度程自主的に通用門に立ち、挨拶運動
を行っている。

B

・道徳に関するアンケートの「規範意識」について、生徒は概ね高
い自己評価をしている。校外での服装やマナーについても、登下
校の様子を見ている限りでは落ち着いており、地域の方から指摘
等を受ける機会も少なくなっている。一方で授業規律について生
徒自身の自己評価は高いものの、「落ち着いた授業」に対する否
定的な回答も依然として多い。

B

・「落ち着いた授業」については、昨年から改
善はみられるものの、依然として５割近い生
徒が十分でないと感じている。教員の９割以
上が、落ち着いた雰囲気の授業が受けられる
ように取り組んでいると回答しているが、生徒
の評価は今年も低く、さらに改善していく必要
がある。今後も授業規律（スタンダード）を守ら
せることと「わかる授業づくり」を併行して行っ
ていく必要がある。挨拶運動は継続して取り
組んでいきたい。

妥当である 適切である

教育相談室
授業にユニバーサルデザイ
ンを導入する。

・教室を整理整頓する。
・授業の見通しを持たせる。
・教員は丁寧な言葉を使う。
・具体的な指示を出す。
・配付プリントに工夫をする。
・生徒の個人差を考慮し、基礎と発展を明確にする。

・各教員が導入の程度を振り返り、半分以上取り組めて
いる。

・取組方法に挙げている６つの項目について、教員の取組状況を
アンケートで振り返った結果、「できている」「ほぼできている」との
肯定的回答がそれぞれ７８％～１００％であった。

B

・取組方法に挙げている６つの項目について、再度教員の取組状
況をアンケートで振り返った結果、「できている」「ほぼできている」
との肯定的回答がそれぞれ７２％～９６％であった。

B

・６番目の項目についての肯定的回答率が最
も低い。今後は観察や小テスト等で生徒の状
態を詳細に把握し、個に応じた指導の工夫を
重ねていくことで肯定的回答率の上昇につな
げる。

妥当である 適切である

3年次
社会生活に必要な学力・社
会人として通用するマナーを
身に付ける。

・基礎学力を身に付ける課題を与える。
・各教科で未提出のものがある生徒については年次で定期
的に取りまとめ提出指導を行う。
・授業前後の挨拶の指導(先言後礼)を行う。

・週末課題や長期休業課題の提出率が前年度(英語
80％、国語83％、数学70％)より向上する。
・授業前後の挨拶をする際、いすを入れ、先言後礼をし
ている生徒が前年度(いす63%、先言後礼34%)より向上す
る。

・夏期休業課題提出状況は英語75％、国語76％、数学66％で週
末課題は継続的に提出できる生徒は６割程度である。未提出者
は土曜活用講座や放課後居残りなどで指導を行っている。
・授業前後の礼法については年度末に生徒アンケートを行う予定
であるが、昨年度よりも今年度、１学期よりも２学期において礼儀
正しく挨拶を行えている様子である。各クラスで面接指導、礼法指
導を行っている成果だと思われる。

B

・２学期週末課題の提出状況は英語60%、国語57%、数学53%であ
り、前年度・夏期課題より提出率を向上させることはできなかっ
た。
・授業前後の礼法について、生徒アンケートを実施できなかった
が、学校自己評価アンケートでは「落ち着いた雰囲気で授業が行
われている」については肯定的回答が否定的回答より8ポイント少
なく、「ルールやマナーを教えている」で肯定的回答が否定的回答
より41ポイント多かった。

B

・進路決定者の全体的な学習意欲の低下は
止められず課題提出状況の向上は達成でき
なかったが、成績不振者への各担任や教科
担任の声掛けや指導により単位未修得件数
は大幅に減少した。
・アンケート結果より、指導は受けていること
を認識はしているが、実践できていない様子
がうかがえるが、これも各場面での指導によ
り、３年間を通じて礼法は向上した。

妥当である 適切である

２年次

自己実現に向けて、日々の
生活を規則正しく行い、具体
的な進路の目標を見据えた
取り組みを行う。

・前年度以上に、遅刻・欠席・早退を減らす。
・前年度以上に課題提出率を上げる。
・本年度中に来年度の進路先を具体化する。

・個人面談を年間５回以上実施し、生徒を定期的に把握
し、
①遅刻・欠席・早退などの改善を促す。
②課題提出状態などの一覧を示し、改善を促す。
③進路と連携し、今年度中の進路の具体化をさせる。

・個人面談の実施を年間5回以上行う、としていたが今年度新型コ
ロナウイルスの影響により、まだ２回分しか行えていない。
①現時点では特定の生徒（クラスで２名ほど）の遅刻・欠席が続い
ているが、全体的にはほぼ遅刻・欠席は無くなってきている。
②ほぼすべてのクラスで男子の提出率が悪い（約３０％程度）。教
科担当等と連携しながら放課後指導などで改善をさせている。
③事前の検討会を行うことができた。しかし、面談回数がまだ限ら
れている状況の中、検討会に該当しない生徒への進路指導が手
薄になっているので、今後書面、対面などで本人の進路確認を進
めていく。

B

・個人面談はその後、２回実施し当初目標の５回には足らないが、
進路の具体化という目標に関してはほとんどの生徒で成果が出て
いる。
①３学期に入り、遅刻をする生徒が増加している。特定の生徒で
はあるが、継続しているので今後も学年での指導を続けていく。
②教科担当の教員を中心に、放課後指導などで提出率の悪い生
徒を中心に指導を続け、提出率の向上を図ることができた。
③上記にもあるが、目標回数には満たなかったが、面談による進
路の具体化はほぼ達成した。

B

・各クラス担任、教科担当の普段からの継続
的な指導は行っていただいているが、遅刻・
欠席の改善、提出物の提出率向上など、特
定の生徒であるがなかなか改善の兆しが見
えなかった。今後も今以上の継続的、かつ効
果的な指導を模索しながら、それらについて
の改善を行っていく。

妥当である 適切である

１年次
仲間と協力し、進路実現に向
かって学ぶ姿勢を養う。

・きめ細やかな個人面談で生徒と教員の円滑な人間関係を
築く。
・ベル着、先言後礼を徹底し、学習習慣を身に付けさせる。
・新学科に対応した授業のあり方を研究する。

・個人面談を年間５回以上実施する。
・全教員がベル着、先言後礼を確認して授業を開始す
る。
・年度総括で授業に対する提言をする。

・個人面談は現在３回実施していただいており、面談の内容は面
談カルテに記入して、年次会議などで共有している。特に生活ビジ
ネス科のコース選択では１人ずつコース面談をし適性を考慮した
コース分けをすることができた。欠席数や保健室の利用数が例年
より少ないのはこうしたきめ細やかな指導の成果だと考える。
・ベル着・先言後礼の指導は継続的に行う。
・8月に実施したスタディサポートでは英語のＤゾーンが4月より減
少しており少人数授業の効果を感じられる結果であった。年度末
に向けてどのような授業が効果があるか研究・実践をしていきた
い。

B

・個人面談は現在４回実施できており、年度末に最後の面談を予
定している。学校自己評価アンケートによると生徒の教員に悩み
を相談しやすいという項目で肯定的な意見が９割を超えている。欠
席数や保健室の利用数も例年に比べて少なくなっており成果が上
がっていると考えられる。
・ベル着・先言後礼の指導は教務課の調査から概ねできており課
題の提出率も年間を通して７割を超えている。
・年度末の総括会議で今年授業で工夫した点をまとめて提出する
予定である。

B

・年度当初の目標は概ね達成できたと考え
る。
・来年度以降も同じことをしてうまくいくとは限
らないがきちんと情報を共有することが大事
だと思う。

妥当である 適切である

学校関係者評価自己評価

1

令和２年度　岡山県立邑久高等学校　学校評価書

学校経営
目標

担当課等 重点目標 取組方法 達成基準

１　授業改善…授業規律の確立と「わかる」授業づくりへの工夫
２　地域連携教育の深化…地域学「セトリー」の推進とボランティア等への主体的参加
３　部活動の活性化…加入率向上と活動の充実



達成状況（中間） 評価 達成状況（最終） 評価 結果の分析及び改善方策 評価の妥当性
改善方策の
適切さ

進路指導課
地域と連携したキャリア教育
を推進する。

・総合的な探究（学習）の時間「セトリー」において、地域と連
携した学習活動を行う。
・地域と連携して、インターンシップ、地域見学、地域行事へ
の参画など、地域と連携した活動を推進する。

・それぞれの活動で、地域と連携した教育活動が効果的
かつ活発に行われている。
・生徒対象アンケートで地域と連携した教育活動に関す
る項目で肯定的回答が75%以上。

・新型コロナウイルス感染症予防の観点から、５月に開始予定
だった公民館講座と、夏期の瀬戸内市インターンシップは今年度
中止とした。
・２年次「セトリー」での地域探究学習は、４グループに分かれ、長
船東保育園、川崎医療福祉大学、長島愛生園・邑久光明園、備前
県民局、ＪＴＢ、瀬戸内市振興公社などと連携して、調査・研究を進
めている。うち２グループは、山陽学園大学地域マネジメントコン
テスト2020最終審査（１０月４日）にオンラインで出場し、地域との
連携が評価され、最優秀賞と優秀賞を受賞した。
・地域探究学習に取り組む２年国進コースを対象とした年度当初
アンケートで「自分が住んでいる地域をよくする活動に参加するこ
とは重要だ」で肯定的回答は100％（「とても」47％、「やや」53％）、
「地域や社会を良くしたり活性化に貢献したりしたい」で肯定的回
答は85％（「とても」35％、「やや」50％）であった。
・１年次「セトリー」では、９・１０月に地域の方をインタビュー相手に
お招きした「聞き書き」、１１月に瀬戸内市のバス代全額補助によ
る「地域企業見学」（オージー技研、木徳神糧、ブックス、一文字）
を実施する予定。

B

・２年次「セトリー」での地域探究学習は、１月の成果報告会を感染
対策で人数を制限して開催し、来校者１７名、リモートを含めた生
徒約２００名に対して成果を発表した。また、山陽学園大学地域マ
ネジメントコンテスト2020で最優秀賞と優秀賞、全国ユース環境活
動発表大会中国地方大会で優秀賞、第２回探究活動プレゼン
テーションアワードでグッドプレゼン賞を受賞、マイプロジェクトア
ワード中四国オンライン大会に出場した。
・地域探究学習に取り組む２年国進コースを対象とした１月実施ア
ンケートで「自分が住んでいる地域をよくする活動に参加すること
は重要だ」で肯定的回答は100％→91％となったが、その内「とて
も」は47％から57％に増加、「地域や社会を良くしたり活性化に貢
献したりしたい」で肯定的回答は85％→86％へと微増し、その内
「とても」は35％から46％へと増加した。
・１年次「セトリー」では、地域の方の協力による「聞き書き」を行っ
た上で、瀬戸内市のバス代全額補助による「地域企業見学」（オー
ジー技研、木徳神糧、ブックス、一文字）を体験活動も取り入れて
実施し、地域の活動や地域企業の理解を深めた。１月には瀬戸内
市長講演会を実施した。
・１年次「セトリー」有志活動として、海洋プラスチック問題につい
て、牛窓、前島でフィールドワークを行い、地域の方から説明を受
けた。また、２年観光・活性化グループが参加した備前県民局・
JTB主催のモニターツアーに生活ビジネス科１年次５名も参加し
た。セトリー等で連携している地域の方の紹介での長島愛生園看
護師長講演やレストランaccaシェフ実演授業も実施した。

A

・コロナ禍のため、公民館講座やインターン
シップなど、校外と連携する機会に一定の制
限があり、中止せざるをえなかったものもあっ
たが、セトリーなど少人数での活動や企業見
学では、感染対策を行った上で、地域の理解
と協力を得て実施できた。
・今後、生活ビジネス科が総合的な探究の時
間「セトリー」で、科の特性を生かし、地域と連
携した学習活動を展開していくかについて、
日本ITビジネスカレッジや公民館と相談しな
がら計画していく。
・探究学習が進路学習につながり、相乗効果
を生むように、目標の説明や計画、フィード
バックを行っていく。

妥当である 適切である

広報室
地域連携を中心に広報紙の
充実を図り、広く広報する。

・地元中学校等に広報紙を配付する。
・中学生及び保護者対象のオープンスクールを実施する。
・地区別学校説明会を実施し、新学科等の広報に努める。

・広報誌を年間６回以上発行する。
・オープンスクールへ参加する中学生が300名以上。
・地区別学校説明会を年間８回開催し、参加者数150名
以上。

・広報誌は遅ればせながら、第１号を発行することができた。生徒
会長のことばを掲載するなど内容を工夫したり、市外中学校や学
校近隣の自治会を送付先に追加したりなど改善を図った。
・今年は、オープンスクールが１回のみの開催となった。中学生
152名、保護者５３名参加。
・地区別学校説明会は、６月に５回開催済、今後１０月２回・１１月
１回の計３回の開催を予定しており、計８回を開催できる見込みで
ある。なお、６月の参加組数は１０５組。１０月・１１月の申込は、現
時点で３１組である。新たに中学校教員向けの説明会・授業参観
も開催するなど、広報に努めている。

B

・広報誌は、第３号まで発行済、第４号まで発行予定。昨年より14
の小中学校を加えて計62か所へ送付。また、学校近隣の自治会
では、学校案内パンフレットとあわせて回覧を実施。
・学校説明会では、145組・242名の参加があった。
・進学状況調査では、２学科合計が128名（1次調査），132名（2次
調査）といずれも定員を上回った。特別入学者選抜の志願者も139
名と定員を上回った。

A

・広報誌の発行が目標の６回に及ばなかっ
た。広報室内で分担し、定期的な発行ができ
るような体制を構築したい。
・オープンスクールや学校説明会は、今後オ
ンラインの開催も検討が必要。
・Zoomアカウントの取得やLINE公式アカウン
トの取得など、研究を進めていく必要がある。
・学校説明会は、在校生の参加などより魅力
の伝わる工夫をしていきたい。

妥当である 適切である

3 生徒課
部活動や生徒会活動を充実
させる。

・「部登録制」や「部活動の日」を活用し、１年次団と各顧問
が連携して、生徒が部活動に入部するよう促す。
・委員会活動の取組の「見える化」を図る。

・１年次生の部活動の入部率が５割を超える。
・委員会活動の取組を発表したり掲示したりする機会が
増える。

・６月４日現在で、１年次生徒の部活入部率は48.5％である。１年
次及び部活顧問の先生方を中心に、例年以上に熱心な声掛けを
行ったが、新型コロナ感染症により、４、5月にほとんど活動できな
かったのは残念であった。
・コロナ禍で行った千町祭では、生徒会の生徒を中心に例年以上
に充実した内容のものを行うことができた。
・委員会活動では、約半数の委員会が千町祭文化の部で展示を
行った。さらに、日頃の活動をアピールする方策を考えたい。

B

・今年度はコロナ禍の中でのスタートとなり、部活動や対外試合の
多くが中止となった。その様な中でも、生徒会執行部が部紹介を
工夫したり、入部へ熱心な声掛けを繰り返した結果、１年次生のほ
とんどが年度当初部に登録し、５割程の生徒が実際に入部した。
生徒会の活動は、生徒総会や立会演説会を放送でやるなど、規
模を縮小し工夫して実施した。委員会に発表の場は十分に提供で
きなかったが、どの委員会も地道に活動した。千町祭文化の部と
体育の部も、一般公開はとりやめたが、例年以上に活気のある充
実した内容のものを行うことができた。

B

・部活動の活性化は、学力向上とともに本校
の最重要課題のひとつである。学校自己評価
において、生徒の数値はそれほどでもないが
教員の約半数が「部活動が活発に行われて
いる」に否定的な回答をあげている。部活動
は学校の魅力化や生徒指導の推進にもつな
がるので、在校生の満足度や中学生の志望
動向にも大きく関わる。部活動の運営は授業
と同様に困難で手がかかるが、来年度以降、
全ての教員でさらにきめの細かい指導が必要
であると感じている。また、来年度は委員会活
動の発表の場を増やすことを検討していきた
い。

妥当である 適切である

2

学校経営
目標

担当課等 重点目標 取組方法 達成基準
学校関係者評価自己評価


