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　基本姿勢　　「さわやか西京　地域と共に世界をめざす！！」

平成３０年度　山口県立西京高等学校　学校評価書　　校長　鈴 木　三 郎
１　学校教育目標

○校　訓　　　　　「進　取」　～　創　信　健　和   ～
○教育方針　　　　「進取　創　信　健　和」のもと、知・徳・体の調和のとれた有為な人材育成
○育てたい人間像　　創：生きるための基本的な知識や智恵を身につけた、創造性豊かな人間
　　　　　　　　　　信：勤勉、誠実で何事にも真摯に取り組み、人から信頼される人間
　　　　　　　　　　健：心身ともに健康で、気力と意欲に溢れ、チャレンジ精神旺盛な人間
　　　　　　　　　　和：人を尊重し、人のために快く動くことができ、集団の和に貢献できる人間

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

　各評価領域において、前年度の取組から次のことが必要である。

①生徒指導について

各学年と協力し、自己の活動の記録や振り返り及び宿題・課題を通して、中だるみしない生活習慣の確立を目指す。また、与えられたこと
をこなすだけではなく、自ら課題を見つけ解決する力にも重点を置き推進する。

模試分析や進路希望調査、学習時間調査等の状況分析に基づき、生徒向けに外部講師を招聘するなど、昨年度に引き続き組織的な指導体制
を進めていく。

全ての学科に在籍する生徒を対象に、入学後早い時期から就職を希望する生徒の把握及び面談を行い、望ましい資質の育成に努める。さら
に、商業に関する学科の生徒には、全商検定１級の取得に向けた指導体制をさらに整える。

本校の進路指導への取組や大学入試改革等の情報が保護者にリアルタイムに伝わるよう、「お知らせメール」やホームページ等を通して、
情報発信していく。

③特別活動について

学校行事、校外活動等を通じ、「チーム西京」の一員であることに誇りを持たせる。また、校外でのマナーの向上及び交通事故防止のため
の危険予測能力を育成するとともに、明るい挨拶とさわやかな身だしなみを常に心がけさせる。

交通マナー向上や交通事故減少をめざした指導の強化を図り、危険個所マップを作成し、生徒一人ひとりの交通規範意識を醸成させ、「命
の大切さ」について学ばせる。また、不審者対策も含め生徒の危機対応力を高めさせる。

不登校傾向の生徒に対し、校内の連携を密に取る中で、保護者に対する迅速かつ適切な相談・支援に努める。また、ＳＣ、ＳＳＷなど専門
機関との連携を図ることで、更なる生徒支援体制の確立をめざす。

SNSの使用方法について、マナーを身に付けさせ、トラブルの被害者にも加害者にならないように啓発する。

②学習指導・進路指導について

西京高校ＨＰについて、学校内外の期待に応えられるよう改善と更新に努める。更新については、正確かつ迅速に行うよう努める。

３　本年度重点を置いてめざす成果・特色、取り組むべき課題

　１　豊かな人間関係を構築できる力の育成

   (1) 「チーム西京」マインドの高揚

   (2) 「西京生らしさ」の自覚の涵養

   (3) 生徒の状況に応じた適切な相談・支援体制の一層の充実

文化祭、体育大会やクラスマッチなどの学校行事を、生徒会やＨＲ役員を中心に主体的に企画、運営し、より価値観の高いものにする。

部活動と学習の両立に向けて、各部ごとの「望ましい生活リズムの確立」を行う。また、「部活動連絡会議」を通して、保護者と連携した
望ましい部活動のあり方を追求していく。

寮運営においては、円滑な運営および秩序ある生活を行い、文武両道に励み、校内のリーダーとしての自覚と誇りをもつことのできる寮生
の育成に努める。

④学校情報の発信について
メール配信システムは、現在登録者が1000件を超えている。この現状を踏まえ、今後登録者のニーズに応えるコンテンツを増やし、より多
くの情報を提供していくように努める。

   (4) 各学科の特色に応じた資格取得の実現と指導力の向上

   (5) 希望する進路実現率１００％に向けたきめ細かな支援

   (6) 大学入試改革への適切かつ迅速な対応

　３　文武両道のさらなる高みを目指す
   (1) 心・技・体の育成を目指し、全国、世界大会等で活躍できる競技力の向上

   (2) 個を生かした文化の創造と文化部活動の充実

   (4) 体験学習活動やボランティア活動の取組の充実

　２　学力の向上と確かな進路実現
   (1) 授業の質の向上に向けた組織的な取組

　 (2) 自ら学ぶ学習習慣の定着と英語力の向上

　 (3) インターンシップや進路ガイダンスの充実によるキャリア教育の推進

   (3) 西京高校ＨＰの更新

   (3) 望ましい部活動の充実

   (4) 東京オリンピックへの出場を目指した運動部活動の強化と躍進

   (5) 学習環境及び部活動における施設設備の整備

　４　地域と地域をつなげる学校の実現

   (1) 継続可能な地域連携及び異校種間連携の実践

   (2) 学校行事の積極的な情報発信

 
【チャレンジ目標】 
 
 『フレッシュ西京 平成最後の挑戦 ～地域との絆～ 』 
 
 

【具体的な方策】 
 ①豊かな人間関係を構築できる力の育成 
 ②学力の向上と確かな進路実現 
 ③文武両道のさらなる高みをめざす 
 ④地域と地域をつなげる学校の実現 
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評価
領域 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

(1) 「チーム西京」マイ
ンドの高揚と切磋
琢磨する校風づく
り

① 体育大会、文化祭等の学校行
事や部活動を通して所属意識と連
帯感を育成する。
② 「襟元に加え足元（通学靴、靴
下）」の確認を徹底し、身だしなみ意
識の向上を図る。
③生徒会、生活委員の 「あいさつ
運動」によるさわやかな挨拶を実践
する。
④生徒総会やあいさつ運動などを
通じ、生徒会から規範意識の醸成
やマナー向上（特に校外）を呼びか
ける機会を増やす。

3.4

①学校行事の生徒主体の運営を推進。クラスマッチを2回（7月
11日（木）3月19日（火）に実施予定）一日体験入学(9月26日
(水))、体育大会(9月1日(土)文化祭(9月7日(金)9月8日(土))
②特別指導が必要な生徒は少ない。身だしなみの定着が見ら
れる。
③生徒会執行部・生活委員による「あいさつ運動」を校門前で
実施。
④全校集会・学校行事等でマナー向上の呼びかけを実施。５月
には一般財団法人日本自動車連盟から講師を招いて交通指
導。昨年から引き続き毎月2回学校周辺で交通安全委員による
交通立証を定期的に行った。

・多くの生徒が爽や
かな挨拶をしてくれ
る。
・生徒や教職員も忙
しそうであるが、文
武両道を貫いてい
る。

A

(2) 思いやりのある豊
かな心と健やかな
体づくりの推進

①学級や部活動、清掃活動、各種
行事等を通して相手を思いやり、認
め合う心を育成する。
② 毎日の健康観察と健康相談によ
り適切な健康管理を図る。
③体育大会、持久走大会等の学校
行事や部活動を通して、たくましく
健やかな心と体の育成を図る。
④ボランティア活動を奨励する。

3.4

①担任・部顧問・担当教員による指導を実施。
②ＳＨＲ・授業において健康観察を実施した。各体育的行事ごと
に健康診断を行い事故防止等に対応した。健康に関する講演
（10月23日（火））実施。
③授業においては、毎時間各学年の実態に応じた補強運動を
実施。持久走大会を２月２日（金）実施。部活動では、週に１度
休養日。月に１回土日休養日を設定。
④一般生徒ボランティア(高校生ボランティア)JRC部を中心に定
期的に各種ボランティア活動に参加。

・地域の清掃活動
などの、地域貢献
活動に積極的に参
加していただき有り
がたい。

A

(3) コミュニケーション
能力の育成（自他
の尊重、認め合い
高め合う力の育
成）

① 生徒総会・文化祭・クラスマッチ
等の生徒会行事で質の高い企画・
運営をめざす。
②教育的、文化的意義の高い文化
祭を定着させる。
③体育大会の隊を 3学年縦割りで
編成し、上級生と下級生の連携・協
力体制の中からコミュニケーション
能力の育成を図る。

3.5

①クラスマッチ２回　7月13日（木）、3月19日（月）を実施した。各
行事ごとに健康診断を行い事故防止等に対応した。
②生徒会執行部と文化委員会で協議を重ね文化祭での「合唱
コンクール」を実施。
③体育祭練習においての隊別集会の時間を十分に設け、生徒
間の連携・協力活動の充実に努め、コミュニケーション能力の
育成を図った。

各種学校行事等に
おいて、一致団結し
ている姿が見られ
る。

A

(4) 自己肯定感・自己
存在感をもたせる
指導の充実

① ホームルーム・生徒会行事等に
おける適切な役割分担と活躍の場
を設定する。
② 面談等を通して生徒理解を深
め、適宜個別指導を行う。

3.3

①生徒主導による学校行事の実施。(全校集会整列指導、野球
応援、全国高校駅伝壮行式、全国高校サッカー選手権大会壮
行式一日体験入学等)
②個人面談週間2回(4月、10月各1週間)実施。クラス担任・部活
動顧問による面談も必要に応じ行った。

・多数の部活動が、
全国大会に出場し
ており、自校に誇り
を持っていると思わ
れる。

A

(5) 規範意識や倫理
観の醸成

①交通安全に関する規範意識を高
めるため、重点指導事項を生徒に
伝え、更に危機予測能力の育成、
事故発生時の対処法、報告の徹底
を図ることで、生徒自らが主体的に
取り組むよう指導する。
② ホームルーム、部活動等で所有
物管理意識の向上を図る。
③情報モラル教室や全校集会を通
じて、SNS・携帯電話使用方法のマ
ナーを身に付ける。

3.1

①交通安全教室(5月22日(火))実施。交通立哨の実施。学校独
自3回、交通安全県民運動期間4回)列車指導4回(新山口～矢
原間,山口～矢原間)
②所有物の整理整頓指導の徹底。移動教室時の貴重品管理
の指導を実施。週末の教室施錠の徹底。
③情報モラル教室(10月2日(火))NTTドコモ　スマホ・ケータイ安
全教室インストラクターから講師を招いて実施。また、今年度よ
り携帯電話指導指導方法を変更した。特に問題もなくスムーズ
に指導できたが１年生携帯電話を校内で使用し、指導すること
が多かった。１２月には１年生全生徒のみ生徒部長から指導を
実施した。

・自転車のマナーは
気になる部分があ
る。引き続き交通安
全指導をお願いし
たい。
・ＳＮＳに関わるトラ
ブルは今後も増加
すると思う。小・中・
高・大ともに適切な
情報モラル教育が
必要。

B

(6) 学校生活への適
応をめざした生徒
支援の組織的な
取組

①多面的な多角度からのアンケー
トの実施により、潜在的に悩みを抱
えている生徒を早期に発見する。
②不適応生徒への早めの対応を図
り、担任と学年を中心に個別かつ全
校体制で組織的な生徒支援を行
う。
③生徒支援室だよりの発行、教育
相談室の開放など、スクールカウン
セラー来校日のメール配信など相
談しやすい環境を作る。
④スクールカウンセラー等や専門
機関との連携を密にする。

3.2

①月に１回程度、アンケートを実施した。7月からは自由記述の
欄を拡大し、持ち帰り、封筒に入れて提出するなど生徒が悩み
を書きやすいように改善した。
②不適応生徒に関する情報を定期的に共有し、どのように対応
したらよいかについても共通理解を図った。
③生徒支援室だよりを発行し、週３回昼休みに相談室を開放す
るなど、相談しやすい環境を整えた。
④スクールカウンセラーや地域コーディネーターとの連携を強
化し、対応にあたった。

・

・生徒、保護者から
のアンケートで、意
見・要望等が複数
あるものについては
しっかりとした対応
をお願いしたい。

A

4　自己評価  【達成度は「取組」と「成果」の評価の数字の全てを平均した値】 5　学校関係者評価

重点目標

生
徒
指
導

【取組】
（具体的方策に
対する評価）

[4]8割程度以上
実施

[3]6割程度以上
実施

[2]4割程度以上
実施

[1]4割程度未満
の実施

【成果】
（重点目標に対

する評価）
[4]8割程度以上

達成
[3]6割程度以上

達成
[2]4割程度以上

達成
[1]4割程度未満

の達成
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評価
領域 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

(1)  家庭学習習慣の
確立

① 学習時間記録表やスケジュール
帳の活用及び個人面談を実施して
家庭学習習慣の定着を図る。
②年間2回学習時間調査結果を分
析し、生徒への指導に役立てる。
③調査結果を学校ホームページや
総会資料に掲載し、家庭と認識を
共有する。 2.9

①学習時間記録表をもとに学習時間調査を6月に実施。特に１
年生については平成33年度大学入試改革も見据え進路部主導
で全員にスケジュール帳を持たせ、日々の生活や学習の記録
や振り返りを通し、主体的な学びの定着を目指している。6月調
査では、平日平均1時間5分(昨年1時間11分)、休日1時間24分
(昨年1時間30分)であった。12月では1・2年生だけの調査で、1
時間未満は平日52.7%(昨年50.4%)、休日36.4%(昨年35.3%)、2時
間以上が平日16.0%(昨年11.0%)、休日26.7%(昨年27.7%)であっ
た。／個人面談を4月に実施した。
②学習時間調査（6月）、学習状況等の調査（10月）の年間2回
の結果分析を各種会議時に報告、生徒に対しては全校集会で
結果をもとに指導。
③前年度2回目(12月)の結果はＰＴＡ総会および役員会の資料
に掲載した。今年度10月の結果分析はＨＲ掲示した。

・家庭学習などの自
学自習する学習習
慣を身に付けること
が大切。

B

(2) 基礎学力の確実
な定着とより高い
進路目標の実現
に向けた学力の養
成

①各教科・学年で、効果的に課題を
課し、基礎学力の定着を図る。
② 朝学、進学チャレンジ課外授業
及びサマースクールの実施で、学
力養成を図る。
③ 上級学校主催のオープンスクー
ルへの参加を奨励するなど、早期
進路目標の確立を図る。

3.0

①10月の学習状況調査において「学校の週末課題等に取り組
んでいる」割合は92.7%が肯定的に取り組んでいるが、中だるみ
せず、自分なりの学習を確立させることが課題である。
②学年主導で毎日朝学実施。1年(手帳記入、漢字、数、英）2年
(国、数、英、商業、化学、手帳記入)、3年(国、数、英、化学、商
業)
　サマースクールでは、３年生を対象に小論文講座、ディスカッ
ション・プレゼンテーション講座を実施。
③7月に山口大学、山口県立大学、下関市立大学入試説明会
を実施。出前講義(2年)、職業理解講演会(1年)を実施、12月に
進学ガイダンス(1年)に参加した。3月に志望理由書講演会（2
年）、進路講演会（1年）実施予定。

・年間を通して集中
して学習に取り組め
るよ意識を高めても
らいたい。

B

(3) 授業の質の向上
に向けた組織的な
取組

① 授業公開週間（年2回）の実施で
相互授業研究を図る。
② 授業アンケート（年2回）を実施
し、授業改善に繋げる。
③学習状況に関するアンケート結
果を分析し、個々の進路希望にあ
わせて工夫する。
④アクティブラーニング的授業を取
り入れた授業改善に取り組む。 3.1

①授業公開週間2回(6月、11月)実施。管内の中学・高校に対し
て公開授業（11月5日(月)）を実施。
②授業アンケート前後期2回実施。学習状況アンケート結果で
は、「課題に対して自ら考え、自分から取り組んでいる」「話し
合ったり発表し合ったりする活動を通して自分の考えを深めたり
広げたりすることができている」に肯定的な回答が7割を超え、
授業を大切にする姿勢や、能動的で活動的な授業形態の増加
がうかがわれる。
③職員会議等で分析結果の資料を通し現状や方向性を共有し
た。
④教員に対して授業改善に役立つ情報を提供した。国語を中
心に今年度は、図書室においてスクリーンやプロジェクターが
常時セットされた状態で、授業で図書室を活用した授業が増え
ている。

・アクティブラーニン
グ等を取り入れた
授業成果が、うか
がえる。

A

(4) 「総合的な学習の
時間」における
キャリア教育の推
進

① 3年間を見通し、各学年に即した
進路ガイダンスを計画的に実施す
るとともに、１年生については、e-
ポートフォリオの導入を見据えて、
毎回振り返りをさせ、記録に残す。
②「進路を考える」「進路別テーマ学
習」を各学年の発達段階に即して
計画的に実施するとともに、 外部
講師の招聘を積極的に行う。
③保護者に対する情報提供を積極
的に行うために、講演等の際には
保護者宛文書を出すとともに、学校
ホームページや「お知らせメール」
等を活用し、情報発信に努める。

3.1

①②4月：スタディサポート講演会（2年）、手帳使い方講演会（1
年）　5月：スタディサポート講演会（1年）　7月：山口県立大学、
山口大学、下関市立大学入試説明会（全学年）　1０月：職業理
解講演会（1年）全21講座実施。11月：進学ガイダンス（2年）　12
月：進学ガイダンス（１年・維新公園）、進路別講演会(2年)　３
月：志望理由書講演会（2年）、進路講演会（1年）外部講師を招
聘しながら、多彩な取り組みを行った。
③ほぼ全ての講演会について、保護者宛の案内文書を配布
し、参加を募った。講演会後、写真等をHPにアップし、情報を発
信した。

・１年生から取り組
んでいる手帳の活
用の定着化を期待
している。

A

(5) 各学科の特色に
応じた資格取得の
実現と指導力の向
上

① 卒業までを見通した資格取得を
計画的に指導する。
② 個々の検定等へ向けて効果的
な受検指導を実施する。

3.1

①本年度３年生における全商検定の取得状況：１級取得者73
名（全体の94％）、三種目以上１級合格者42名（全体の54％）
②検定取得に向けて、放課後や夏季・冬季休業中に課外授業
を実施するなど、組織的かつ計画的に学習の指導にあたった。

・県下でもトップクラ
スの資格取得率を
誇っているようだ。

A

(6) 就職内定100％に
向けた組織的な取
組

① SPI模試の活用や朝学における
ＳＰＩ練習問題の実施等、早期から
入社試験に向けた指導の充実に努
める。
②就職サポーターとの面接を充実
し、生徒の適性に合致した職業の
斡旋に努める。

※SPI…採用で最も利用されている適性
検査のひとつ。能力を測る「基礎能力適
性検査」と、性格の特性を測る「性格適
性検査」で構成される。

3.3

①２学年の就職を希望している生徒に対し、ＳＰＩ模擬問題集の
購入を薦め、就職試験対策指導を行った。３年生には、ＳＰＩ模
試を課すとともに、１週間に１回程度の間隔で朝学としてもＳＰＩ
模試の学習指導を行った。
②就職を希望している２、３年生について、就職サポーターによ
る面談を２年生は１１月中に行った。また、３年生は新年度の時
期と、夏休みの期間中に担任が実施する三者面談に合わせて
面談の機会を持ち、生徒が希望している職業に就職することが
できるように指導した。

・個に応じたきめ細
かな進路指導が実
践されている。

A

重点目標

学
習
指
導
・
進
路
指
導

【取組】
（具体的方策に
対する評価）

[4]8割程度以上
実施

[3]6割程度以上
実施

[2]4割程度以上
実施

[1]4割程度未満
の実施

【成果】
（重点目標に対

する評価）
[4]8割程度以上

達成
[3]6割程度以上

達成
[2]4割程度以上

達成
[1]4割程度未満

の達成
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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

(1) 心・技・体の育成
をめざし、全国大
会等で活躍できる
競技力の向上

①高い目標と課題を掲げ、 年間計
画・強化計画を作成し、競技力の向
上を図る。
② ＰＤＣＡサイクルに基づいた運営
管理に努める。
③東海総体、福井国体等への出
場、入賞をめざした強化を進める。 3.4

①②各部共に実情に応じた目標・課題を設定し、競技力の向上
を目指しよく努力した。
③東海総体には６競技２３人の出場、２種目で入賞。福井国体
には３競技１４人の出場、優勝を含む２種目で入賞を果たすな
ど健闘した。

・多数の部活動で、
全国大会に出場す
るなど非常に優秀
な成績を収めてい
る。

A

(2) 生徒一人ひとりを
大切にする運動部
活動のさらなる強
化と躍進

① 顧問と部員の良好な人間関係を
基にしつつ毅然とした指導に努め
る。
②チームに即した目標や課題を設
定し、強化・練習計画を作成する。
③練習環境を整備し、安全と健康
に配慮した活動を推進する。
④「部活動連絡会議」を通して、保
護者と連携した望ましい部活動の
あり方を追求する。

3.3

①普段からより良い人間関係に努め、メリハリのある指導に努
めた。
②各部の実情に応じた目標、課題設定がされている。また、強
化部を中心にレベルの高い強化計画が作成された。
③各部で工夫して練習環境を整備し、安全と健康に配慮した活
動をしている。特に、熱中症対策については、部単位でテントを
設営したり、扇風機を準備したり、練習時間を工夫するなど各
顧問を中心に精一杯の配慮をしている。
④すべての部で「部活動連絡会議」を実施し、連携をとる努力を
した。

・各部の目標設定を
明確にするとともに
保護者との共通理
解を今後もお願いし
たい。

A

(3) 学習と両立ができ
る計画的、効率的
な部活動の実践

① 週1日の休養日の設定や練習時
間の配慮など、メリハリのある部活
動の実践に努める。
② 顧問と学級担任が、部活動と学
習の結果の情報を共有し、両立に
向けての連携を図る。
③ 部活動の練習時間と学習時間
のバランス調整を図る。 3.1

①全ての部が、原則週１回の休養日を設け、平日の練習時間
は３時間以内に終える等の配慮をした。
②西京ネットワークに部活動の成績を入力、職員室の部活動
掲示板で結果の報告、職員朝礼で結果報告する等、各部の状
況を全体で把握しやすいように配慮した。また成績不振者につ
いては職員会議で部活名入りで提示し
③テスト週間中の練習時間は原則１時間以内とし、大会前等で
活動を延長する部は職員室に掲示し共通理解をした。

・文武両道を目指す
ためには、部活動
の練習も大切であ
るが、学習時間の
確保等も配慮して
ほしい。

B

(4) 個を生かした文化
の創造と文化部活
動の充実

①従来のコンクール以外に、各部
の活動の様子を伝えられる場や、
様々な発表の機会を開拓し、積極
的な参加や応募を呼びかける。
② 吹奏楽部や茶道部、美術写真
部を軸に、中庭を利用した季節ごと
の文化部コラボの「中庭コンサート」
を企画する。

3.0

①新規参加可能の発表、活動の場を開拓するのは今年度は困
難だったが、文芸部では全国コンクールにチャレンジした。結果
は入賞なしという残念なものではあったが、目標を広げ、それに
向けて創作活動をする意欲が増した。
②「中庭コンサート」は計画半ばであるが、文化祭以外でも、校
内の壁を利用した生徒の作品披露は、文化部の活動理解に一
役買っている。

・各部の特色を生か
し、さらに新たな活
動の場を開拓して
ほしい。

B

(5) 生徒会執行部を
中心とした学校行
事の運営

① 生徒会新聞を積極的に発行す
る。
② クラスマッチ等生徒会行事の工
夫改善を図る。
③文化祭、体育大会など生徒会行
事の計画、立案を組織的に行う。
④ 地域及び校内のボランティア活
動への積極的参加を促す。

3.1

①発行できなかった。
②よりスムーズに実施できるよう昨年度の反省を踏まえてルー
ル改善、分担を図った。3月クラスマッチで生徒優勝チームと教
員チームのドリームマッチを開催予定。
③文化祭の合唱コンクール実施については、生徒から様々な
意見があったが、生徒会を中心に組織的に計画を行い、前向き
に取り組むことができた。
④「ランニング教室」(1月6日(日))ＰＴＡ、地域との連携行事を実
施。／男女長距離部員による毎朝の玄関内外・体育館周辺清
掃活動。／平川親子ふれあいクリーン作戦(10月7日(日)に参
加。

・生徒会新聞の発
行を期待している。

B

(6) 健心寮・誠心寮の
環境整備と文武両
道をめざした生活
習慣の浸透

① 寮生の規律ある生活を支援する
とともに、内面理解と実態把握に努
める。
②競技力の向上はもとより、学習習
慣の徹底・定着を図り、文武両道が
実現できるようにする。
③補修必要箇所の早期発見、早期
改善が図れるようにする。
④舎監や日直の業務が円滑にでき
るよう配慮する。

3.3

①舎監日誌や週番日誌の記入内容を確認し、状況や実態の把
握に努めた。寮規則の確認を適宜行った。また、定期的に寮長
と直接面談し、早期対応にも努めた。
②学習時間（21:30～22:30）は、自室で学習に取り組むよう指導
した。
③日誌からの指摘や寮生からの連絡により、迅速に対応するこ
とができた。
④教員は、舎監や日直の希望調査をとり、希望に応じた日数で
は入れるようにすることと、寮生は、落ちついて生活できるよう
タイムテーブルに沿って生活するように指導した。

・寮生の心身の成
長につながるよう支
援をお願いしたい。
・学習時間の確保
等配慮をお願いし
たい。

A

重点目標

特
別
活
動
等

【取組】
（具体的方策に
対する評価）

[4]8割程度以上
実施

[3]6割程度以上
実施

[2]4割程度以上
実施

[1]4割程度未満
の実施

【成果】
（重点目標に対

する評価）
[4]8割程度以上

達成
[3]6割程度以上

達成
[2]4割程度以上

達成
[1]4割程度未満

の達成
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評価
領域 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

(1) 学校行事の円滑
な運営

① 関係分掌および部内での連携と
協力体制を強化する。
②会議や行事など、提示資料の精
選と検討を図る。
③ 学校行事での生徒の積極的な
参加・活動を図る。 3.3

①各行事ごとに関係分掌と事前連絡を取りながら進めることが
できた。また、部内での情報の共有や協力体制に努めた。
②会議資料の精選を行い、簡略化することに努めた。
③各行事の準備や発表など、生徒が中心となった活動を行っ
た。特に体験入学では、在校生が中学生に対してわかりやすく
説明を行ったり、部活動体験で多くの中学生に魅力を伝えたり
した。

・学校行事の円滑
な運営に向け、効
率化が図られてい
る。

A

(2) ＰＴＡ活動との連携
及び地域に開か
れ信頼される学校
づくり

①ＰＴＡ総会及びＰＴＡ活動への保
護者並びに教職員の参加率向上を
図る。
②地域と連携・協働した学校行事
の運営を図る。
③オープンスクールや体験入学な
どの適切な情報発信に努める。
④学校要覧や学校案内の配布や
更新により、新しい情報提供に努め
る。 3.3

①ＰＴＡ総会及びＰＴＡ活動への参加者を増やすため文書案内
と共に、メール配信など情報発信にも努めた。PTA総会の保護
者参加者は186名、学級懇談会の参加者が435名だった。
②平川ランニング教室や山口大学附属特別支援学校への訪問
など、地域に根差した活動を行った。
③オープンスクール、学校説明会、体験入学の参加者に対し
て、メール配信・案内文書作成など適切な情報発信に努めた。
④年２回学校案内パンフレットを作成して中学校に配布し、本
校ＰＲに努めた。学校要覧、学校案内共に最新の情報を発信す
ることができた。

・学校主催の地域と
連携した行事は非
常に好評である。来
年も継続していただ
きたい。
・地域の各種行事
等に積極的に参加
していただき感謝し
ている。
・駅伝部とコラボし
た「走ろう会」は感
謝している。これか
らも子どもたちのあ
こがれの学校で
あってほしい。

B

(3) 効果的な情報発
信

① 「お知らせメール」による月3回以
上の情報発信に努める。
② 新たなメール配信システムへの
変更にあわせて、各家庭での登録
率100%をめざす。
③ ホームページ月3回以上の更新
に努める。その際、迅速な更新に努
める。（ｓａｉｋｙｏ ｎｅｗｓ、部活動実
績）
④積極的に報道依頼を行う。
⑤不審者情報等、危機管理的な情
報の即時送信に努める。

3.3

①「お知らせメール」約50回発信。（1月中旬まで）（昨年と同程
度以上）
②加入率100％とはいかないが、登録者数は1,209件（昨年
1,188名）である。
③Saikyo News(ホームページ)53件掲載。(1月末まで)(昨年51件
同時期）。昨年度同様、より早い発信に心掛けた。
④報道依頼17回。(昨年度２５回）
⑤山防地区中高に関わる不審者情報、台風・降雪時の登下校
の注意喚起を行った。

・きめ細かな「お知
らせメール」や積極
的な情報発信はす
ばらしい。
・「お知らせメール」
の加入者１００％を
目指してほしい。

B

い
じ
め
防
止

①定期的に情報交換会やアンケー
ト調査を行い、いじめに関する情報
を収集する。
②教育相談室を開放し、生徒が相
談しやすい環境を作る。
③スクールカウンセラーによる講話
や生徒支援室だよりを通じて、いじ
め防止を啓発する。
④いじめを認知した場合は、速やか
に情報の共有と事実関係の調査を
行い、事実を基に、保護者と緊密に
連携し、いじめ対策委員会を中核と
して、全校体制で解決に向けて取り
組む。

【取組】
（具体的方策に対する
評価）
[4]8割程度以上実施
[3]6割程度以上実施
[2]4割程度以上実施
[1]4割程度未満の実
施

【成果】
（重点目標に対する評
価）
[4]8割程度以上達成
[3]6割程度以上達成
[2]4割程度以上達成
[1]4割程度未満の達
成

3.3

①月に1回程度アンケートを実施し、いじめにあったか見かけた
かなどについて情報収集を行い、必要に応じて聞き取り調査を
行った。
②週３回昼休みに教育相談室を開放し、生徒が気軽に相談し
やすい環境を整えた。
③４月のLHRでスクールカウンセラーの講話を実施し、SCを周
知するとともに、いじめ防止の啓発を行った。
④いじめを認知した場合には、速やかに情報を共有し、事実関
係の調査を行った。本人、保護者の意向を踏まえ、連携をとり
ながら、解決に向けて取り組んだ。

・生徒だけでなく保
護者の悩みを聞く
取組は、今後も継
続してもらいたい。
・アンケートの用紙
を持ち帰らせて封
筒に入れて提出す
るよう改善したこと
はとても良い。

A

重点目標

行
事
運
営
・
情
報
発
信

【取組】
（具体的方策に
対する評価）

[4]8割程度以上
実施

[3]6割程度以上
実施

[2]4割程度以上
実施

[1]4割程度未満
の実施

【成果】
（重点目標に対

する評価）
[4]8割程度以上

達成
[3]6割程度以上

達成
[2]4割程度以上

達成
[1]4割程度未満

の達成

・さらに各種会議や
諸調査の精選・簡
素化等業務の見直
し・効率化に取り組
んでもらいたい。

いじめの未然防止、早
期発見、早期対応に向
けて、共通理解と組織
的取組を推進する。

業
務
改
善

学校の組織等 ①分掌・学年及び部活動間の綿密
な情報共有と連携に努める。
②模試分析等を踏まえた組織的・
系統的な進路指導・学習指導に努
める。
③生徒のやる気を引き出しながら
個に応じたきめ細かな進路指導に
努める。
④日々の情報交換に基づいた予防
的・開発的な生徒指導に努める。

生徒の支援・指導に向
けた組織的な指導体制
の確立

日常的な業務 ①各会議に先立ち、各分掌におい
て事前の協議を十分に行うととも
に、資料の精選に努める。
②各分掌で効率的な業務遂行に努
めるとともに、業務内容の見直しを
促進し、必要に応じて簡素化を図
る。

B

各種会議等の効率化
の推進

勤務状況 ① 業務時間記録表に基づくセルフ
ジョブコントロールを推進する。
②長期休業中の 「時差出勤」等の
活用を推進し、業務時間短縮に努
める。 2.8

①超過勤務時間は、一昨年度に比べ16.9%減少しているが、教
職員の多忙感は減少していない。引き続き「ワーク・ライフ・バラ
ンスの実現」に取り組む必要がある。
②時差出勤活用者は、春４名、夏１４名、冬３名と昨年度とほぼ
同数であった。「時差勤務」導入前の一昨年度の８月の超過業
務時間に比べ18.12％減少した。

・時間外勤務時間
は、減少している
が、教職員の多忙
感は解消されてい
ないようだ。引き続
きワークライフバラ
ンスの実現に向け
取り組んでもらいた
い。

B

時間外勤務時間の短
縮の推進

【取組】
（具体的方策に
対する評価）

[4]8割程度以上
実施

[3]6割程度以上
実施

[2]4割程度以上
実施

[1]4割程度未満
の実施

【成果】
（重点目標に対

する評価）
[4]8割程度以上

達成
[3]6割程度以上

達成
[2]4割程度以上

達成
[1]4割程度未満

の達成

3.0

①校務の円滑な遂行に向けて、分掌主任・学年主任と綿密な
情報交換している。
②個別の傾向を把握しつつ、具体的な情報提供と指導を継続し
て行っていく。
③担任及び部活動顧問を中心に面談を行い、個に応じた声掛
けや指導に取り組んでいる。
④悩みを抱える生徒の状況把握・情報共有をするとともに組織
的かつ迅速に対応している。また、保護者からの相談にも迅速
に対応している。

・組織的な指導体
制は、大切だ。引き
続きチーム西京とし
て教育課題に取り
組んでもらいたい。

B

2.9

①各分掌での事前の協議については実施されている。報告事
項と協議事項の内容について精査が必要。また、事前の資料
提出については引き続き課題を残す。
②各分掌で業務分担の平準化や効率的な業務遂行に向け取り
組んでいるが、新たな行事により業務内容が増加している分掌
もある。引き続き、業務内容及び行事の精選等が必要。
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5　　学校評価総括（取組の成果と課題）　　（○成果　●課題）

【総務部】

○今年度初めて夏休み中に学校説明会を行い、中学生に対し本校を知ってもらう良い機会となった。学校説明会には336名、9月の体験入学には653
名、延べ1000名近くの中学生が参加した。PTA活動については役員・評議員に対してのメールグループをつくり、連絡を円滑に行った。
●引き続き学校説明会・体験入学を行っていくうえで、内容をより充実したものにしたい。またそれらで配布する学校案内を見直し、本校の魅力を
よりわかりやすく伝えたい。

【教務部】

○次期学習指導要領において、生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善がクローズアップされていることもあり、10月実施の生徒
のアンケート結果からは、授業を大切にする姿勢や、能動的で活動的な授業形態の増加がうかがわれる。
●学習時間の記録を通し、学習時間の確立や自己管理能力の育成を図ってきたが、学習時間を大きく増加させることはできなかった。宿題に終始す
ることなく、自己の進路に応じた学習やより高いレベルの学習に向き合えるよう早い時期から徹底し、中だるみしない取組みを工夫していくことが
必要である。
【生徒部】

○施設･設備の改善･補修箇所の連絡が徹底され、早期に対応できた。また、生活指導に関しても引き継ぎ箇所を日誌に記入され、以後の舎監からの
指導に役立てることができた。
○欠食届けを確実に出したり、顧問が急な欠食の対応によって、昼弁当の残食が少ない状況にある。また、食物アレルギーのある生徒への対応も良
好である。
●各寮の大型冷蔵庫の使用の仕方が不十分なところがあった。期限切れのものや無記名のもの、自分のものが紛失する等のことがあった。
●自室での学習(21:30～22:30）習慣の確立が不十分なところがあった。引き続き学習習慣の確立についても促していきたい。
【基本姿勢】

○本年度の基本姿勢として「さわやか西京　地域と共に世界を目指す！！」を掲げ、昨年度設置した学校運営協議会の機能を活用し、「学校を核と
した人づくり・地域づくり」、「地域と地域を『つなげる』学校」の実現に向けて取り組んできた。その結果、学校評価アンケートにおいても肯定
的な評価をいただいている。今後も平川コミュニティとの連携を基盤に、幼、小、中、特、大、地元企業等との連携をさらに強化しつつ、本校にも
平川地区にも「互恵性」があり、「持続可能」な関係性の構築を推進していきたい。
●学校評価アンケートから「文武両道のさらなる高みを目指す」取組において指導方法、学習時間の確報等において工夫・改善の余地がある。部活
動休養日の確保とも連動させて学習時間の確保に努めるととともに「自ら学ぶ」意識の高揚を図っていきたい。また、交通ルールやマナーの指導等
において引き続き指導していく必要がある。

6　　次年度への改善策
【総務部】

　ア　学校行事の円滑な運営の為に、他の関係分掌との連携や部内での早めの準備・協力体制づくりに努めていきたい。
　イ　中学生が減少していく中で、「学校説明会」や「体験入学」等の行事へ中学生の参加者が増えるよう適切な情報発信や内容の工夫改善をして
いきたい。
　ウ　業務の精選・見直しを行い、生徒が主体的に活動できる環境づくりに努めたい。

○明るくさわやかな挨拶や身だしなみの実践を通して、マナーの定着を図ることができた。
○生徒会執行部を中心に、学校行事の企画・運営を実施でき、生徒主体の活動が実践できた。
●交通安全指導において、自転車通学生のマナーに関する苦情は増加しており、登校中の交通事故については減少が見られなかった。
●SNS利用において危機管理意識が低く、SNS利用方法を理解させる。

【進路部】

○ほぼ全ての講演会について、保護者宛文書を配布し、行事への参加を呼びかけると共に、HPでの情報発信を行った。
○就職に関しては、情報の共有化を心掛け、1月末現在で校長推薦による就職希望者（公務員からの進路変更者は除く）は全員が内定した。普通科
の就職希望者にもSPIを受験させ、校内選考の際に活用した。
●保護者の講演会等の出席が少数にとどまったので、もっとお知らせメールを活用し周知する必要があった。
●指定校推薦会議の資料として、商業科の進学希望者にも外部模試受験を勧め、学科間における成績の格差是正に引き続き努める。

【保健部】

○定期健康診断の事後処置についての工夫により、眼科においては受診率が７５％を超える等成果を上げた。
○(生徒支援室）相談室の開放や、教育相談室だよりの発行、メール配信の活用によって、生徒や保護者に対し、スクールカウンセラーや相談機関
等の周知を行うことができた。また、生徒相談アンケートの改善により、悩みを書きやすい、相談しやすい環境を整えることができた。
●口腔内の健康について、意識を高めるための指導を充実。
●(生徒支援室）不登校生徒に対し、担任、学年、部活動と連携をとり、より積極的、多面的なアプローチが必要である。

【寮務部】

【保健部】

　ア　生徒が安心して利用できる雰囲気の保健室づくりに努める。（施設や設備の工夫や充実）
　イ　(生徒支援室）不登校生徒に対して、早めの情報収集、情報共有を行い、担任、学年、部活動、専門機関と連携して、家庭訪問等、より積極
的かつ多面的な対応に取り組む。
　
【寮務部】

　ア　年度内にできるだけの補修や修繕を済ませる。
　イ　新１年生の入寮とともに、再度、寮生としての規則を確認したい。
　ウ　学習室をはじめ寮内の整備を図り、環境を整えたい。また、学習時間(21:30～22:30）は確実に自室で勉強に取り組むよう促したい。
　エ　大掃除を定期考査発表日に行っており、大型冷蔵庫の整理整頓をはじめ、細部にわたって清掃活動に取り組ませたい。

【教務部】

　ア　各学年と協力し、スケジュール帳を利用した自己の活動の記録や振り返りを通して、中だるみしない生活習慣の確立を目指す。また、与えら
れたことをこなすだけではなく、自ら課題を見つけ解決する力にも重点を置き推進する。
　イ　来年度6月実施予定の学習時間調査はクラス単位だけではなく部活単位でも比較できるよう検討したい。
　ウ　来年度もメール配信がより効果的に行われるよう、学年ごとの配信など組織的な配信を推進する。

【生徒部】

　ア　「チーム西京」の一員としての自覚と誇りをもち、明るくさわやかな行動がとれる生徒の育成を図り、社会に貢献できる人材づくりを行う。
　イ　交通安全指導の中に、危機予測の見地に立った実践、歩行者に配慮した自転車運転指導を行い、生徒の安全確保に努める。
　ウ　SNSの使用方法について、トラブルに巻き込まれない、加害者にならない。情報モラル規範意識向上に努める。

【進路部】

  ア　多様化する進路希望に対応するため、進路行事についてさらに充実を図り、行事ごとに振り返りをさせることで、進路意識の涵養を図る。
  イ　就職希望者が早期に内定できるように、学年進行に沿った職業資格の奨励と検定課外や個別指導の充実を図る。
  ウ　進路指導への取組や新ﾃｽﾄ等に関する進路情報が伝わるよう、さらにHPを活用するとともに、「お知らせメール」での情報発信を強化する。
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