
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）

（１）確かな学力の保証

○新大学入試制度に対応した指導の研究を深め実践する。

○生徒の主体的な学習習慣の確立を図る。

 引き続き本校の大きな課題である。

○世界に飛躍する人材の育成に向けて、英語教育の改善・充実を図る。

○ＩＣＴ活用を通じて、より主体的・対話的な学びを促し、自己の考えの再構成・再構築を図り、深い学びにつなげる。

　　・1人１台端末（指導者用・学習者用）が整備され、授業や家庭学習での積極的な活用を図っている。

（２）生徒一人ひとりの希望進路の実現

○生徒が明確な将来像を描けるよう、大学や地元企業と連携した大学等ゼミ訪問や企業研究等を円滑に実施する。

○本校で構築した新たな大学入学者選抜制度への対応を着実に実践していく。

（３）豊かな心をもち、グローバル社会を生き抜いていく力を身に付けた生徒の育成

○生徒会、学校行事、寮におけるリトル・ティーチャー制により、生徒のリーダーシップを育成する。

○人間関係づくりや国際交流の活動等を通して、コミュニケーション能力を高め、他者を尊重し協働して問題を解決していく力を育む。

○留学制度について啓発活動の充実を図り、生徒の参加を促進する。

（４）組織としての課題解決力の確立

○教科研修会と互見授業等の計画的な実施により、教員全体の教科指導力を一層高める。

○生徒指導、道徳・人権教育、教育相談等の計画的な研修により、いじめや問題行動等への対応を含む教員の指導力の一層の向上を図る。

（５）生徒募集活動の強化による志願者数の増加

○本校の教育活動を整理した「飛翔プロジェクト」を推進し、地域や保護者への広報活動の充実を図る。

○小学校とその保護者を対象とした広報コンテンツの充実を図る。
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＜教育理念＞
地域の特性を生かし、国際化の進展に対応した学校づくり 　 ～飛翔～
＜教育方針＞
６年間の計画的・継続的な教育活動を通して、生きる力を育み、誇りと自信をもって世界に飛躍する人材の育成を図る。
＜６つの特色ある教育活動「飛翔プロジェクト」＞
　１　大学・地域連携＝コミュニティ・スクール導入による大学や地域との連携
　２　人間教育＝生徒会活動・部活動等による豊かな人間性と主体性の育成
　３　学力育成＝６年一貫の効果的な教育課程による学力育成と進路実現
　４　国際教育＝国際交流と語学教育の充実によるグローバル人材の育成
　５　サイエンス教育＝理数教育や講演会等の充実による理系人材の育成
　６　総合「海峡学」＝キャリア教育と探究活動による主体的学習者の育成

　　・小中高連携英語英語教育推進校として、小中の英語教育の現状を認識し、スムーズな繋がりを意識した本校英語教育の実践を図った。

　　・ＩＣＴ研究指定校として、ＩＣＴ活用の基本的部分に関する教員研修を複数回実施した。

→　一人ひとりに対応した適切な指導により、就職希望者８名は公務員７名を含め希望実現、進学希望者９８名は８６人が希望を実現した。

　　・例年実施している、１回生で下関市立大学訪問、２回生で山口東京理科大学訪問、３回生で山口大学本学訪問、４回生で志望大学
　　　オ－プンキャンパス参加は、新型コロナウイルスの感染拡大により、未実施に終わった。３～５回生での県内国公立大学講師によ
　　　る「大学出前講義」は実施することができ、生徒の進路意識の向上を図ることができた。

→　各学年・教科で学力面のデータ分析を行い、全教員で共通理解を図り、授業改善などに取り組んだ結果、昨年度も如実な学力向上がみられた。今
後とも一層学力向上に取り組みたい。

　　・次期学習指導要領に対応した新教育課程の研究に全教科で取り組み、編成を終えた。さらに、新大学入試制度についても研究を深め、

　　　より効果的な教育課程の実施に努めたい。

　　・授業以外の学習時間については、生徒・保護者の約半数、教員の5割が不足していると感じている。その割合は下がっているが、

　　・例年開催している本校や、民間業者による英語学習セミナーは、昨年度は新型コロナウイルスの感染拡大により実施できなかった。今年
      度は、できる範囲で実施する方向で動いている。

　　・ＡＬＴと理数教科教員でイマージョン教育を実施し、本校全体で研修に取り組んだ。今後も研修を進めていきたい。

　　・平成２９年度入学生から、４回生時での１４日間カナダ語学研修に変更し、より効果的な英語教育を目指していたが、新型コロナ
　　　ウイルスの感染拡大により、その実施ができなかった。現在国内の語学研修施設を使用した代替措置を検討中である。

　　・各教科で定期的・計画的に研修会を開催し、教科指導力向上に励んだ。

　　・イマージョン教育活動を実施し、教員全体で研修に取り組んだ。

　　・小論文対策・面接対策に組織的に取り組み、成果をあげた。

　　・各教科で本年度から始まった大学入学共通テストを分析し、その傾向・対策についての意識を深めた。

→　各分掌・学年で人間教育に取り組み、着実に成果をあげている。

　　・本校のリトル・ティーチャー制の実施については、生徒・教職員ともに９割が肯定的に捉えている。各種行事において、生徒の企画・
　　　運営・指導力を発揮させ、生徒の自主活動を推進させることができた。

　　・寮生もリトル・ティーチャー制の実施については９割が肯定的であり、寮生活においても自立心が育ち、円滑な生活を送ることが
　　　できた。

　　・新型コロナウイルスの感染拡大により、他国からの本校訪問は無かったが、学校行事や学年行事で、生徒が主体的に活動する場を多く
　　　設定し、望ましい集団の育成に努めた。

　　・「飛翔プロジェクト」を推進し、地域・保護者への広報活動の充実することにより、本校の教育活動の理解が深まった。

　　・新型コロナウイルスの感染拡大により、本校は小学生対象の各種行事を実施できなかったが、市内小学校への広報活動により、
　　　強い目的意識と高い学力を持った児童が志願した。

　　・新型コロナウイルスの感染拡大により、海外留学制度の活動が止まっていたが、今年度の「トビタテ！留学JAPAN」への参加希望者９名の
      うち８名の生徒が既に一次審査を通過するなど、留学を希望する生徒が増加した。

→　全教員がリスクマネジメント意識を持てるように今後とも計画的に研修に取り組んでいく。

　　・計画的に研修を実施した。引き続き教員の指導力の一層の向上を図っていく。

→　志願倍率が1.7倍と昨年から若干下がったが、引き続き強い目的意識と高い学力を持った児童が志願した。



３　本年度重点目標

（１）確かな学力の保証

○世界に飛躍する人材の育成に向けて、英語教育の改善・充実を図る。

○ＩＣＴ活用を通じて、より主体的・対話的な学びを促し、自己の考えの再構成・再構築を図り、深い学びにつなげる。

（２）生徒一人ひとりの希望進路の実現

○生徒が明確な将来像を描けるよう、大学や地元企業と連携した大学ゼミ訪問や企業研究等を円滑に実施する。

○本校で構築した新たな大学入学者選抜制度への対応を着実に実践していく。

（３）豊かな心をもち、グローバル社会を生き抜いていく力を身に付けた生徒の育成

○生徒会、学校行事、寮におけるリトル・ティーチャー制により、生徒のリーダーシップを育成する。

○人間関係づくりや国際交流の活動等を通して、コミュニケーション能力を高め、他者を尊重し協働して問題を解決していく力を育む。

○留学制度について啓発活動の充実を図り、生徒の参加を促進する。

（４）組織としての課題解決力の確立

○教科研修会と互見授業等の計画的な実施により、教員全体の教科指導力を一層高める。

○生徒指導、道徳・人権教育、教育相談等の計画的な研修により、いじめや問題行動等への対応を含む教員の指導力の一層の向上を図る。

○新入学生の着実な学校生活への適応の為、教員全体で学習面・生活面におけるフォローを進める。

（５）生徒募集活動の強化による志願者数の増加

４　自己評価 ５　学校関係者評価

分掌 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

4
授業評価アンケートにおいて、８０％以上の生徒が「ICT
の活用により学びが深まった」と回答した。

3
授業評価アンケートにおいて、６０％以上の生徒が「ICT
の活用により学びが深まった」と回答した。

2
授業評価アンケートにおいて、４０％以上の生徒が「ICT
の活用により学びが深まった」と回答した。

1
授業評価アンケートにおいて、「ICTの活用により学びが
深まった」と回答した生徒が４０％に満たなかった。

4
学習アンケートにおいて、「家庭学習やテスト勉強を行う際は、計
画を立てるなどして見通しをもって取り組んでいる」と回答した生
徒の割合が年間を通じて大きく増加した。

3
学習アンケートにおいて、「家庭学習やテスト勉強を行う際は、計
画を立てるなどして見通しをもって取り組んでいる」と回答した生
徒の割合が年間を通じてやや増加した。

2
学習アンケートにおいて、「家庭学習やテスト勉強を行う際は、計
画を立てるなどして見通しをもって取り組んでいる」と回答した生
徒の割合が年間を通じてあまり変化しなかった。

1
学習アンケートにおいて、「家庭学習やテスト勉強を行う際は、計
画を立てるなどして見通しをもって取り組んでいる」と回答した生
徒の割合が年間を通じて減少した。

4
すべての学年・科目において、パフォーマンステストを年
１回以上実施した。

3
ほぼすべての学年・科目において、パフォーマンステスト
を年１回以上実施した。

2
半分程度の学年・科目において、パフォーマンステストを
年１回以上実施した。

1
多くの学年・科目でパフォーマンステストを実施すること
ができなかった。

A

家庭学習習慣の定
着・向上

　朝学や授業の予
習・復習の取組を
強化し、生徒の家
庭学習習慣の定
着・向上を図る。

3

○第１回アンケート（７月）における
肯定的回答は全校で７６．０％、第２
回（１２月）は７８．１％となり。年
度内において数値がやや上昇した。
○スケジュール帳の活用等により、自
己管理能力が育ちつつあること、ま
た、５回生で行った、学力向上にむけ
た生徒主体の取組が一定の成果を生ん
だことなどが背景にあると思われる。
・自らの学習を調整する態度は、家庭
学習習慣の定着に不可欠なものである
ことから、今後も生徒の主体性を高め
るような取組を展開していきたい。

家庭学習の定着につい
ては、アンケート結果
から一定の成果が得ら
れている。学習に対す
る自主性や主体性の涵
養は難しい点も多い。
どうして学ぶのか、と
いう意識を如何に自発
的に持たせるか、皆で
知恵を出し合う雰囲気
が教員間で共有される
ことが重要である。

A

重点目標

ICTを活用した授業改
善

　一人一台端末や
大型提示装置など
のＩＣＴ環境を生
かした授業を展開
し、学力向上を図
る。

4

○第１回アンケート（７月）における
肯定的回答は全校で８３．７％、第２
回（１２月）は８６．２％となり、年
度内において数値の上昇がみられた。
○校内全体でＩＣＴの活用が進み、生
徒自身もＩＣＴが学びの質の向上につ
ながることを感じ始めているようであ
る。
○今後は、生徒それぞれが学力の伸び
を実感できるような、戦略的なＩＣＴ
の活用の方法について、学校全体で研
究していく必要がある。

ICTを活用した授業に対す
る肯定的な意見が増えて
いることは評価できる。
ICT機器等を、単に教具の
代替としての使用ではな
く、これまでにできな
かった新しい実践をする
などが「活用」と言える
のではないか。また、ICT
の活用をいかに学力の充
実・向上につなげていく
かということも課題であ
る。利用に関する常識の
育成が必要である。

教
務

　英語での発信力
を高める授業方法
について研究する
とともに、パ
フォーマンステス
トを年間を通じて
計画的に実施す
る。

3

○一部の科目（６回生の英語科目）を
除いて、ほぼすべての学年・科目でパ
フォーマンステストを年１回以上（多
い学年では３回以上）実施することが
できた。
○観点別評価の充実を図るため、知
識・技能以外の観点についても積極的
に評価するよう工夫した。
○特に、ＩＣＴを活用したパフォーマ
ンステストについては実践の蓄積がな
されてきており、今後はさらに、計画
的かつ組織的な取組を教科全体で展開
できるようにしていく必要がある。

英語に関する学習の意
欲を惹起するために
は、海外におけるコ
ミュニケーションの必
要性を実感してもらう
ことが一番近道と考え
られる。コロナ禍で難
しいことも多いと思う
が、生徒の自主的な海
外交流を促すなどの工
夫も必要と思われる。

A英語教育の充実

○新大学入試制度に対応した指導の研究を深め実践を進める。

○生徒の主体的な学習習慣の確立を図る。

○本校の教育活動を整理した「飛翔プロジェクト」を推進し、地域や保護者への広報活動の充実を図る。
〇小学校とその保護者を対象とした広報コンテンツの充実を図る。

　本年度は、飛翔プロジェクトを円滑に運営することで、地域や大学との連携を一層深めながら「未来社会を生き抜く総合的な人間力」と「高い学力」を培
い、世界に飛躍する人材の育成に向けて教育活動の充実に努める。



分掌 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

4
生徒による学校評価アンケートの学校行事・生徒会活動
で、上級生は仕事を親切に教えてくれたあるいは教えたと
いう結果が８０％以上である。

3
生徒による学校評価アンケートの学校行事・生徒会活動
で、上級生は仕事を親切に教えてくれたあるいは教えたと
いう結果が７０％以上である。

2
生徒による学校評価アンケートの学校行事・生徒会活動
で、上級生は仕事を親切に教えてくれたあるいは教えたと
いう結果が６０％以上である。

1
生徒による学校評価アンケートの学校行事・生徒会活動
で、上級生は仕事を親切に教えてくれたあるいは教えたと
いう結果が６０％未満である。

4
生徒による学校評価アンケートのボランティア活動が盛ん
だという結果が８０％以上である。

3
生徒による学校評価アンケートのボランティア活動が盛ん
だという結果が７０％以上である。

2
生徒による学校評価アンケートのボランティア活動が盛ん
だという結果が６０％以上である。

1
生徒による学校評価アンケートのボランティア活動が盛ん
だという結果が６０％未満である。

4
生徒による学校評価アンケートの「生活の心得が守られて
いる」という結果が８０％以上である。

3
生徒による学校評価アンケートの「生活の心得が守られて
いる」という結果が７０％以上である。

2
生徒による学校評価アンケートの「生活の心得が守られて
いる」という結果が６０％以上である。

1
生徒による学校評価アンケートの「生活の心得が守られて
いる」という結果が６０％未満である。

4
生徒の心を育てる予防的・教育的な働きかけを行い、生徒
の変化への気づきや生活アンケート等で分かる課題に対し
て、迅速かつ組織的に対応することができた。

3
生徒の心を育てる予防的・教育的な働きかけを行い、生徒
の変化への気づきや生活アンケート等で分かる課題に対し
て、組織的に対応することができた。

2
生徒の心を育てる予防的・教育的な働きかけを行い、生徒
の変化への気づきや生活アンケート等で分かる課題に対し
て、対応することができた。

1
生徒の心を育てる予防的・教育的な働きかけを行い、生徒
の変化への気づきや生活アンケート等で分かる課題に対し
て、対応することができなかった。

4
90％以上の生徒がキャリア意識（進路意識）の向上を肯定
的に感じた。

3
80％以上の生徒がキャリア意識（進路意識）の向上を肯定
的に感じた。

2
70％以上の生徒がキャリア意識（進路意識）の向上を肯定
的に感じた。

1 生徒のキャリア意識の向上は十分に認められなかった。

4
進路検討会を各教科・各回生それぞれで３回以上実施でき
た。

3 進路検討会を各教科・各回生それぞれで２回実施できた。

2 進路検討会を各教科・各回生それぞれで１回実施できた。

1
進路検討会を各教科・各回生どちらかで１回以上実施でき
た。

4
入試情報を５回以上提供し、ポートフォリオのシステムの
周知徹底を図ることができた。

3
入試情報を３回以上提供し、ポートフォリオのシステムの周知徹底
を図ることができた。

2
入試情報を１回は提供し、ポートフォリオのシステムの周
知徹底を図ることができた。

1
入試情報を一度も提供できず、ポートフォリオの周知徹底を図るこ
ともできなかった。

4
人間力の向上に積極的に取り組み、８０％以上の生徒が、
構成要素２項目以上に、成果をあげたと感じることができ
た。

3
人間力の向上に積極的に取り組み、５０％以上の生徒が、
構成要素２項目以上に、成果をあげたと感じることができ
た。

2
人間力の向上に積極的に取り組み構成要素２項目以上に成
果をあげたと感じる生徒が、５０％未満であった。

1
ほとんどの生徒が、人間力の向上に積極的に取り組むこと
ができず、成果があがらなかった。

4
生活委員会の点検の結果、８０％以上の清掃区域で清掃活
動が良好に行われることができている。

3
生活委員会の点検の結果、６０％以上の清掃区域で清掃活
動が良好に行われることができている。

2
生活委員会の点検の結果、５０％以上の清掃区域で清掃活
動が良好に行われることができている。

1
生活委員会の点検の結果、５０％未満の清掃区域で清掃活
動が良好に行われていなかった。

重点目標

生
徒
指
導

生徒会活動・学校行
事におけるリトル・
ティーチャー制の推
進

生徒会活動、学校
行事等で、リト
ル・ティーチャー
制を取り入れ、上
級生から下級生へ
の仕事の指導や計
画的な引き継ぎに
より、学校行事や
生徒会活動などを
活性化する。

4

〇８６％の生徒が、学校行事・生徒会
活動で、上級生は仕事を親切に教えて
くれた・あるいは教えたという認識が
ある。かつ、９３％の生徒が、幅広い
年齢層の生徒がいることは自分にとっ
てプラスだと思っている。本校の最大
の特徴である６学年の生徒が在籍する
強みが十分に生かされており、下級生
にとって理想となる先輩像を上級生の
姿を通してみる場面が多く、今後の見
通しをもって学校生活を送る一助と
なっている。

リトル・ティチャー制
度については、とても
良い取り組みである。
リトル・ティーチャー
に就任することが、励
みになるような認証制
度や表彰制度があると
先生役の生徒の自信に
もなると考えられる。

A

ボランティア活動の
活性化

A

いじめ・問題行動等
に迅速に対応する組
織的な生徒指導体制
の確立

積極的な生徒指導
を推進し、かつい
じめ・問題行動等
に迅速に対応する
ために、学年間、
教員間の情報共有
と、組織的な対応
を実施する。

4

〇生徒の抱える不安や悩みおよび人間
関係のトラブルなど、課題解決のため
教職員が月１回の情報交換を行った。
また、速やかな情報共有が教職員間で
徹底できているため、校内メールや情
報共有ファイルを活用し、緊急性の高
い課題については、随時緊急対応や
ケース会議を行うなど、チーム対応す
ることができた。今後も研修などを通
して、背景には「いじめ」があるので
はないかと疑い、認知力の感度を高め
ていきたい。

アンケート回答の中
に、『いじめアンケー
トは無記名だから相談
する側には安心感があ
るのに、現在の様式で
はそのメリットをつぶ
しているようにしか思
えない。』というコメ
ントがあった。何か工
夫が必要である。

A

校外や校内でのボ
ランティア活動な
ど、地域に目を向
けた活動を計画・
実施する。

2

○今年度も新型コロナウィルスの影響
で、学校外の活動としてのボランティ
ア活動はほぼ中止となったが、６６％
の生徒が、本校はボランティア活動が
盛んだと感じている。活動は校内に限
られたが、歳末助け合い運動や収集ボ
ランティアなど、積極的に活動してい
る。また、教育学部を志す後期生が前
期生の学習をサポートするボランティ
ア活動「Chuto Peer Support
Learning」も順調に運営ができてい
る。

コロナ禍だからこそでき
ることが、ICTの活用から
考えられるのではない
か。また「ボランティア
とは何か」等を生徒に
ディスカッションさせる
場も必要であろう。さら
に本目標のアンケートの
問いは主語が不明瞭であ
る。質問項目、調査方法
や目標値の設定を見直す
と良いであろう。

C

挨拶を含む生徒のマ
ナー・規範意識の向
上

交通安全指導、あ
いさつ運動を通し
て、ルールからマ
ナー・エチケット
へと意識改革を図
るとともに、情報
モラルや薬物乱用
防止の講演会を計
画・実施する。

4

〇９７％の生徒が、本校の「生活の心
得」や身だしなみついてを含めたマ
ナーを守って学校生活を送っていると
の認識がある。ただ、２５％の生徒は
「どちらかといえばはい」を選択して
いる現状があるため、「中等生らし
く」とはどういうことなのかを自分で
考え判断し、他社への思いやりをもっ
て自律した行動をするという姿勢を今
後も高めていきたい。

他者への思いやりは自
己肯定感が無いとでき
ないであろう。自己肯
定感の涵養も必要と考
えられる。また、規則
で縛りすぎず、常識感
覚を身に付けさせ、そ
れを基に行動するよう
に生徒の意識を高める
とよい。

キャリア指導を様々な機
会を捉えて実施している
と評価できる。成人年齢
の引き下げに伴い、すべ
ての生徒が成人として卒
業する状況になる。キャ
リア教育も「ライフキャ
リア」という考え方で展
開してく必要がある。ま
た、基準がやや漠然とし
ており、もう少し具体的
な例示があっての設問が
必要と思う。

B

保
健
体
育
課

体力の向上と心身共
にたくましい人間力
の育成

体育的行事や日々
の生活の中で、主
体的・積極的に活
動し、良好な対人
関係を築く力を高
め、体力及びたく
ましい人間力の向
上を図る。

4

〇新型コロナ感染対策及び雨天のため体育大
会の規模を縮小し、代替えとして一部競技の
屋内開催・リモート視聴で開催したが、事後
アンケートでは、８０％以上の生徒が、人間
力が向上したと答えていた。
〇実行委員が、コロナ禍でも安全な内容・方
法を企画してリーダーシップを発揮し、全校
生徒が協力した成果が十分に見られた。
〇活動・行事の縮小傾向が見られるコロナ禍
においても、体力・人間力の向上に向け、今
後も継続して重点的に取り組みたい。

体育大会の代替企画を
生徒が企画し実施でき
たことは、生徒の人間
力の向上につながった
と思える。体力テスト
の結果が、全国平均に
比べて、いろいろな項
目で、やや低めなとこ
ろが気になる点であ
る。

A

清掃・環境美化意識
の向上と実践力の育
成

進
路
指
導
課

進
学
指
導

進学実績の向
上

模試の成績状況を
活用した進路検討
会（模試分析会）
を各教科・各回生
において実施す
る。

3

〇成績資料を模試ごとに提供し、学力
向上に向けて、各回生で進路検討会を
複数回実施した。同時に、進路検討会
で選出した成績上位者を中心に、最難
関大プログラムの一環として駿台やZ会
のハイレベル模試の受験を勧めた。3、
4回生では、コース選択の材料としても
活用できた。

こまめに各学年へ成績
資料を提供し、希望者
模試についてもより積
極的な受験指導を引き
続き行っていただきた
い。また、回数だけを
指標にすることが適切
かどうかは分からな
い。何か別の指標を考
えても良いと考えられ
る。

B

新大学入試へ
の対策の充実

キ
ャ
リ
ア
指
導

明確な進路意
識を醸成する
キャリア教育
の推進

総合的な学習（探
究）の時間「海峡
学」を活用して、
校内・校外の人と
の対話の機会を数
多く設ける。

4

〇91％の生徒がキャリア意識が向上し
たととらえている。「ようこそ先輩大
学セミナー」「出前講義」のほか、3・
4回生では「企業探究活動」を実施し、
キャリア意識の向上や進路選択に生か
すことができた。6回生が講師となる
「キャリア講演会」や外部講師による
「進路講演会」を通して、学校生活を
送る上での目標設定の重要さや受験に
向けた取組についての理解を深めるこ
とができた。

新大学入試に関す
る必要な情報を
「進路だより」等
で提供し、ポート
フォリオシステム
の周知徹底を図
る。

2

見つけ掃除を中心
とした清掃活動・
校内美化活動の取
組や生活委員会と
の連携を通じて、
生徒が積極的に校
内の環境改善に携
われる行動意欲の
向上を図る。

4

〇生活委員会による掃除活動チェック
の結果、８０％以上の区域で清掃活動
が良好に行われており、その結果を生
徒会の掲示板に掲示するとともにさら
なる環境美化を呼び掛けた。

〇校内美化に関するアンケートでは、
生徒の肯定的な評価は９０％以上、保
護者の肯定的な評価は８５％以上であ
り、掃除への取組意識や教室内での美
化意識は比較的高い。

清掃活動が上手く活動
できているようで良い
と思う。今後ともこの
取り組みが伸びていく
ような指導や取組が必
要と考える。

A

新しい入試に対して
は、大学との情報交換
が重要と思うので、そ
の機会を大学としても
考える必要がある。逆
に大学も高校側の情報
を必要としている。情
報交換や意見交換の場
を大切にしていただけ
れば有難い。

A

○今年度は「進路だより」の発行はで
きなかったが、4～6回生では学年ごと
に新大学入試に関する情報を適宜提供
した。ポートフォリオに関する情報
は、キャリアパスポートの活用と併せ
て周知徹底することができた。



分掌 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

4
学校評価アンケートの保健衛生に関する項目で肯定的な評
価が８０％以上であった。

3
学校評価アンケートの保健衛生に関する項目で肯定的な評
価が６０％以上であった。

2
学校評価アンケートの保健衛生に関する項目で肯定的な評
価が４０％以上であった。

1
学校評価アンケートの保健衛生に関する項目で肯定的な評
価が４０％未満であった。

4
各委員会が自主的に活発な活動をすることを通して、充実
した寮生活が送れたと感じる生徒の割合が80％を超えた。

3
各委員会が指示されながら活動をすることを通して、充実
した寮生活が送れたと感じる生徒の割合が80％を超えた。

2
各委員会が指示されながら活動をすることを通して、充実
した寮生活が送れたと感じる生徒の割合がが60％を超え
た。

1
各委員会が活動について指示されたにも関わらず、十分に
活動することができなかった。

4
学習時間に生徒相互がよい刺激を与え合い、充実した学習
をして学力を伸ばしたと感じた生徒の割合が80％を超え
た。

3
学習時間に生徒相互がよい刺激を与え合い、充実した学習
をして学力を伸ばしたと感じた生徒の割合が60％を超え
た。

2
学習時間に静かに集中して学習することができ、学力を伸
ばしたと感じた生徒の割合が60％を超えた。

1
学習時間に集中して学習することができず、学力を伸ばし
たと感じた生徒の割合が60％に満たなかった。

4
学校評価アンケートの国際教育に係る項において、肯定的
な回答は８０％以上であった。

3
学校評価アンケートの国際教育に係る項において、肯定的
な回答は６０％以上であった。

2
学校評価アンケートの国際教育に係る項において、肯定的
な回答は４０％以上であった。

1
学校評価アンケートの国際教育に係る項において、肯定的
な回答は４０％未満であった。

4
ほとんどの教員がＩＣＴ機器を用いた授業を実践し、学校
評価アンケートのＩＣＴ教育に係る項において、肯定的な
回答は８０％以上であった。

3
多くの教員がＩＣＴ機器を用いた授業を実践し、学校評価
アンケートのＩＣＴ教育に係る項において、肯定的な回答
は６０％以上であった。

2
半数以上の教員がＩＣＴ機器を用いた授業を実践し、学校
評価アンケートのＩＣＴ教育に係る項において、肯定的な
回答は４０％以上であった。

1
ＩＣＴ機器による授業を実践した教員が半数未満であり、
学校評価アンケートのＩＣＴ教育に係る項の肯定的な回答
は４０％未満であった。

4
学校評価アンケートの学校図書館活動並びにＮＩＥに係る
項において、肯定的な回答は８０％以上であった。

3
学校評価アンケートの学校図書館活動並びにＮＩＥに係る
項において、肯定的な回答は６０％以上であった。

2
学校評価アンケートの学校図書館活動並びにＮＩＥに係る
項において、肯定的な回答は４０％以上であった。

1
学校評価アンケートの学校図書館活動並びにＮＩＥに係る
項において、肯定的な回答は４０％未満であった。

4
学校評価アンケートのホームページに係る項において、調
査結果の肯定的な回答は８０％以上であり、各説明会の参
加者は１０パーセント以上増加した。

3
学校評価アンケートのホームページに係る項において、調
査結果の肯定的な回答は６０％以上であり、各説明会の参
加者は５パーセント以上増加した。

2
学校評価アンケートのホームページに係る項において、調
査結果の肯定的な回答は４０％以上であり、各説明会の参
加者はほぼ増減なしであった。

1
学校評価アンケートのホームページに係る項において、調
査結果の肯定的な回答は４０％未満であり、各説明会の参
加者は減少した。

4
総合的な学習（探究）の時間「海峡学」で、充実した研
究・学習ができたと感じた５回生が90％以上だった。

3
総合的な学習（探究）の時間「海峡学」で、充実した研
究・学習ができたと感じた５回生が70％以上だった。

2
総合的な学習（探究）の時間「海峡学」で、充実した研
究・学習ができたと感じた５回生が50％以上だった。

1
総合的な学習（探究）の時間「海峡学」で、充実した研
究・学習ができたと感じた５回生が50％未満だった。

リトル・ティチャー制
度については、とても
良い取り組みと思う。
寮においても、リト
ル・ティーチャーに就
任することが、励みに
なるような認証制度や
表彰制度があると先生
役の生徒にも自信にな
ると思う。

A

重点目標

本校教育の魅力を家
庭や地域に向け効果
的に発信

学校ホームページ
の充実や「学校説
明会」、「入学者
選抜説明会」等の
機会を通じて、本
校教育の魅力を家
庭や地域に向けて
効果的に発信す
る。

2

○ホームページについて、肯定的な回
答は、保護者74％、教員91％である
が、「３どちらかといえばはい」の高
さが目立つ上、保護者からは充実を求
める厳しい意見が寄せられた。
○発信方法、頻度等について、根本か
ら改善する必要がある。
○「入試説明会」の参加児童数は、139
人であり、前年比＋3人であったが、入
試の志願倍率が1.3倍（前年度1.7倍）
であり、その原因と「説明会」との相
関関係を詳しく分析する必要がある。

ホームページの改定が
定期的になされていな
いことへのコメントが
あったと思う。なかな
か日常の業務もあるの
で難しいと思われる
が、生徒に記事を書か
せるなどの参画方法が
使えるようにも思われ
る。工夫を期待した
い。

A

寮
務
課

自治活動の活性化に
よる寮生活の充実

寮長、階長、専門
委員長を中心とし
た自治組織を見直
し、それぞれが活
発に活動すること
によって、集団生
活に必要な規律を
身につけさせ、円
滑な寮生活を送る
ことができるよう
にする。

4

○寮生のアンケート結果では肯定的な
回答が83％であった。
特にコロナ対策で黙食となった食事時
間に寮長が音楽を流す取組をしたこと
や厚生委員長がレクリエーションの内
容を工夫したこと、環境委員長が掃除
の取組を工夫したことなどがよかっ
た。

寮長など自治組織の役
割を担った生徒を表彰
する制度など、この役
割を担うことが負担で
はなく、名誉であるこ
とを示す仕組みがある
と良いと思う。

A

リトルティーチャー
制を生かした学力の
向上

学習時間に上級生
が下級生の学習を
見守り、アドバイ
スをする活動を取
り入れることに
よって、お互いが
よい刺激を受けて
学習のつまずきを
解消し、学力の向
上を図る。

保
健
体
育
課

ＩＣＴを活用した教
育活動を健康的に推
進していくための意
識の向上

保健便り、委員会
活動、掲示物等を
通して情報発信す
ると共に、生徒に
自身の生活習慣や
ＩＣＴ機器の使用
方法について振り
返らせ、自分の健
康は自分で守る意
識や態度を養う。

4

〇学校保健安全委員会主催講演会後の
アンケートではICTとの付き合い方を見
直そうと思ったと回答した生徒が９
７．５％と、ほぼ全員の生徒の意識に
変容が見られた。

〇ICT機器を活用した教育活動を健康的
に推進していくために、「ほけんだよ
り」に記事を掲載したり、生徒健康委
員会の活動で掲示物を作成したりする
ことができた。引き続き、本校の健康
課題を的確に把握し、課題解決に向け
て取り組みたい。

ICT機器を用いる際の
健康への影響を喚起す
ることは、上手くでき
ていると思う。今後と
も、このような取り組
みを適切に行われるこ
とを期待する。さらに
今後求められるのは意
識の変容から行動の変
容ではなかろうか。

4

○アンケート結果によると、幅広い年
齢層の生徒がいることが自分にとって
プラスだと答えた生徒が93％、勉強や
仕事を親切に教えた、教えてもらった
と答えた生徒が86％と高い肯定率で
あった。

A

中
等
教
育
学
校
推
進
課

国際交流活動や留
学、海外研修等を通
じ、グローバル人材
を育成

海外派遣事業や諸
外国からの学校訪
問の受入等を積極
的に行うととも
に、「総合的な学
習（探究）の時
間」（「東アジア
文化入門」・「海
峡学」）を充実さ
せることで、国際
交流に積極的に関
わる姿勢を醸成す
る。

4

○コロナ禍で海外からの訪問が全くな
い中、外部事業（「ＥＵがあなたの学
校にやってくる」）の活用やオンライ
ン交流（韓国）により、国際交流を実
施することができた。
○生徒93％、保護者80％、教員96％が
肯定的な回答であった。
○ただし、保護者の内「４はい」の回
答は29％で、情報発信が課題である。

オンライン開催にもかか
わらず、内容の充実が高
い評価につながった。今
後は情報発信の手段とし
てWebページが重要であろ
う。タイムリーな更新が
必要であり、参加生徒に
記事を書かせるなどの方
法で、教員負担を減らし
ながら、情報発信をする
方法も有ると思う。今
後、国際交流都市でもあ
る地元下関と共同した学
習の展開を期待したい。

大
学
・
地
域
連
携
課

大学等ゼミ訪問の円
滑な運営

校内外担当者と連
携し、円滑な運営
を図ることによ
り、生徒の研究活
動を充実させ、論
理的思考力、表現
力を身につけさせ
る。

3

〇「はい」が57％、「どちらかといえ
ばはい」が31％であり、８割の生徒が
「海峡学」で充実した研究・学習がで
きたと感じている。昨年に引き続き、
コロナ禍での実施であったが、オンラ
インでのゼミ訪問もスムーズに実施で
き、秋口には実際にゼミを訪問するグ
ループもあった。昨年度の課題であっ
たゼミ訪問の終了時期も10月までに収
まった。指導する教員も例年変わって
いくため、引継ぎをしっかりとするこ
とが重要である。

海峡学という名称が良
いかどうかも含めて、
そろそろ見直しをして
も良いのではとも感じ
る。総合的な学習の重
要性は、今後さらに増
すこともあり、大学入
試も、おそらくより総
合的な見地から学生を
選抜するようになると
思われる。

○教員研修を計画的に実施した。
○ＩＣＴ機器を用いた授業を実践した
教員の割合は、98％に達した。
○ＩＣＴの利用から活用へが課題。
○保護者の肯定的回答は78％で、４の
達成基準まであと一歩であった。
○前期課程の保護者の肯定的回答が、
全ての学年で80％以上に対し、後期課
程の保護者の肯定的回答は、全ての学
年で80％を下回っているため、保護者
のニーズをさらに詳しく分析する必要
がある。

ICT機器を活用した学
習については、保護者
世代が経験していない
（慣れていない）こと
なので、学校からの情
報発信について、オン
ラインPTAや保護者会
などを実施する方法も
あるかと思う。

A

A

学校図書館の活性化
やＮＩＥの実践を通
じた生徒の健全な教
養の育成

学校図書の充実を
図りながら、図書
委員会（生徒）の
活動を一層活発な
ものとし、また、
ＮＩＥの実践によ
り、新聞を通じた
生徒の社会事象に
対する興味関心を
高める。

3

○学校図書館の充実について、肯定的
な回答は、生徒86％、保護者44％、教
員79％であった。保護者の内、「０わ
からない」の回答が、52％にのぼっ
た。
○図書委員会の活動の充実により、生
徒の図書館利用は確実に増えているの
で、「図書だより」の定期的発行等、
保護者への情報発信が必要。
○ＮＩＥについて、生徒の肯定的回答
は74％であり、ＮＩＥを一部の教員の
取組から全校的な取組へと発展させる
必要がある。

図書館の利用状況は保
護者にはなかなか伝わ
りにくいと思われる。
この評価指標が適切か
どうかも含め、検討さ
れる方が良いと考えら
れる。

B

A

ＩＣＴ教育の積極的
な導入により、各教
科における学力と情
報活用能力を伸長
し、高度情報社会に
適応できる人材を育
成

教員の校内研修を
充実させるととも
に、互見授業・研
究授業を通じて授
業力を向上させ
る。

3



分掌 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

4
２分前着席・黙想・朝読書（朝学）などの学習環境すべて
が身についたと感じた生徒が80％以上であった。

3
２分前着席・黙想・朝読書（朝学）が身についたと感じた
生徒が70％以上であった。

2
２分前着席・黙想・朝読書（朝学）が身についたと感じた
生徒が50％以上であった。

1
２分前着席・黙想・朝読書（朝学）が身についたと感じた
生徒が50%未満であった。

4 生徒の80％以上が自己有用感を感じた。

3 生徒の50％以上が自己有用感を感じた。

2 生徒の30％以上が自己有用感を感じた。

1
生徒のほとんどが自己有用感を感じることができなかっ
た。

4
学習規律、学習習慣がついたと感じた生徒が80%以上で
あった。

3
学習規律、学習習慣がついたと感じた生徒が50%以上で
あった。

2
学習規律、学習習慣がついたと感じた生徒が30%以上で
あった。

1
学習規律、学習習慣がついたと感じた生徒がほとんどいな
い。

4
望ましい生活習慣が身についたと感じた生徒が80％以上で
あった。

3
望ましい生活習慣が身についたと感じた生徒が50％以上で
あった。

2
望ましい生活習慣が身についたと感じた生徒が30％以上で
あった。

1
望ましい生活習慣が身についたと感じた生徒がほとんどい
ない。

4
学習サイクルが身に付いたと感じた生徒が80%以上であっ
た。

3
学習サイクルが身に付いたと感じた生徒が50%以上であっ
た。

2
学習サイクルが身に付いたと感じた生徒が30%以上であっ
た。

1
学習サイクルが身に付いたと感じた生徒がほとんどいな
い。

4 生徒の80％以上が自己有用感を感じた。

3 生徒の50％以上が自己有用感を感じた。

2 生徒の30％以上が自己有用感を感じた。

1
生徒のほとんどが自己有用感を感じることができなかっ
た。

4 昨年度より家庭学習の時間が増加した者が90％以上であった。

3 昨年度より家庭学習の時間が増加した者が80％以上であった。

2 昨年度より家庭学習の時間が増加した者が70％以上であった。

1 昨年度より家庭学習の時間が増加した者が70％未満であった。

4 昨年度より欠席・遅刻の延べ人数が20％以上減少した。

3 昨年度より欠席・遅刻の延べ人数が10％以上減少した。

2 欠席・遅刻の延べ人数が昨年度と同程度であった。

1 欠席・遅刻の延べ人数が昨年度より増加した。

4
４回生時の学習時間が５回生になって１時間以上増えてい
る生徒が80%以上であった。

3
４回生時の学習時間が５回生になって１時間以上増えてい
る生徒が70%以上であった。

2
４回生時の学習時間が５回生になって１時間以上増えてい
る生徒が60%以上であった。

1
４回生時の学習時間が５回生になって１時間以上増えてい
る生徒が60%未満であった。

4
学習以外の端末の利用が平日90分未満の生徒が80%以上で
あった。

3
学習以外の端末の利用が平日90分未満の生徒が70%以上で
あった。

2
学習以外の端末の利用が平日90分未満の生徒が60%以上で
あった。

1
学習以外の端末の利用が平日90分未満の生徒が60%未満で
あった。

4 ７月三者懇談時の志望進路の決定率８０％以上

3 ７月三者懇談時の志望進路の決定率７０％以上

2 ７月三者懇談時の志望進路の決定率６０％以上

1 ７月三者懇談時の志望進路の決定率５０％以上

4 学年全体の年間出席率９６％以上の実現

3 学年全体の年間出席率９４％～９６％未満の実現

2 学年全体の年間出席率９２％～９４％未満の実現

1 学年全体の年間出席率９０％～９２％未満の実現

A

生
活
指
導

一人ひとりが
活躍できる場
の設定による
豊かな人間性
と望ましい集
団の育成

行事、委員会活動
等を生徒に企画・
運営させることに
より、自己有用感
を育て、望ましい
集団の育成を図
る。

4

〇新型コロナウイルス感染拡大防止と
いう観点から、学年集会がなかなか実
施できなかった。しかし、委員会活動
や係活動は、生徒主体に進めることで
きた。本校に入学してよかったと感じ
ている生徒が「はい」「どちらかとい
えばはい」と回答した生徒が98％であ
り、おおむね落ち着いた学校生活を
送っていると感じる。

１回生では、このよう
な回答が多いことは評
価できる。生徒の主体
的な活動は、自ら学
び、理解することを促
すことにもなると期待
される。

1
回
生

学
習
指
導

規律ある学習
習慣および基
礎学力の確立

授業前の２分前着
席・黙想、朝読書
（朝学）などの学
習規律を確実に身
に着けさせる。

4

〇「はい」と「どちらかといえばはい」と回
答した生徒が89％であった。おおむねの生徒
が2分前着席・黙想・朝読書の習慣が身につ
いてきていると感じる。また、2分前着席や
黙想を行うことにより、気持ちを切り替えて
学習に取り組むことができた。

学習への切り替えの習
慣はとても良い取り組
みと思う。高学年に
なっても、この学習が
続けばよいと考える。

端末使用90分未満に関しては、達成率
49％と半数にも満たなかった。学習に
対する意識は高まりつつあるものの、
学習に費やす時間をどう捻出するかが
今後の課題である。不必要な端末利用
やSNSを避けるよう、今後も繰り返し呼
び掛けていきたい。

この問題は難しいこと
があると思う。家庭に
おける接続環境に気を
遣っているのに、学校
の端末がそうなってい
ない、という指摘がア
ンケートにもあったと
思う。おそらく保護者
の意識も人によっても
異なると思われる。

3
回
生

学
習
指
導

自己学習能力
の伸長と学習
習慣の定着

家庭での予習、学
校での朝学、教科
指導、復習のサイ
クルの定着を通し
て、基本的な学習
習慣の確立を図
る。

3

〇「はい」と「どちらかといえばは
い」と回答した生徒が７６％であっ
た。２回生１２月より「新研究」をス
タートしたが、前日に予習をし、新研
究ノートをチューターに提出し、その
学習内容の定着度を朝学プリントで確
認するという流れが定着した。総じて
学習環境は整い、学校生活は落ち着い
ていた。

望ましい生活
習慣、自己管
理能力の育成

学級活動、生徒会
活動、行事を通じ
て豊かな人間性と
主体性を育成す
る。デイリーライ
フを活用し、自己
管理能力を育成す
る。

4

〇中学生らしい生活習慣が身についた
と感じる生徒がほとんどであった。限
られた行事の中ではあるが、主体的に
取り組むことができたと感じる生徒が
多かった。海峡学で、充実した地域学
習や進路学習を行うことができた。

2
回
生

学
習
指
導

学習規律の徹
底と家庭学習
の習慣化

各教科・海峡学な
どの学習指通して
等して基礎的な学
力と表現力を育成
する。家庭学習の
習慣化を図る。

4

〇ほとんどの生徒が授業に対し、前向
きに取り組めていると回答。授業規律
も身についてきているように感じる。
家庭学習に関しては考査の時には時間
確保ができているようだが、日頃から
家庭学習の習慣を身につけさせたい。

生
活
指
導

次年度の4回生への切
り替え準備の重要な学
年と思う。ここで学習
習慣が確立されること
が、4回生以降の学び
に大きな差が出ると思
うので、ここの指標を
高める工夫が必要と考
える。

学
習
指
導

学習習慣の定
着

後期生として十分
な家庭学習の時間
を確保させる。

2

重点目標

生
活
指
導

最上級生とし
ての自覚向上
による自己管
理の徹底

各自がデザインし
たPDCAサイクルと
健康管理システム
活用による自己モ
ニタリングの徹底

4

最上級生として、各自がデザインした
PDCAサイクルと健康管理システム活用
による自己モニタリングをしっかりと
行うことができたと回答した生徒が
75％であった。また、年間出席率は
97.25％（14529/14940）で、96％以上
が実現できていることから、最上級生
としての自覚向上による効果が自己管
理につながったと考えられる。

各自が取り組む仕組み
は、とても良いと思
う。今後の人生でも自
己管理は重要と考え
る。PDCAサイクルの意
識づけが他の学年にも
必要では。

A

学
習
指
導

学習時間の伸
長

課題や定期考査・
模試、学力向上係
の取り組み等を通
して、主体的に学
習する習慣を身に
付ける。

2

4回生時より＋1時間の学習ができた
（まあできた）と回答したのは68％と
７割を切った。また、生徒間の学習時
間の格差があるのも事実である。た
だ、生徒中心の学力向上委員を中心
に、生徒全体の学習に対する意識は高
まりつつあるので、今後に期待した
い。

望ましい生活習慣を持
続させるための工夫や
見える化も必要と思
う。特に本人だけでな
く、周囲からみても良
い生活習慣となってい
るかの確認が必要かも
しれない。

A

A

考査前だけに限定され
ることのない学習時間
確保は、きわめて難し
い課題と思う。自発的
に学習する習慣をつけ
させる取り組みが重要
と考える。

A

学
習
指
導

希望進路の実
現

A

生
活
指
導

豊かな人間性
を育み、主体
的に動くこと
のできる態度
の育成

学年集会、行事、
委員会活動等を生
徒に企画・運営さ
せることにより、
自己有用感を育
て、望ましい集団
の育成を図る。

4

〇新型コロナウイルス感染症予防対策のた
め、様々な活動が中止、変更を余儀なくされ
た。しかし、大学調べや｢私の意見発表｣の学
年発表会、地域探究活動における企業訪問や
発表会の準備などをとおして、自分のあり方
や生き方を考えることができた。また、教務
課や進路指導課との連携をとり、自分の進路
について深く考えさせることができた。限ら
れた状況の中で多くの生徒が達成感を感じ自
己有用感を育てることにつながった。

生徒の主体的な活動は、
自ら学び、理解すること
を促すことにもなると期
待される。コロナ禍にあ
り、十分な活動ができ
ず、限られた活動の中で
も生徒の主体性や自己有
用感を育てることができ
たのは良かった。

A

昨年度より家庭学習の時間が増加した生徒は
74％であった。スマートフォンやゲームに費
やす時間が自分でコントロールできない生徒
がいるように感じる。

中高一貫であることの
悩みがここにはあると
思う。後期生としての
気持ちの切り替えをど
のように行うかが課題
であろう。良い意味で
の連続性を築くことが
必要と思われる。

5
回
生

B

生
活
指
導

基本的生活習
慣の確立

生活リズムの安定
を図り、安易な欠
席・遅刻をしない
ように指導する。

4

昨年度より欠席遅刻の延べ人数は
24.5％減少した。出席率は97.6％（昨
年度96.6％）で改善しているが、遅刻
は少し増えているので、来年度改善で
きるように指導したい。

遅刻が増える要因につ
いて、少し詳しく分析
する必要があると思わ
れる。生活リズムの問
題なのか、通学手段に
何か大きな変化が起き
ていないか、など生徒
目線での分析も必要と
思われる。

B

６
回
生

課外・朝学などに
主体的に取り組む

3

学校での学びの機会を上手く利用する
こと等で視野を広げ、志望進路の方向
性を７月までには定めることができた
と回答した生徒は７９％であった。あ
る程度早い段階での進路設定はできて
いたものと考えられる。

学習内容のチェックが
重要と思われる。自己
申告で学習内容の振り
返りをしてもらうこと
も重要である。

B

生
活
指
導

B

進路決定ができている
ことは重要と思う。今
後とも取り組みを続け
られればと考える。

A

望ましい生活
習慣の確立

進路実現に向け、
スマホなどの端末
使用時間を管理さ
せる。

1

4
回
生



（１）確かな学力の保証

○新大学入試制度に対応した指導の研究を深め実践を進める。

○生徒の主体的な学習習慣の確立を図る。

○世界に飛躍する人材の育成に向けて、英語教育の改善・充実を図る。

○ＩＣＴ活用を通じて、より主体的・対話的な学びを促し、自己の考えの再構成・再構築を図り、深い学びにつなげる。

　　・一人一台端末の活用が進み、学校生活のあらゆる場面で生徒がＩＣＴを効果的に利用している様子がみられた。

（２）生徒一人ひとりの希望進路の実現

→　一人ひとりに対応した適切な指導により、就職希望者３名は公務員２名を含め希望実現、進学希望者８６名は７１人が希望を実現した。

○生徒が明確な将来像を描けるよう、大学や地元企業と連携した大学等ゼミ訪問や企業研究等を円滑に実施する。

○本校で構築した新たな大学入学者選抜制度への対応を着実に実践していく。

　　・小論文対策や面接対策に組織的に取り組み、教職員の負担も増やさず、成果をあげた。

　　・各教科で大学入学共通テストを分析し、その傾向や対策について論議を深め、授業での実践につなげた。

（３）豊かな心をもち、グローバル社会を生き抜いていく力を身に付けた生徒の育成

○生徒会、学校行事、寮におけるリトル・ティーチャー制により、生徒のリーダーシップを育成する。

○人間関係づくりや国際交流の活動等を通して、コミュニケーション能力を高め、他者を尊重し協働して問題を解決していく力を育む。

○留学制度について啓発活動の充実を図り、生徒の参加を促進する。

（４）組織としての課題解決力の確立

○教科研修会と互見授業等の計画的な実施により、教員全体の教科指導力を一層高める。

○生徒指導、道徳・人権教育、教育相談等の計画的な研修により、いじめや問題行動等への対応を含む教員の指導力の一層の向上を図る。

○新入学生の着実な学校生活への適応の為、教員全体で学習面・生活面におけるフォローを進める。

　　・教育学部を志す後期課程の生徒を中心に、１回生に学習の支援を行う「Chuto Peer Support Learning」に取り組んだ。

　　・寮生の交流を深めるレクリエーション、誕生日会など、交流の機会を作った。

（５）生徒募集活動の強化による志願者数の増加

○本校の教育活動を整理した「飛翔プロジェクト」を推進し、地域や保護者への広報活動の充実を図る。

○小学校とその保護者を対象とした広報コンテンツの充実を図る。

　　・例年実施している、１回生の下関市立大学訪問と３回生の山口大学本学訪問は、新型コロナウイルスの感染拡大により未実施に終わった。
　　　２回生は訪問先を下関市立大学に変更して訪問し、大学の雰囲気を感じることができた。３、４回生は地元企業を活用した企業探究活動を
　　　通して、企業と地域社会とのつながりを学んだ。３～５回生では大学講師による「出前講義」を実施し、生徒は大学での学びを体験し、
　　　進路意識のさらなる向上を図ることができた。

→　各分掌・学年で人間教育に取り組み、着実に成果をあげている。

　　・本校のリトル・ティーチャー制の実施については、生徒・教職員ともに８割が肯定的に捉えている。本年度も各種の学校行事において、
　　　生徒の企画・運営・指導力を発揮させ、生徒の自主活動を推進させることができた。

　　・寮生もリトル・ティーチャー制の実施については８割が肯定的である。寮生活においても各種専門委員会などの自治組織による
　　　活発な活動により自立心が育ち、円滑な生活を送ることができた。

　　・新型コロナウイルスの感染拡大により、他国からの本校訪問は無かったが、オンラインで韓国の鎮海女子高校との交流を行った。
　　　また、駐日欧州連合代表部主催の「EUがあなたの学校にやってくる」を開催し、ベルギー王国大使の講演等をおこなった。

　　・新型コロナウイルスの感染は続いているが、今年度は「トビタテ！留学JAPAN」へ９名応募し、５名が採用された。
　　　現在、渡航制限により待機中である。

→　全教員がリスクマネジメント意識を持てるように今後とも計画的に研修に取り組んでいく。

　　・各教科で定期的・計画的に研修会を開催し、教科指導力向上に励んだ。

　　・ICT教育の充実を図るため、研究授業、互見授業等を実施するなど、教員全体で研修に取り組んだ。

　　・計画的に研修を実施した。引き続き教員の指導力の一層の向上を図っていく。

→　選抜説明会への参加児童数は昨年とほぼ同様であったが、志願倍率が1.3倍と昨年の1.7倍から下がった。下降原因の究明と
　　その対策が必要である。

　　・「飛翔プロジェクト」の推進にあたり、新型コロナウイルスの影響で地域・保護者への広報活動が十分に行われなかった。
　　　本校ホームページの充実を図り、本校の活動内容の周知を図っていく。

　　・新型コロナウイルスの感染は続くが、８月に「おいのやまサイエンスセミナー」、11月に「入学者選抜説明会」を実施した。
　　　今後も情報発信を引き続き実施し、強い目的意識を持った児童の志願を集めたい。

　　・職員会議等での生徒情報交換により、教員間の情報共有を図った。

５　学校評価総括（取組の成果と課題）

　　・Society5.0といわれる時代の中で、個別最適な学び、協働的な学びをいかに実現していくかについて今後さらに検討を重ねる必要があると
　　　思われる。

→　模擬試験の結果分析等を通じて、学年・教科ごとの強みや弱みを把握することができた。また、授業評価アンケートの回答結果に基づく授業改善
を通じて、生徒にとってわかりやすい授業づくりに学校全体で取り組むことができた。ＩＣＴの活用により、授業や学習のスタイルにも変革が進みつ
つあり、今後はＩＣＴの活用をいかに学力の充実・向上につなげることができるかが課題になると思われる。

　　・新学習指導要領および令和７年度以降の共通テストに対応した教育課程について検討を重ねた。文系・理系の履修科目の見直しを行うと
　　　ともに、新たな学校設定科目を設置するなど、時代に即応した教育課程を編成することができた。今後は、教科「情報」に関わる指導
　　　体制の充実について、さらに検討していく必要がある。

　　・「主体的に学習に取り組む態度」の育成を重点目標として掲げ、様々な取組を行った。学習のＰＤＣＡサイクルを定着させるため、
　　　スケジュール帳を活用し、各自の学習の予定や履歴を記入させ、チューターなどから適宜フィードバックを行った。また、生徒が主体と
　　　なって学力向上策を考え、学年全体で実行し、成果を分析・共有する取組も行い、一定の成果を収めた。

　　・本校の特色ある英語関連行事（海外語学研修や英語セミナー等）は、新型コロナウイルスの感染拡大により実施することができなかったが、
　　　ＡＬＴとのティーム・ティーチングに力を入れ、英語の発信力向上に努めた。

　　・多様な評価方法の導入を目的として、パフォーマンステストを全学年・全英語科目で実施することを目標としたが、一部科目での実施が
　　　できなかった。CAN-DOリストとの関連を図りながら、年間指導計画を綿密に立て、計画的に実行していく必要がある。

　　・ＩＣＴの活用に関する教職員研修を年に複数回実施し、ＩＣＴを「いつでも、どこでも、だれでも」ＩＣＴを使いこなすことができる状況の
　　　実現にむけて全校体制で取り組むことができた。



（１）確かな学力の保証

○世界に飛躍する人材の育成に向けて、英語教育の改善・充実を基軸とした取り組みを推進する。

○学習支援サービスを積極的に活用し、ＩＣＴを活用した個別最適な学習、対話的な学習の充実を図る。

（２）生徒一人ひとりの希望進路の実現

○生徒が明確な将来像を描けるよう、大学や地元企業と連携した大学ゼミ訪問や企業研究等を円滑に実施する。

○本校で構築した新たな大学入学者選抜制度への対応を着実に実践するとともに、時宜を得た大学入試情報の提供を図る。

（３）豊かな心をもち、グローバル社会を生き抜いていく力を身に付けた生徒の育成

○生徒会、学校行事、寮におけるリトル・ティーチャー制により、生徒のリーダーシップを育成する。

○人間関係づくりや国際交流の活動等を通して、コミュニケーション能力を高め、他者を尊重し協働して問題を解決していく力を育む。

○リモートでの国際交流や、留学生や国際活動を行っている方から学ぶ機会を創出するなど、コロナ禍での国際教育の充実を図る。

（４）組織としての課題解決力の確立

○新学習指導要領の確実な実施を踏まえた研修を計画的に実施する。とくに主体的な学習者の育成に向けた取組を組織的に展開し、

　教育効果の分析について研究を行う。

〇全教員がＩＣＴ活用とこれまで蓄積してきた実践とのベストミックスにもとづいた授業を推進し、その成果を共有する機会を定期的に設定する。

○生徒、保護者との信頼関係にもとづいた指導を一層行き届かせるため、１人ひとりを大切にした生徒指導の充実に向けた研修を行うとともに、

　アンケート等による定期的な状況把握を行う。

○新入生が学校生活に適応していくための取組を、学年間・分掌間で調整のもと企画し、リトルティーチャー制の取組を活用しながら計画的に進める。

（５）生徒募集活動の強化による志願者数の増加

○本校の教育活動を整理した「飛翔プロジェクト」を推進し、その内容を広報するため、小学校や学習塾等で学校説明会を開催する。

〇小学生とその保護者が、本校の様子を知る機会を充実させるため、学校ホームページをはじめとした情報発信を強化する。

　

○教師の授業力向上に向けて、公開授業にもとづく教員研修を充実させる。

○生徒による学力向上委員会の活動展開など、生徒の主体的な学習習慣の確立に向けた全校的な取り組みを推進する。

 来年度も、飛翔プロジェクトを円滑に運営することで、地域や大学との連携を一層深めながら「未来社会を生き抜く総合的な人間力」と「高い学
力」を培い、世界に飛躍する人材の育成に向けて教育活動の充実に努める。

６　次年度への改善策


