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4　自己評価 5　学校関係者評価 A～D

評価
領域

重点目標 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

・欠点保有者数３５名以下（述
べ人数）を実現する。

4:目標を達成
3:３６～４０名
2:４１～４５名
1:４６名以上

2

・２学期末の時点で延べ４１名（１学期１９名、２学期２２名）で昨年度の
２８名から増加に転じた。再考査合格率は１学期 65.4％、２学期
91.3％（１・２学期合計 77.6％）で、昨年度（１・２学期合計 75.7％）から
微増となっている。粘り強く指導を行い、成績不振者が減少するように
取り組む。

・学校評価アンケートで、「授業
の指導内容や教え方が工夫さ
れている」を「よく当てはまる」
「ほぼ当てはまる」と答えた生
徒が９０％以上になるようにす
る。

4:目標を達成
3:８５％以上９０％未満
2:８０％以上８５％未満
1:８０％未満

4

・「よく当てはまる」 53.9％、「ほぼ当てはまる」 39.4％、合計 93.3％で
あった。学年別では、１年生 96.1％、２年生92.5％、３年生 91.6％と、
全学年で90％以上を達成できた。「主体的、対話的で深い学び」に向
けた取り組みを充実させ、さらに多くの生徒が「当てはまる」と答えられ
るよう、授業の指導内容や指導方法の充実を図っていきたい。

・ジュニアマイスター、技術顕彰
の受賞者を、それぞれ４０名以
上を目指す。

4:目標を達成
3:３０～３９名
2:２０～２９名
1:１９名以下

4
・ジュニアマイスターゴールド３１名、同シルバー４０名、同特別表彰５
名、技術顕彰７５名確定している。充実した指導により、目標を大きく
超える成果が得られた。

・家庭学習量調査を実施し、
「通常の日において、１日平均
４０分以上家庭学習をする」と
答えた生徒が８０％以上になる
ようにする。

4:目標達成
3:６０％以上
2:４０％以上
1:４０％未満

3

・１学期の調査では 68.0％、２学期の調査では 67.3％となった。考査、
資格試験、レポート提出があると、学習時間が増える傾向が見られた
が、それ以外の日でも継続的に家庭学習が続くよう指導していきた
い。

（年間欠席３０日以上の
長期欠席生徒を除き）
欠席２００以下を実現する。

4:目標を達成
3:欠　席　２００～２２０
2:欠　席　２２１～２４０
1:欠　席　２４１以上

4

・1月１５日現在で欠席１２６。体調不良が主因で欠席気味の１年生男
子１名はまだ治療中であるが、その他の生徒たちは元気に登校を続
けている。心配された長期の休業明けもリズムを取り戻すのに時間は
かからなかった。

（年間欠席３０日以上の
長期欠席生徒を除き）
遅刻１００以下を実現する。

4:目標を達成
3:遅　刻　１０１～１１０
2:遅　刻　１１１～１２０
1:遅　刻　１２１以上

3
・遅刻の多くは怪我治療のための通院で、不注意・怠学によるものは
少ない。保護者の尽力によって、基本的な生活習慣は定着していると
考えている。遅刻１０２（１月１５日現在）

問題行動による懲戒処分「３以
下」を実現する。

4:目標を達成
3:指導件数４～６
2:指導件数７～９
1:指導件数１０以上

4
・問題行動は「２」。目標達成のために、担任との情報交換を密にし、
未然防止に努めた。それにより各担任が生徒観察をより綿密に行った
成果が表れたと考えている。

・いじめを未然防止・早期発見
するため、生徒・保護者・教員
からの訴えや指導件数を「５以
上」とする。

４：目標を達成
３：発見・指導件数　４
２：発見・指導件数　３
１：発見・指導件数　２以下

2

・いじめと判定し、対策委員会で協議した事案は３件であった。保護者
からの訴えが２件、SNSを通じて発覚したものが１件。教育相談と担任
も相談窓口となっていたが、そこへ直接申し出た者はなかった。些細
なものも訴えるようにアナウンスの方法も考え直さねばならない。

・企業や関連機関との連携を
密にして、就職内定率
１００％を実現する。

4:目標を達成
3:就職内定率が９５～１００％未満
2:就職内定率が９０～９５％未満
1:就職内定率が９０％未満

4

・本校においても県内外からの求人数が昨年度より増加した。学校か
らの推薦を受けた者のうち1名が2回目の試験を受けたが、10月上旬
には全員の内定が決まった。女子の就職希望者５名及び身体にハン
デを持った生徒もいたが、応募前見学に参加させるなど事前に企業担
当者と情報交換を密にし、全員内定した。

・各種検査や進路に関する行
事（工場見学、職場見学等）を
計画的に実施し、自己の適性
と職業選択に役立てる。

4:アンケートで肯定的意見が９０％以上
3:アンケートで肯定的意見が８０％以上
2:アンケートで肯定的意見が７０％以上
1:アンケートで肯定的意見が７０％未満

4

・工場見学やインターンシップで働く現場を見学や体験させた。自己の
職業適性や進路希望先を理解させるため、各種検査やネットを使った
企業調べ等を実施した。また、応募前職場見学は可能な限り生徒の
引率を行い、県内外延べ34社、53名が参加し、進路選択に役立てた。

・生徒一人ひとりの進路実現を
目指して、講演会や個人面談
等を実施し、生徒や保護者が
必要とする進路情報を提供す
る。

4:アンケートで肯定的意見が９０％以上
3:アンケートで肯定的意見が８０％以上
2:アンケートで肯定的意見が７０％以上
1:アンケートで肯定的意見が７０％未満

4

・LHR等の時間で進路に関する講話を実施し、仕事や働くことへの興
味や理解を深めた。専門学校や山口しごとセンター等の外部機関から
講師を招き、就職試験に備えた各種セミナーを開催した。また、２年生
を対象に就職サポータと進路面談を行い、生徒理解及び進路に関す
る助言をした。

令和元年度（平成３１年度） 山口県立南陽工業高等学校　学校評価書　　　校長( 吉兼　敦生 ）
１　学校教育目標

（１） 教育目標‥‥‥  「生徒一人ひとりの人間力の向上と希望する進路実現」
　　　　      　　   　  ▼基本的生活習慣、規範意識の一層の定着に努め、南工生としての誇りと自信を持たせる。　→　「南工生らしさ」
　　　      　　 　  　  ▼生徒の主体性を生かし、地域に密着した信頼される学校づくりを推進する。  　　　　　　　　　 →  「信頼される学校」
　　 めざす学校像 ‥ 生徒一人ひとりが生き生きと活躍できる学校　　　　　　育てたい生徒像・・自ら考え、自ら行動できる生徒
（２）チャレンジ目標・・・－ 「さわやか南工」の実践 －　・時を守る　　　・礼を知る　　・身を整える　　・工の道を愛す　　・胸を張って歩く

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

【学習指導】
　成績不振者は減少してきており、また成績不振者の再考査での合格率は増加しつつある。「主体的、対話的で深い学び」による学習の理解・定着が進むように、全教職員で授業改善に取り組む。また、生徒の家庭学習時間
や予習・復習の時間確保に努め、授業に望める環境を整える。
【生徒指導】
　「いじめ」発覚した事案は３件。生徒指導部と担任・各科教員との連携を密にしていたところ、保護者から担任や部活顧問に連絡が入り、そこからはスピード感を持って対応できた。当日のうちに会議を開き、一貫して被害生
徒を守ると同時に、加害生徒の人間的成長・気付きのきっかけとなる指導を心掛けた。教員が積極的に生徒間の人間関係にまで踏み込む指導であった。また長期欠席に追い込まれそうな者には、アンケート調査等細かい生
徒観察を実施し、不登校に陥る前（欠席３日目まで）に対策を施し復帰を促した。多くの生徒は基本的生活習慣を身に付けており特別な生活指導が必要な者は少ない。また、昨年度も生徒や保護者からの訴えが３件と少な
く、スマートフォン使用による水面下でのいじめが懸念される。アンケート調査の見直しや悩みが相談しやすい体制とはどういうものか対策が必要と感じている。
【進路指導】
県内外の求人状況が好調なため、就職希望者の内定率は１００％を維持している。しかし、卒業後３年以内での早期退職者も出てきており、仕事内容を十分調べて本人が納得した上での進路選択ができるよう手助けが必要
である。進路希望の聞き取りと進路情報の提供等のため、秋からの進路面談は関係者と調整の上前倒しで進めたい。
【特別活動】
　新校舎となって３年が経ち、３年前から手探りで始めた各行事も、生徒会役員を中心にスムーズに運営されるようになってきた。ここまで作り上げてきた行事をもう一度見直し、新しいアイデアを加えながら、生徒の主体性を
さらに高め、学校行事の活性化を図っていきたい。
【開かれた学校づくり】
　学校Ｗｅｂページ、メール配信、マスコミの活用等により情報発信を積極的に行っている。Ｗｅｂページについては、本校の魅力となる情報を質（内容）・量（更新頻度）・速度（リアルタイム）で発信するように努めるとともに、見
やすさ・欲しい情報の得やすさを改善する必要がある。本校の教育活動や魅力の情報発信を推進することで、学校行事、ＰＴＡ行事、学校開放日等への来校者や参加者の増加に努める。メール配信では、生徒・保護者に緊
急性の高い必要な情報を適宜発信し、安心で安全な学校生活が送れるように努める。教職員一人ひとりが様々な機会を通じて、本校の魅力を情報発信する重要性を感じている。
【保健体育】
　健全な心身の育成や取り組む姿勢・基礎体力の向上を図る。1年生については、向上させる手だてを再度工夫して指導する必要がある。各学年及び各分掌との連携を密にして保健指導を行ない、健康診断の意義・事後処
置の重要性を理解させるなど、健康管理の基礎的能力を育む取組を行う。
【事　　　務】
　接遇において、迅速な来客誘導や丁寧な電話対応に努めており、日々の業務の中での対応や研修等により、更なる向上を進める。また、施設設備において老朽化している実習棟の改善が課題であり、状況把握をした上で
更なる安全環境づくりに努める。
【業務改善】
　学校運営協議会による学校支援の取組推進により、学校運営の効率化と業務改善が図れ組織力の強化に繋がっている。新しい学習指導要領に謳う「生きる力」の育成に向け、分かる授業に向けたアクティブ・ラーニング型
授業やＩＣＴ機器の活用が充実した教育環境整備を推進している。業務の効率化や複数体制を推進し、組織力の向上や教職員の勤務状況の改善・健康増進が必要である。

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

（１）「ものづくり」「資格取得」「部活動」の積極的な推進　→　きめ細やかな支援　成功体験等により、生徒の自己有用感の醸成
（２）コミュニケーション能力の向上　→　アクティブ・ラーニングの活用（ディベート、ディスカッション等）　人前での発表体験　教職員研修の充実
（３）基礎学力の向上　→　基礎力診断テストや実力テストの活用　定期考査前の個別指導　定期考査後の再試験指導等　家庭学習の定着
（４）企業・地域へのＰＲ　→　行事等の積極的な報道発表　定期的なボランティア活動　学校ホームページの充実　コミュニティスクールの充実
（５）教職員のメンタルヘルス　→　業務時間の縮減　外部指導者の活用
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学習指導の充実と
新教育課程実施
環境の整備

・学力不振者が増加してい
る。教え方等の工夫を検討
し、基礎学力の底上げに注
力して頂きたい。
・再考査での合格率増加
は、改善策等の取組効果が
出ていると思われる。
・授業改善が進んでいるとい
うことは学力の定着にもつな
がり、すばらしい。
・授業内容に満足している生
徒が多く、ｼﾞｭﾆｱﾏｲｽﾀｰ受賞
者が目標をかなり上回る。
引き続き資格取得率の向上
に取り組んで頂きたい。
・ｼﾞｭﾆｱﾏｲｽﾀｰ顕彰受賞者
の大幅増が適切な指導内容
であることを物語っており、
大いに評価できる。

Ｂ

生

徒

指

導

　
基本的な生活習
慣、社会性の育
成、安心できる学
習環境の提供及
び豊かな心と協調
性の育成

・基本的な生活習慣の定着
は心身の健康につながるの
で、今後も進めてほしい。
・欠席が少なく、細かい指導
の成果と学習環境の充実ぶ
りを感じさせる。
・見えないところでのいじめ
を見つけるのは難しいが、
引き続きアンケート調査等き
め細かな対応に努めて頂き
たい。
・いじめの問題はなかなか
表面に出てこないが、日頃
からの言動を注意して早期
の対応をお願いしたい。
・いじめの発生した要因を追
求して、今後の防止に役立
ててもらいたい。

Ａ

進

路

指

導

適切な進路情報
の提供により、職

業観や勤労意欲を
養い、生徒一人ひ
とりの希望する進
路の実現に向けた

教育の推進

・企業が求める人材等につ
いて、情報収集に努めること
が重要である。
・地道な努力の積み重ねが
全員内定という成果になって
表れている。
・早期に全員就職内定が決
まったのは高く評価できる。
積極的なインターンシップ参
加や企業及び外部からの講
演等で進路のマッチングを
図ってほしい。
・希望の進路、自分に合った
職業に就けるように今後も
生徒の進路決定に手厚いﾌｫ
ﾛｰを継続してほしい。

Ａ



特別活動部主催の各行事にお
いて、生徒会の意見を反映さ
せ、内容の見直しをし、行事の
活性化を図る。

4：全ての行事のおいて、生徒の意見を反映し、見直しが図れ
た。
3：一部の行事において、生徒の意見を反映し、見直しが図れ
た。
2：生徒からの意見は聞いたが、行事の見直しに反映すること
ができなかった。
1：生徒からの意見を聞かず、例年通りの内容で実施した。

4

・行事前には、その行事の運営を担う委員会や生徒会執行部との話し
合いを持ち、行事の改善点のアイデアを出させた。クラスマッチでは新
種目を採用し、体育委員会を中心にルール作りを行った。南工祭で
は、催し物の見直しはもちろん、生徒会執行部と南工祭実行委員会の
仕事の分担を明確化し、一部の生徒の負担が大きくなりすぎないよう
に、見直しを図った。

部活動において、入部・退部・
兼部・転部の手続きをきちんと
行い、全ての生徒がいずれか
の部できちんと活動するように
する。

4：全ての生徒がいずれかの部に在籍し、きちんと活動した。
3：部には在籍しているが、活動のない生徒が1～2名いた。
2：部には在籍しているが、活動のない生徒が3～5名いた。
1：部には在籍しているが、活動のない生徒が6名以上いた。

3

・年度途中の転部や退部の生徒の情報を特別活動部で管理するよう
にした。3年生において、部に在籍しているものの活動がない生徒が
見られたが、1，2年生については、退部や転部をする者はいたが、次
の活動場所をきちんと見つけるように指導がなされ、全ての生徒が現
在在籍している部での活動ができている。

月末大掃除や行事前の校内美
化を徹底する。

4：月末大掃除に加え、行事前の大掃除も欠かさず実施し、校
内美化を十分に図ることができた。
3：月末大掃除は毎月実施し、校内美化に努力した。
2：月末大掃除はほぼ毎月実施したが、取り組みは不十分だっ
た。
1：実施しない月が多く、校内美化が十分ではなかった。

4

・月末大掃除に加え、行事前の大掃除も欠かさず実施した。大掃除の
際には、時間の始めと終わりに担当教諭が放送で呼びかけ、全校で
校内美化に努める雰囲気づくりを行った。校外での清掃ボランティア
活動にも多くの生徒の参加が見られた。

・Webページの構成を見直し、
年間２４回（毎月２回）以上の
更新を行うことで、充実した情
報発信を行う。

4:目標を達成
3:１９～２３回
2:１３～１８回
1:１２回以下

4

・学校行事や取組の成果、部活動の結果など、１２月末の時点で計４
５回（月５回）の更新を行った。また、行事の実施後だけでなく、事前予
告についても周知を図った。Webページの構成見直しについては、現
在検討中。

・中学生体験入学の参加生徒
者を２００名以上とし、参加校を
４０校にする。

4:目標を達成
3:１８０～１９９名　　３５校～３９校
2:１６０～１７９名　　２５校～３４校
1:１５９名以下　　　 ２４校以下

4

・台風による交通機関途絶にも関わらず、４０校２２９名の中学生が参
加した。アンケートから非常に肯定的・前向きな回答が多く寄せられ
た。昨年度台風に用中止の教訓を生かして予備日も設定した。県外か
らの参加者も増加している。

・ＰＴＡ総会および学級懇談会
とＰＴＡバザーの参加者総数２
００名以上をめざす。

4:目標を達成
3:１５１～１９９名
2:１００～１５０名
1:９９名以下

4

・総会時に行われる就職関係の講演会は高い学年ほど関心があり、
出席者数は昨年度より増えた（156名→170名）。個人懇談は午前中か
ら実施しているが、面談のみの人数を把握できていないので、総出席
者数は若干名多いと考えられる。また、PTAバザーの内容の見直しと
保護者の負担軽減により参加者が減少（55名）しているが、今後も持
続可能な内容を計画して誰でも参加できる雰囲気を作りたい。

・新体力テストの活用により基
礎体力・運動能力の向上を図
る。

4:ＡまたはＢと判定されたものが、６０％以上
3:ＡまたはＢと判定されたものが、５５％以上
2:ＡまたはＢと判定されたものが、５０％以上
1:ＡまたはＢと判定されたものが、４５％以上

3
・全体としては約５８％の生徒がAまたはBの判定であるが、１年生に
おいては４８％しかいない。昨年度と比較すると若干上がったものの、
低い数値であるため、1・２年生の基礎体力向上が課題である。

・耐性・協調性・礼節を重んじた
行動を育成する。

4:指導により８０％以上の者が改善
3:指導により５０％以上の者が改善
2:指導により３０％以上の者が改善
1:指導したが改善されなかった

4
・挨拶や授業の開始時間の遵守は体育委員を中心に全クラスで徹底
されてきている。特に３年生においては、全生徒が協力して授業の準
備から片付けまでを行えるようになった。

・健康診断事後措置において、
受診率６０％以上を目指す。

4:目標を達成
3:受診率５０％以上６０％未満
2:受診率４５％以上５０％未満
1:受診率４５％未満

3

・受診率５３．５％で、昨年度よりも低下している。生徒を介して保護者
への通知をするほか、保護者面談時に保護者へも直接通知したり、個
別の受診指導を行ったりしたが大きな効果は表れず、さらなる意識変
容への指導が必要。

・電話対応、来客対応など接遇
のマナーを自己チェックし、接
遇やサービスの向上に努め
る。

4:チェック項目が、すべて「できてきる」
3:チェック項目の集計で、「できている」が９５％以上
2:チェック項目の集計で、「できている」が９０％以上
1:チェック項目の集計で、「できている」が９０％未満

1

・セルフチェックリスト（来校者対応・電話対応等の５区分全１５項目）
について、「できている」の集計結果は63％となった。「ほとんどできて
いない」項目は無かったが、半数以上の職員が「できていないときもあ
る」とした項目があったため、結果を今後の改善につなげていきたい。

・コスト意識、環境意識の醸成
を図り、目標を計画して経費節
減に努める。（電気・水道・灯
油・コピー用紙の４項目）

4:計画した項目すべてが削減
3:計画した項目のうち、３項目が削減
2:計画した項目のうち、２項目が削減
1:計画した項目のうち、１項目削減か削減なし

4

・職員会議などで、全教員に経費節減を図るように周知を行い、夏季
の空調の適正な使用を呼びかけるなどした。また、事務室では、勤務
時間外や昼休み時間での消灯などを実践した。気候に影響を受ける
項目もあるものの、結果、４項目とも対前年同期間での実績は削減と
なった。

学校の組織等

地域とともにある
学校づくりの推進

日常的な業務

諸会議の時間短
縮

勤務状況

勤務時間の適正
管理及び年休等
の取得推進

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　次年度への改善策

特

別

活

動

ホームルーム・委
員会・生徒会活
動・学校行事の充
実・部活動の活性
化・環境美化の推
進

・生徒の主体性を尊重し、引
き続き側面的な支援をして
頂きたい。
・生徒会活動や部活動がと
ても充実している。
・生徒がそれぞれの役割を
きちんとこなし、頑張ってい
ると感じた。
・生徒会･各委員会が自主的
に活動･行事運営がなされ、
すばらしい。引き続きさわや
かで元気な南工生らしい若
者を育成してほしい。
・先生がよく生徒を見てくれ
ていると思う。

Ａ

・保護者の学校評価アンケート「本校は、自治体や地域・企業と連携し
た取組を行い、地域に貢献し、教育効果をあげている。」では、肯定的
意見が９７％（昨年度と同じ）であった。学校の抱える諸課題に対して
地域や地元企業から多くの御提言等を頂き、学校支援につながった。

・働き方改革の推進を図る
ため、ワークライフバランス
の実現と労働環境の整備に
努められたい。
・業務改善が着実に進んで
いると思う。
・昨年より年休取得が良く
なっている。なかなか難しい
が頑張ってほしい。

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り

学校からの情報発
信、家庭からの情
報収集と地域との
連携強化

・タイムリーな情報が常に発
信されており、引き続き充実
して頂きたい。
・南工ホームページが大変
充実している。各イベント･お
知らせ等が詳しく発信されて
おり、学校活動の内容が良く
理解できる。
・体験入学は中学生･保護者
にとって進路を決める貴重
な機会であり、今年度無事
実施され、多くの中学生が
参加できて良かった。
・PTA総会等は土日にでき
ればよい。

Ａ

保

健

体

育

体力の向上を図
り、生涯を通じて
自らの健康を適切
に管理し改善して
いく資質や能力の
育成、集団として
の規律ある行動の
育成

・健康診断の重要性を十分
認識させる必要がある。
・体力向上や健康管理に向
けた取組に生徒のアイデア
を生かすこともよいのではな
いか。
・勉強だけでなく、体力向上
もしてもらいたい。

Ｂ

3

・年休取得日数は一人平均１０．１日（１２月末まで）で、昨年の８．３日
より増加した。業務内容や行事の精選、効率化や分業体制の推進な
どの改善により、休暇の取りやすい環境づくりをさらに進めていきた
い。

事

務

接遇の向上と経費
節減の取り組み

・保護者の評価から見ても、
事務室の応対は良いと感じ
ている。
・低く評価されているが、普
段からの事務室の親切な対
応をありがたく思っている。
・コスト意識を共有し、引き
続き取り組んで頂きたい。

Ｂ

業
務
改
善

・学校運営協議会（コミスク）に
よる学校支援の取組を推進し、
学校運営を効率的に行い業務
改善を図る。

4:アンケートで肯定的意見が９０％以上
3:アンケートで肯定的意見が８０％以上
2:アンケートで肯定的意見が７０％以上
1:アンケートで肯定的意見が７０％未満

4

【学習指導】
　再考査合格率はさらに少し増加したが、欠点保有者数は増加に転じた。その一方で、学校評価アンケートで、「授業の指導内容や教え方が工夫されている」と答えた生徒数が増えている。授業改善が、学力の定着につなが
るような工夫やしくみについて検討していく必要がある。
【生徒指導】
　生徒が夢に向けて目標を設定し、行動に落とし込めるよう、できる限り最小限の指導に留めた。また、懲戒処分件数の多少より、自ら自覚ある行動がとれているかどうかを重視して指導した。その結果、生徒は自立している
とは言い難いが、南工生としての誇りを胸に行動できるまでには成長したと考えられる。また、長期欠席に発展しそうな生徒には、スピード感を持って対応した。１名の転学者が出てしまったが、欠席気味の生徒１名はなんと
か学校に目を向け、登校しようとする意欲が出るまでには回復した。担任と教育相談が連携し、情報の共有と交換、また細かな生徒観察を重ねた成果と考えている。概ね指導成果の出た１年で、今後はこの状態を授業での
理解や家庭での学習習慣にまで発展させられないかと考えている。
【進路指導】
　進路面談をしていたため、生徒理解及び進路決定がスムーズに行えた。企業が望む生徒と生徒が望む職場とのギャップがあり、生徒自身で企業情報や仕事内容についてもしっかりと研究・理解させて、自分とのマッチング
を考慮した仕事を見つけることが必要である。また、学校側も企業担当者と求める人物像についての聞き込み等を密にする必要がある。
【特別活動】
　生徒会執行部は毎週１回自らミーティングを持ち、次の行事に向けた話し合いを主体的に行う姿勢が見られた。行事ごとの教員と生徒との意見交換もしっかり持つことができた。１２月から新生徒会執行部が発足したが、新
たなメンバーは自分たちの色を出して活動できるように支援していきたい。部活動においては、活発に活動する部や生徒が多い中で、入部した部になじめず、退部や転部を悩む生徒への支援にも、引き続き気を配る必要が
ある。
【開かれた学校づくり】
　Webページやマスコミの活用、メール配信等により情報発信を積極的に行った。中学生体験入学や保護者からは大変良い評価を得ており、引き続き、本校の魅力である部活動、資格取得、学校行事等の教育活動の情報発
信を推進していく必要がある。
【保健体育】
　基礎体力について若干向上がみられたが、まだ改善の余地は大いにある。特に、１・２年生の体力を向上させる手立てが必要である。また、健康管理能力の育成についても、保健室との連携を密にし取り組んでいく必要が
ある。
【事　　　務】
　接遇では、迅速な来客誘導や丁寧な電話対応を心がけ、保護者アンケートでは概ね肯定的な結果となったが、「できている」といえる項目が多くなるように、今後も接遇の向上に努める必要がある。経費節減においては、職
員会議などでの周知により、結果としては４項目とも対前年同期間での使用実績は削減となった。引き続き削減に努めることが必要である。
【業務改善】
　年休取得日数は増加したが、超過勤務時間は１２月末の段階で昨年度比２．４％減に留まっている。教職員の意識改革や勤務時間の割振りによって、２学期以降、超過勤務時間を縮減することはできたが、まだ１名あたり
１ヶ月平均５０時間を超えており、今後さらに働き方改革を進めていく必要がある。

【学習指導】
　「主体的、対話的で深い学び」を意識した授業改善や、継続した家庭学習によって、学力がしっかりと定着するように、教務部を中心として取り組んでいく。
【生徒指導】
　生徒・保護者によるいじめに関する情報提供が少なかった。水面下でいじめが進展しているかもしれない。些細なことでも相談できるよう、各担任には人間関係の構築を、教育相談には更なる雰囲気づくりを促したい。
【進路指導】
　引き続き進路資料の配布や進路アンケート、進路面談等を実施して自己の進路に関心を向けさせる努力をする。就職サポータと共に企業担当者と面談して、求める生徒像等の聞き込みを行う。
【特別活動】
　生徒会執行部のメンバーが入れ替わる中で、前年の行事の反省をしっかりと次年度に引き継ぎ、それに基づいて、行事の企画・運営をより生徒の主体性をもって行えるようにする。
【開かれた学校づくり】
　Webページでは、本校の魅力となる情報を質（内容）・量（更新頻度）・速度（リアルタイム）で発信するように努める。学校開放日のPRを積極的に行い、来校者数の増加に努める。
【保健体育】
　体育委員を中心に委員会活動を活発にし、準備運動や補強運動の質を上げ、取り決めに関しては周知徹底を図る。
【事　　　務】
　今年度のセルフチェックの結果を踏まえ、引き続き接遇の向上に努める。経費節減は、あらためてコスト意識・環境意識の醸成を図り、更なる削減に努める。
【業務改善】
　業務の複数体制により業務負担の分散を推進するとともに、人材育成をはじめとした組織力の向上を目指す。働き方改革やタイムマネジメントの意識啓発を行い、超過業務時間の縮減に努める。

A：優れている・・・教職員の取組が優れていると認められる状況　　　　　　 B：良い・・・教職員の取組が良いと認められる状況
C:普通・・・教職員の取組が普通に行われていると認められる状況　　　　　D：要注意・・・教職員の取組に改善の必要があると認められる状況

Ａ
・各分掌での事前協議を充実さ
せ、会議の円滑化を推進する。

4:勤務時間を超える会議がほぼなし
3:勤務時間を超える会議が学期に３回程度
2:勤務時間を超える会議が半数程度
1:ほとんどの会議が勤務時間を超えた

4

・会議資料の事前配付により、予め資料に目を通して会議に臨めるこ
とで、協議に要する時間を縮減できた。概ね５０分程度で終了してい
る。議題の少ない場合に会議をまとめることで、運営委員会を２回減ら
すこともできた。

・業務の効率化・複数体制に
よって勤務状況の改善を図り、
年休・代休等を取得しやすい職
場環境を推進する。

4:年休取得日数が一人平均１２日以上
3:年休取得日数が一人平均１０日以上
2:年休取得日数が一人平均８日以上
1:年休取得日数が一人平均８日未満


