
様式1

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７２名以
下（述べ人数）を実現す
る。

4:７２人以下を達成
3:７３～８１名
2:８２～９０名
1:９１名以上

4

・２学期末の時点で延べ３６名（1学期１６名、２学期２０名）
で昨年度の７８名から半減した。再考査合格率は１学期
52.6％、２学期　42.3％（１・２学期合計46.7％）で、昨年度よ
りも２学期の合格率が大幅に下がった。ここ数年続いてい
た欠点数の増加には歯止めがかかったが、再考査合格率
の低下には、丁寧な指導で向上させていきたい

・授業改善に向けて全教
科で取り組む。

4:全教科で実施
3:多くの教科で実施
2:約半分の教科で実施
1:検討できなかった

3

・多くの教科・科目について「授業アンケート」を行い、その
結果から出てきた授業の改善すべき点について、真摯な
姿勢で取り組んでいる。ただし、授業の改善点については
授業担当者のみが抱えている傾向があり、これを教科や
学科、あるいは、全教員の共有情報として学校全体で取り
組めるようにする必要があると考えられる。

・ジュニアマイスター、技
術顕彰の受賞者を、それ
ぞれ４０名以上をめざ
す。

4:４０名以上を達成
3:３０～３９名
2:２２～２９名
1:２１名以下

4

・ジュニアマイスター受賞者ゴールド20名（特別表彰6
名）シルバー22名、山口県技術顕彰43名を達成。生
徒個人個人及び各担当の教員が、よく努力して取り
組んでいる。資格指導は本校の3本柱のひとつであ
るのでこれからも続けたい。

・「朝の読書」を円滑に運
営し、読書活動の充実を
図る。

4:生徒が積極的に取り組み目的を達成
3:大多数の生徒が取り組みほぼ目的を達成
2:実施したが消極的でやや不十分
1:半分の生徒しか取り組まず、不十分

4

・10分間の「朝の読書」は、予定通り全校で取り組む
ことができた。1年生へのアンケートでは落ち着く、集
中できる、想像力がつく、自分のためになるといった
感想を得ている。図書室の利用者数も４月から１月
末までで（授業等を除く）2255人と大きく増加した。

欠席250 、遅刻250以下
をめざす。

4:目標を達成
3:欠席・遅刻　251～　260
2:欠席・遅刻　261～　270
1:欠席・遅刻　271以上

1

２学期終了時点で欠席総数２６６日、遅刻は６８、合
計３３４件であった。担任・各科・教育相談・ＳＣ・ＳＳ
Ｗを含めて長期欠席生徒２名に対応したが、学校に
復帰させることができなかった。（２名で欠席１８４）

問題行動による懲戒処
分「２」を実現する。

4:目標を達成
3:指導件数３～５
2:指導件数６～８
1:指導件数９以上

3

　年末に連続して３件、問題行動が起きた。しかし、
いずれも当該生徒の生活環境や家庭環境、親子関
係を整え、彼らが将来に向けて努力・成長するに必
要必然なものであったと考えられる。指導後は安定し
た学校生活を送っている。

いじめの未然防止、早期見
に努め、いじめに関する指
導件数を「ゼロ」に近づけ
る。

4:目標を達成
3:指導件数１～３
2:指導件数４～６
1:指導件数７以上

4

・未然防止の観点から調査したものが１件あった。他
は特に指導していない。しかし、どのクラス・部活動に
も必ず存在するものとして学期に１回、アンケート調
査と生活調査を実施、生徒把握に努めた。いじめ対
策委員会をはじめとする組織での対応やいじめ研修
会の実施、開発的視点による活動点検により教員の
意識向上を図った。

教職員を対象にした教育
相談や人権教育に関す
る研修会を実施する。

4:研修会を実施し、教育相談や人権教育に関する知識・技
術を十分習得した。
3:研修会を実施し、教育相談や人権教育に関する知識・技
術をほぼ習得した。
2:研修会を実施したが、十分な成果を得られなかった。
1:研修会が実施できなかった。

4

教育相談研修では他校の事案を基に「いじめ」に対し
て教職員の意識改革と意識向上を目的に実施した。
また、デートＤＶに関して講師を招聘し研修会を実
施、最新の情報を提供して頂き知識とスキルの習得
に努めた。

・ＳＮＳに端を発した諸問
題に関する指導件数「ゼ
ロ」を実現する。

4:目標を達成
3:指導件数１～３
2:指導件数４～６
1:指導件数７以上

4

本年度、ＳＮＳを原因とする問題行動は起きていな
い。しかしながらどこかで必ず潜在していると考え、
更に生徒理解の推進、基本的生活習慣の確立、学
習指導の充実を心がけることとする。

・就職内定率１００％を実
現する。

4:目標を達成
3:９５～１００％未満
2:９０～９５％未満
1:９０％未満

4

・県全体では求人数の増加と就職希望者の減少で内
定率が上がった。本校は、求人数に大きな増加はな
かったが、中小企業からの求人が多かった。企業を
希望した者のうち２名が２回目の試験を受けたが、１
０月中には全員内定が決まった。女子の就職希望者
が７名、身体のハンデを持った生徒１名がいたが、事
前に企業と連絡を密にし全員内定させることができ
た。

・各種検査や職場見学等
により、自己の適性と職
業について理解する。

4:自分の適性と職業について十分理解した。
3:自分の適性と職業についてほぼ理解した。
2:自分の適性と職業について理解がやや不十分。
1:自分の適性と職業について理解が不十分である。

4

・職業適性やクレペリン、企業分析、進路先分析等を
実施した。分析結果をフィードバックし、進路適性や
進路希望先の理解に役立てた。また、応募前職場見
学には多くの生徒が参加した。昨年度２８社３６名で
あったが、今年度は３８社５５名が参加し、進路選択
に役立てた。

・講演会や進路ガイダン
スにより、職業観や勤労
観を身に付ける。

4:職業観や勤労観を十分身に付けた。
3:職業観や勤労観をほぼ身に付けた。
2:職業観や勤労観を不十分ながら身に付けた。
1:職業観や勤労観はほとんど身に付けていない。

3

・工場見学やインターンシップ等で働く現場を見たり、
進路に関する講話を聞いたりすることにより、働くこと
についての理解を深めた。専門学校やＹＹ－ＪＯＢ等
の外部機関から講師を招き、就職試験に備えた。

平成２９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】 授業に興味や関心をもてず、結果的に成績不振になってしまう生徒の数がここ数年増えてきている。授業で学習したことが、就職や進学の試験、資格試験につながっていることを理
解させ、また、教科間の連携した指導や取組を考えていく必要がある。
【生徒指導】２・３年生においては基本的生活習慣が身についており、特別な生活指導を要する生徒が在籍しているとは考えていない。更には主体的に考え、自主的に行動できる生徒に成長させ
たい。新入生にはルールと礼節を守る態度を涵養することで不登校、長期欠席の未然防止に努めることが必要である。そのためにも「心をつなぐ１・２・３運動」を実践したい。
【進路指導】進路希望先とのマッチングを考慮して指導をしていくために、応募前職場見学は進路の行事の見直し等の対応が必要である。進路資料室の整備が遅れているため十分活用されて
いない。利用者を増やす方法等について考える必要がある。
【特別活動】昨年度より、新校舎となり、年間を通しての行事を手探り状態で行った。今年度からは、前年度を参考に考えることができるので、様々な課題に対し、余裕をもって考え行動できると思
う。昨年度より改善できると思う課題を、生徒会執行部に投げかけて、十分に活躍できるように指導を行うとともに教職員や全校生徒に協力を求める。
【開かれた学校づくり】地域行事、学校行事、PTA行事、学校開放日等への来校者や参加者の数は昨年度よりわずかではあるが増加している。中学校へのＰＲ活動の充実を目指して学校紹介の
リーフレットを更新し、高校説明会等、様々な機会で活用できた。今年度はｗｅｂページの全面的な改訂を行い、さらに多くの学校行事や学習活動の成果、部活動での活躍等の情報を発信する。
中学校体験の参加者数の増加をめざした企画を行う。教職員一人ひとりが様々な機会を通じて、本校の良さや魅力を情報発信する重要さを痛感している。
【保健体育】健全な心身の育成や取り組む姿勢・基礎体力の向上については、概ね達成できた。しかし、学年によってはクラス間に差があり、その差を埋めるための指導強化・改善が必要であ
る。保健室の利用については、各学年及び各分掌との連携を密にし、必要に応じて保健指導を行う。
【事　　　務】接遇研修等により、接遇の向上を進める。また施設・設備の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】本校の抱える課題を等身大で把握し、分掌の垣根を越えた組織的な連携・外部機関を活用した教育活動の充実という側面で所期の成果を収めることができた。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、ＩＣＴ機器の活用が充実できるような教育環境整備を早急に整備する必要を痛感している。

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
（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
（３）基礎学力の向上　→　マナトレの実施、基礎学力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　→　行事等への積極的な報道発表、定期的なボランティア活動
（５）教職員のメンタルヘルス

学

習

指

導

学習指導の充
実と現行教育
課程実施環境
の整備

・苦しいこと、辛いことが
人間を育てる。とにかく鍛
えて欲しい。本校は、学校
評価アンケートから考察
すると、ほとんどの授業が
分かりやすく授業内容や
教え方が工夫されてい
る。
・地道に続けている成果
でとても素晴らしいことだ
と思う。
・欠点保有者の減少は評
価できる。
・資格取得状況が大変良
く、先生方の指導に感謝
します。
・特に底辺学力の生徒の
学力底上げという観点
で、授業改善に取り組ん
で下さい。

Ａ

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

・学校側の達成度「１」は
厳しいのではないか、評
価基準の内容を検討する
べきだと想う。
・ネットいじめの実態は深
刻だと思う。生徒にいじめ
や差別をなくす心を育て
て欲しい。
・カウンセラー等専門家の
指導を受け、指導に際し
ては家族を巻き込めば効
果が上がると思う。
・皆勤者の数を記載した
方が良い。数人の長期欠
席者の影響が全体に評
価になるので改善する必
要がある。
・不登校傾向のある生徒
の原因をしっかり把握して
対応して欲しい。
・開発的な生徒指導に期
待したい。
・いじめは必ず存在すると
いう認識が必要で、アン
ケートは学期に２回は実
施するべきだと思う。

Ｂ

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、生徒の希
望する進路の
実現に向けた
教育の推進

・勤労意欲の高い生徒が
多く、今後もこの状態を維
持して欲しい。
・就職内定１００％達成
で、生徒がスタートライン
に立てている事は凄い。
・沢山の生徒が、満足さ
れていて本当に良かった
と思う。素晴らしい。
・生徒としっかりコミュニ
ケーションをとる中で、個
人の適正をしっかり見つ
けて欲しい。
・職業を選ぶ際は、「好き
なことをする」ではなく、
「世の中で大切なことをす
る」という観点で進路指導
をするべきである。

Ａ



・生徒会執行部がリー
ダーシップをとり、早めに
計画し主体的に取り組み
学校の活性化を図る。

4:リーダーとして、十分活性化を図ることができた。
3:リーダーとして、ほぼ活性化を図ることができた。
2:リーダーとして、あまり活性化が図られなかった。
1:リーダーとして、活性化が図られなかった。

4

・生徒会長が、生徒会行事のみならず、学校行事全てに関
して、生徒会長としての意識を持ち、生徒会を指揮し自ら
行動で示した。生徒会が労を惜しまず活動している姿を全
生徒が見ることで、学校全体が行事に取り組むことがで
き、学校行事全体が活気あふれるものとなった。

・学校行事を盛大にし、
体育祭や南工祭を外部
に広報し、地域の参加者
との連携を図る。

4:参加者５５０名以上
3:参加者４５０名以上
2:参加者３５０名以上
1:参加者３４４名以下

4

・PTAや保護者のご協力により、宣伝用のポスターを郊外
に掲示してもらった。そのおかげもあり、体育祭は２５０名
以上、南工祭は４００名以上の来校者があった。保護者、
地域の方々の本校の様子を見ていただくことができた。

・部活動を通して、自主
性や心身の鍛錬、集団
生活、行動における協調
性を図る。

4:部活動を通して、十分徹底が図られた。
3:部活動を通して、ほぼ徹底が図られた。
2:部活動への参加者が少なく、やや不十分であった。
1:部活動への参加者が少なく、達成できなかった。

4

・全国大会に、ソフトテニス部、相撲部、陸上競技部、柔道部、弓
道部の５競技が出場。中国大会には、ソフトテニス部、相撲部、
柔道部、弓道部、陸上競技部、水泳部、ものづくり同好会、の７競
技が出場した。昨年度より全国大会出場部活が１つ増えた。生徒
の部活動に対する前向きな取り組みはもちろん、日々の部活動
指導の成果が戦績にあらわれたと思われる。

・整備委員会活動の充
実、月末大掃除や行事
前の校内美化を徹底す
る。

4:毎月実施し、校内美化を十分図ることができた。
3:ほぼ毎月実施し、校内美化に努力した。
2:ほぼ毎月実施したが、生徒の取組が不十分であっ
た。
1:ほぼ毎月実施したが、校内美化が十分でなかった。

3

・ＪＲＣ部や生徒会を中心とした、学校周辺の清掃活動が
積極的に実施された。この活動に対し、部活動単位での参
加も定着した。毎月実施の月末大掃除や行事前の校内美
化活動は、校舎を綺麗なままで使おうと、積極的に努力し
ていた。

・Ｗｅｂページを年間20回
以上更新し充実した情報
発信を行う。

4:目標を達成した。
3:12～１6回
2:７～11回
1:６回以下

4

・Ｗｅｂページを年間30回以上更新し充実した情報発
  信を行った。
・学校行事の様子や部活動の活躍を積極的に発信
  した。

・中学生体験入学の参加
者を２００名以上にする。

4:目標を達成した。
3:１８０～１９９名
2:１６０～１７９名
1:１５９名以下

3

・中学生の参加者187名、教員・保護者の参加者72名計
259名（学校数３７校）の参加があった。昨年度に比べて学
校数、参加総数共にやや減少した。一昨年からの土曜日
実施は定着し、保護者の参加人数が多い状態は維持して
いる。

・ＰＴＡ総会の参加者２０
０名以上をめざす。

4:目標を達成した。
3:１５１～１９９名
2:１００～１５０名
1:９９名以下

3

・昨年度に引き続き個人面談を午前・午後と実施し、
講演、　行事を検討したが、出席数は昨年度より減少
したので、より多くの保護者が参加できる状況を検討
する必要がある。
・保護者がもっと学校行事に目を向けるように情報発
信するとともに、充実した内容を計画実施したい。

・スポーツテストの活用
により基礎体力・運動能
力の向上を図る。

4:向上が十分図られた。
3:向上がほぼ図られた。
2:向上があまり徹底できなかった。
1:向上ができなかった。

3
・授業を通して体力の向上は図れてきたが、柔軟性
の低い生徒が目につく。器械体操や武道等を通し
て、しっかりと改善を図りたい。

・耐性・協調性・礼節を重
んじた行動を育成する。

4:十分に目的を達成した。
3:ほぼ目的を達成した。
2:目的の達成が不十分であった。
1:目的を達成することができなかった。

4
・先言後礼も浸透し、ほとんどやり直し無く実施でき
た。また、「始業チャイムまでに集合完了・準備体操
開始」も体育委員を中心に徹底されていた。

・健康診断事後措置にお
いて、受診率３０％以上
を目指す。

4:目標を達成した。
3:受診率２５％以上３０％未満
2:受診率２０％以上２５％未満
1:受診率２０％未満

4
・受診率５２．４％で、目標を達成した。卒業後社会人
になる生徒がほとんどであり、健康管理の基本姿勢
を育むよう工夫して指導する必要がある。

・来客の接遇の向上を進
める。

4:来客の接遇が大幅に向上した。
3:来客の接遇が向上した。
2:来客の接遇があまり向上しなかった。
1:来客の接遇が向上しなかった。

3
電話取次、来客誘導等において、わかりやすい言葉
を使うことに心がけ丁寧な対応に努めた。

・安全点検などを活用
し、生徒等が安全で快適
に過ごせる環境づくりを
図る。

4:指摘箇所を全部改善した。
3:指摘箇所をほぼ改善した。
2:指摘箇所の一部を改善した。
1:指摘箇所のほとんどを改善できなかった。

2

・老朽擁壁の補修等一部の改善を行った。なお、県
教育庁により実習棟のモルタル外壁の検査が行わ
れた。今後、状況により改修計画が検討される予定
である。

学校の組織等

組織力の向上

日常的な業務

安心・安全な
教育環境・主
体的で対話的
な授業に向け
た教育環境の
整備

  勤務状況

校務のスリム
化に努め、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

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

・生徒の話題が飛び交う活力ある職場環境と高い同
僚性のもと校務の組織的な協働ができており、年休・
代休を取得しやすい職場環境が構築されている。但
し、代休は取得できているが、年休の取得状況が平
均してあまり良くない。

特

別

活

動

ホームルーム
活動、生徒会・
各種委員会活
動の充実、部
活動の活性化
及び環境美化
の推進

・JRC部の厚生労働大臣
表彰は本当に素晴らしい
と思う。これからも是非、
地域社会のために貢献し
て欲しい。
・第５回山口県赤十字救
急法競技大会への参加
が、素晴らしい。

Ａ

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

・学校のホームページを
劇的に刷新しており素晴
らしい。
・私立学校のようなホーム
ページで驚いています。
保護者や中学生に向けて
絶対必要なので、今から
も更新や刷新に力を入れ
てください。

Ｂ

保

健

体

育

たくましい心
身、生涯にわ
たっての健康
観、集団として
の規律ある行
動の育成

・体力と運動能力の向上
に向けた取組をお願いし
たい。
・健康診断後措置の受診
率が低いので、保護者へ
の積極的な働きかけが必
要と思う。
・文武両道はとても大切
で、運動は心身の発達に
欠かせない。

Ａ

事

務

接遇の向上と
施設設備の改
善に努める

・学校で達成する目標を
具体的に揚げると良い。
・危険個所については、
生徒の安全確保のために
早急に改善されることを
望みます。

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、学校運営の
効率化と業務改善を図
り、組織力を強化させ
る。

4:十分に目標を達成した。
3:ほぼ、目標を達成した。
2:目標の達成が不十分であった。
1:目標を達成することができなかった。

4

・本校の課題解決に向けたコミスクによる学校支援の
取組が、大きな成果を生んだ。また、学校の抱える諸
問題に対して、地域社会・地元企業の温かい御支
援・御提言を沢山頂き、有益な情報及び寄附採納な
ど学校支援という側面で絶大な成果を収めた。

・先生方も心身の健康の
ために年休取得を促進し
て欲しい。
・年休の取得目標を定め
てはどうでしょうか。

【学習指導】  成績不振者数が減少する一方で、成績不振者の再考査による合格率が下がっており、生徒の学習に対する理解度が二極化しつつある。「主体的・対話的で深い学び」が言われ始
め、学習の理解・定着がしっかりとできるような授業になるよう、全教職員で取り組んでいきたい。
【生徒指導】
問題行動を未然防止する機能を拡充するため、生徒指導部と担任、各科教員との更なる連携の具体的方策を探る。同時に、それを逆に生徒の成長・気付きの糧にする指導が重要である。懲戒
処分の件数に拘りすぎないよう考え直したい。また、長期欠席する生徒には、スピード感ある対応が最重要である。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）の対策を具現化したい。 
【進路指導】応募前職場見学に関する情報をホワイトボードに書き出し、全体の日程が一目で分かるようにしたため多くの生徒が見学をすることができた。また、２年生の一部生徒については厳し
い日程の中、進路面談を実施して進路に関する聞き取りとアドバイスをした。進路についての考えは個人差が大きく、今後は２年生全員実施を目標にしたい。
【特別活動】生徒会は、生徒のみならず職員からも厚い信頼を得ることで、自信を持って活動していた。次年度の生徒会に対し、職員のバックアップを十分に行い、今年度の生徒会に負けないよ
うにのびのびと活動をさせたい。
【開かれた学校づくり】WEBページや、メール配信等情報発信を積極的にした。WEBページをデザインを全面的に刷新し、多くのユーザーに情報発信できた。引き続きより本校の魅力ををアピール
できるような情報を発信する必要がある。
【保健体育】健全な心身の育成や取り組む姿勢・基礎体力については向上がみられたが、まだ改善の余地は大いにある。特に、現１・２年生の柔軟性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】接遇研修は行えなかったが、日々の業務の中で丁寧な対応に努めた。施設設備については、破損箇所等の補修改善に努めた。予算状況に応じて適切に改善していくことが課題で
ある。
【業務改善】今年度、コミュニティ・スクールを導入し、学校運営協議会からの提言による「学校支援」の取組が、本校の抱える課題解決に大きな成果を収めることができた。また、新校舎移転以
降、滞っていた視聴覚教室、パソコン教室等の整備が進み、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、ＩＣＴ機器の活用が可能な
教育環境整備が進んだ。

【学習指導】  「主体的・対話的で深い学び」は、学習の理解定着がよいとされている。このような学びのできる授業になるよう取り組んでいく。また、生徒の家庭学習時間を確保することも必要で
ある。忙しい生徒たちではあるが、予習や復習の時間を設け、授業に臨めるような働きかけに努める。
【生徒指導】今年度の課題を克服するためには「開発的な生徒指導」を推進する必要がある。問題行動を起こす前の、不登校になる前の、生徒が発信する小さなシグナルを敏感に察知し対応す
る。生徒指導部がまず先頭に立って登下校指導や校内の巡視、昼休み中の生徒観察を実施したい。それにより各科・担任・教科担任に協力を仰ぎ、教育効果をあげれるように努める。
【進路指導】引き続き、生徒と企業とのマッチングを考慮していく必要がある。その方策の一つとして、応募前職場見学で多くの生徒が参加できるように努める。また、２年生に対して進路に関する
継続した指導に努める。
【特別活動】行事をより良くするためには、新校舎を有効に利用できる部分がまだまだあると思うので、生徒会執行部が十分に活躍できるようなバックアップを教職員に協力を求めてゆこうと思う。
【開かれた学校づくり】メール配信では、保護者・生徒に緊急性の高い必要な情報を発信し、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。
【保健体育】多様な視点を持ち、各学年に応じた基礎体力の向上を図る。また、健康診断の意義・事後措置の重要性を指導を徹底し、健康管理の基礎的能力を育む取組を続ける。
【事　　　務】引き続き、接遇の向上を進めると共に、施設・設備の状況を把握し、更なる安全環境づくりに努める。
【業務改善】コミュニティ・スクールの学校支援・地域貢献の取組と、地域を最大限に活用した学校運営により、効率の良い業務改善と組織力の強化を目指す。専門高校として企業との連携を強
化し、求人開拓、資格取得、キャリア教育を充実させ、地域や企業から信頼され、志願される魅力ある学校を目指して、矢継ぎ早に効果的な取組を推進する。

Ｂ

・暴風雨等の緊急時連絡
体制の迅速な情報提供・
連絡に努め、学校敷地
内の危険個所の点検整
備を行い、新しい学習指
導要領に対応できる授
業環境の整備を図る。

4:教育環境の整備が十分にできた。
3:教育環境の整備がある程度できた。
2:教育環境の整備が不十分であった。
1:教育環境の整備ができなかった。

3

・台風（暴風雨）等の緊急時連絡をメール情報配信シ
ステムで適宜行い、安心・安全な学校づくりを推進し
た。また、授業力を向上させるために、ICT機器を活
用できる授業環境の整備に向け、視聴覚教室、選択
教室への視聴覚機器（IPAD・プロジェクター）・備品
（机・椅子）の整備を行い、教育的効果を高めた。

・心身の健康のづくりの
ために、年休・代休等を
取得しやすい職場環境
を推進する。

4:年休・代休等を十分に取得できた。
3:年休・代休等をある程度取得できた。
2:年休・代休等の取得が不十分であった。
1:年休・代休等の取得が悪かった。

3


