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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４５名以
下（述べ人数）を実現す
る。

4:目標を達成
3:４６～６３名
2:６４～８１名
1:８２名以上

4

・２学期末の時点で延べ２８名（１学期１１名、２学期１７名）で昨
年度の３６名から更に減少した。再考査合格率は１学期
92.3％、２学期　66.7％（１・２学期合計75.7％）で、昨年度の課
題だった再考査の合格率の低下は抑えられた。引き続き丁寧
な指導で、更に向上させていきたい。

・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

3

・「よく当てはまる」５０．１％、「ほぼ当てはまる」３８．
１％、合計８８．２％であった。学年別では、１年生８７．
２％、２年生８５．３％、３年生９２．１％と、２年生が最も低
くなっている。２年生という状況をしっかり理解し、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
2:２２～２９名
1:２１名以下

4

・ジュニアマイスター受賞者ゴールド28名（特別表彰5名）
シルバー17名、山口県職業教育技術顕彰48名を達成。
生徒一人ひとり及び各担当の教員が、よく努力して取り
組んでいる。資格取得指導は本校の３本柱の一つである
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。

アンケートを実施し、①「充実した時間になっている」②「一
応読んでいる」について
4:①と回答した生徒が８０％以上
3:①または②と回答した生徒が８０％以上
2:①または②と回答した生徒が６０％以上
1:①または②と回答した生徒が６０％未満

3

・10分間の「朝の読書」は、１月末までに108回実施し、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①「充実した時間になっている」が47％、②「一応読
んでいる」が41％である。落ちつく、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25日までで（授業等を除く）2065人と昨年度に続き2000
人を越えた。

・（年間欠席３０日以上の
長期欠席生徒を除き）
欠席・遅刻各２５０以下を
実現する。

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

4

・欠席１７７・遅刻１０５（２学期末）。長期欠席生徒（３０日
以上欠席）なし。１学期に１９日欠席した生徒も、担任と教
育相談の連携で復帰させることができた。不注意での遅
刻減少を目指したい。

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

・１学期に１件、３名での集団問題行動があった。しかし、
多くの生徒は概ね規則正しい生活習慣を身に付けてい
る。指導中の反抗的な態度や服装頭髪等の乱れも少な
い。

・いじめの未然防止に努
め、早期発見・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

1

・今年度、特別な指導はしていない。しかし、どの集団に
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
生活調査を実施し、生徒の状況把握に努めた。いじめ対
策委員会では、未然防止の観点から個人ではなく組織で
の対応をテーマに研修会を実施。開発的視点による点検
により、生徒間の人間関係を把握できるよう全教員の意
識向上を図った。

・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生徒指導部まで
上がっていない。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。

・長期欠席生徒を「３以
下」とする。（転学生徒除
く）

４：目標を達成
３：長期欠席生徒数　４
２：長期欠席生徒数　５
１：長期欠席生徒数　６以上

4

・年間３０日以上欠席した者を長期欠席生徒としている
が、１人も出ていない。従って転退学生徒もいない。各担
任のきめ細かな生徒観察、指導の成果であると判断して
いる。来年度は各学年１２０名、合計３６０名でのスタート
ができる。

・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

・県全体では求人数の増加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、県外及び中小企
業からの求人が多かった。推薦を希望した者のうち２名
が２回目の試験を受けたが、１０月中には全員内定が決
まった。女子の就職希望者３名、身体のハンデを持った
生徒もいたが、事前に企業と連絡を密にし、全員内定し
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:生徒は十分理解した
3:生徒はほぼ理解した
2:生徒の理解がやや不十分である
1:生徒の理解が不十分である

3

・工場見学やインターンシップで働く現場を見たり、職業
適性検査やクレペリン検査、企業分析等を実施したりし
て、進路適性や進路希望先の理解にも役立てた。また、
応募前職場見学に今年度は延べ40社55名が参加し、進
路選択に役立てた。

・進路説明会や講演会、
面談等により、進路に関
する情報を進路選択に
役立てる

4:生徒は進路選択に十分役立てた
3:生徒は進路選択にほぼ役立てた
2:生徒は進路選択にあまり役立てていない
1:生徒は進路選択に役立てていない

3

・総学やLHR等の時間で、進路に関する講話を聞き、働く
ことへの意欲の向上や理解を深めた。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
備えて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。

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

・高い内定率は評価でき
る。後輩にとっても励みに
なる。様々な取組の成果
が数値に表れている。企
業見学等で進路先のマッ
チングを図ってもらいた
い。
・中小企業と情報交換を
行うなど連携を図り、企業
の求める人材の育成が重
要である。
・やりたい事や将来の生
活設計などを最終的に自
分で決めることの大切さを
指導していただきたい。
・基礎学力の定着につい
て様々な場面で実施して
もらいたい。

Ａ

（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
（３）基礎学力の向上　→　マナトレの実施　基礎学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　→　行事等への積極的な報道発表　定期的なボランティア活動　学校のホームページの充実
（５）教職員のメンタルヘルス　→　業務時間の縮減　地域人材バンクの作成

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

・再考査の合格率向上な
ど学力不振者の減少傾向
が見られ評価できる。
・資格取得は生徒にとって
大切なことであり、努力す
ればできることである。成
果が向上していることは
素晴らしいことであり引き
続き取組の充実に努めて
いただきたい。
・「朝の読書」については、
読書習慣を身に付けさせ
るためにも大切である。生
徒に目的や意義を考えさ
せることが大切。

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

・欠席・遅刻ともに少なく
良好である。不登校傾向
の生徒が復帰できたたこ
とは素晴らしい。転退学者
がなかったり、難しい事案
がなかった事は評価でき
る。
・欠席と遅刻は項目を分
け、異なる対応・対策を考
えてもらいたい。
・集団生活を送る中で規
律ある行動ができること
は、社会に出て必ず役に
立つ。協調性を身に付け
させてほしい。
・いじめやＳＮＳの問題は
未然防止・早期発見が大
切。アンケートを１００％回
収するなどきめ細かな対
応に努めていただき、地
道な指導をお願いする。
・いじめの件数が少なかっ
たことをどのように考える
のか。評価基準と伴に検
討してほしい。

Ａ

平成３０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】
　全体的には成績不振者は減少しているが、一部の不振者の再考査合格率が下がるなど、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」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】
　生徒の多くは基本的生活習慣が身に付いており、特別な生活指導を要する者は少ない。従って問題行動は１件で、未然防止のための指導が主柱となる。しかしそのためには、従前以上の細かな生徒
観察が不可欠で、生徒指導部とクラス担任・教科担当などの密なる連携を強力に推進している。また、学校不適応による不登校・長期欠席生徒の対策も必要である。担任を中心に、生徒に寄り添ったき
め細かい指導に努めると同時に、欠席・遅刻生徒が出た際には複数教員で対応、スピード感を最重視した指導を心がけた。これが功を奏し、不登校（欠席３０日以上）・進路変更生徒は出ていない。
【進路指導】
　就職内定率１００％の実現など生徒の希望する進路の実現に向けた教育が行われている。進路希望先とのマッチングを考慮した指導をしていくために、応募前職場見学や２年生に対する進路面談の
実施について改善を図る必要がある。適切な進路情報の提供により、職業観や勤労意欲を養う指導を行う。
【特別活動】
　昨年度の生徒会執行部はメンバーに恵まれ、生徒会長が自ら考え行動できたので、生徒会を中心に上手に学校行事を盛大に行うことができた。今年度の生徒会執行部は昨年度と比較されるので、教
職員が密に連携し、きめ細やかなバックアップを行い、昨年以上の内容にする必要がある。生徒会学校行事は、生徒会執行部が主体的に取り組むことで、学校の活性化が図れると思う。部活動では、
全国大会や中国大会などに多くの部活が出場し、活動をとおして自主性や心身の鍛練、集団生活、行動における協調性が図れている。
【開かれた学校づくり】
　ＷＥＢページのデザイン全面改定を行い学校行事や学習活動の成果、部活動での活躍等、多くの情報を発信している。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、本校の良さや魅力を情報発信する重要さ
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。柔軟性の低い生徒については、向上させる手だてを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】
　日々の業務の中での対応や研修等により、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】
　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、ＩＣＴ機器の活用が充実できるような教育環境整備を推進している。勤務状況の改善を図り、年休を取得しやすくするなど教職員の健康増進が必要。

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



・生徒会執行部がリー
ダーシップをとり、生徒を
中心とした学校行事の活
性化を図る。

4:十分活性化を図ることができ、意見はなかった
3:十分活性化を図ることができたが、意見があった
2:例年通りであった
1:活性化が図られず、苦情が多く出た

4

・生徒会の意見を中心に考え、生徒会執行部全員が協
力し、臨機応変に募金活動を行うなど、率先して学校行
事を行うことができた。生徒の理解と協力を得ることがで
きたと思われる。

・学校行事を盛り上げ、
体育祭や南工祭を外部
に広報し、昨年度（合計
６５０名以上）以上の来
校者数の増加を図る。

4:年間総参加者８５０名以上
3:年間総参加者７５０名以上
2:年間総参加者６５０名以上
1:年間総参加者６５０名未満

4

・PTAや保護者の御協力により、宣伝用のポスターを郊
外に掲示してもらった。そのおかげで、体育祭は４００名
以上、南工祭は５００名以上の来校者があったと思われ
る。保護者・地域の方々に、生徒の様子を見ていただくこ
とができた。

・自主性や心身の鍛錬、
集団生活、行動における
協調性を図り、部活動を
活性化することで、中国
大会以上に出場する。

4:総数２０団体以上
3:総数１５団体以上
2:総数１２団体以上
1:総数１２団体未満

4

・全国大会に、ソフトテニス部、陸上競技部、弓道部、ものづくりコンテ
ストの４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。総数で２０団体が中国大会以上の大会に進出した。生徒の
部活動に対する前向きな取組はもちろん、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（１２月）実施し、校内美化が十分図れた
3:毎月（１２月）実施し、校内美化に努力した
2:９割の月（１０月）以上実施し、校内美化に努力した
1:９割の月（１０月）以上実施した

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１８
回以上更新し充実した情
報発信を行う。

4:目標を達成
3:１２～１７回
2:６～１１回
1:５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
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

1
・参加校４０校、生徒数２３０名（昨年度３４校、１８７名）の
参加申込数であったが、台風の接近により行事そのもの
を中止せざるおえなかった。

・ＰＴＡ総会の参加者２０
０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

3

・昨年度に引き続き個人面談を午前・午後と実施し、就職
関係の講演会を実施した。出席数は昨年度と同程度（１
５５名→１５６名）であった。来年度以降より多くの保護者
が参加できる状況を検討する必要がある。
・保護者が学校行事に興味・関心を持つような情報を発
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: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

4

・全体としては約６２％の生徒がAまたはBの判定である
が、1年生においては３０％しかいない。これは、例年と比
較しても低い数値であるため、1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

・先言後礼や授業の開始時間を守ることは体育委員を中
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５５％以上
を目指す。

4:目標を達成
3:受診率４５％以上５５％未満
2:受診率３５％以上４５％未満
1:受診率３５％未満

4

・受診率59.2％で、目標を達成した。とはいえ、まだ検診
結果に対して適切に行動できていない生徒も多い。卒業
後社会人になる生徒がほとんどであり、健康管理の重要
性を育むよう工夫して指導する必要がある。

・電話対応・来客対応の
接遇の向上を進める。

4:電話対応・来客対応の接遇が大幅に向上
3:電話対応・来客対応の接遇が向上
2:電話対応・来客対応の接遇があまり向上しなかった
1:電話対応・来客対応の接遇が向上しなかった

3
・電話対応・来客対応において、丁寧な言葉を使うことに
心がけた。就職関係の来客においては、進路指導担当
者と連携し、迅速な来客誘導や取り次ぎに努めた。

・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
3:指摘箇所をほぼ改善
2:指摘箇所を一部改善
1:指摘箇所のほとんどを改善できなかった

2
・局所的な破損箇所等については改善したが、老朽化し
ている実習棟等の改善が課題である。

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

【学習指導】
　昨年度の課題であった、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」を更に授業に取り入れ、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】
　生徒が自律し、自ら行動できるよう最小限の指導に留めた。また、懲戒処分件数の多少に拘りすぎないよう考えを改めた。その結果、生徒は完全に自覚を持って行動しているとは言い難いが、反社会
的な誘惑には対抗できるまでに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、スピード感ある対応ができた。アンケート調査等、細かい生徒観察を実施し、生徒自立に向けての生徒指
導を具現化したい。 
【進路指導】
　昨年度、現３年生と進路面談をしたため、進路決定が例年よりスムーズに行えた。生徒が希望する企業が固定化してきているため、しばらく応募していない企業からの求人が途絶えている。また、学校
への求人依頼は十分な数いただいているが、新規事業所からの依頼が少ないようである。企業や仕事内容についてしっかりと研究して、自分とのマッチングを考慮した仕事を見つけ出すことが必要。
【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ているので、失敗を恐れず自信を持って活動できた。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、今年度の生徒会以上にのびのび
と活動をさせたい。
【開かれた学校づくり】
　学校ＨＰ、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。引き続き、より本校の魅力をアピールできるよう、学校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】
　健全な心身の育成や取り組む姿勢・基礎体力について向上がみられたが、現１年生の基礎体力の向上については、今後の課題である。また、健康管理能力の育成についても、引き続き保健室との連
携を密にし、取り組んでいく必要がある。
【事　　　務】
　接遇においては、迅速な来客誘導や丁寧な電話対応に努めた。施設設備においては、老朽化している実習棟の改善が課題である。
【業務改善】
　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。視聴覚教室の整備が進み、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」を取り入れた授業の実践ができるよう教務部を中心にして取り組んでいく。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】
　「いじめ」を未然防止・早期発見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、発見時はそれを生徒の成長・気付きの糧にする指導をする。教員
が積極的に生徒間の人間関係にまで踏み込む指導も必要となる。また長期欠席に追い込まれる者には、スピード感を最重視した対応をする。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）に対策を施し復帰を促したい。
【進路指導】
　自分の進路への関心がなかなか芽生えないため、進路活動のスタートが遅くなりがちである。2年次秋から進路面談を実施しているが、前倒しの検討も必要である。また、2年の担任と早い段階からの
情報交換等の連携も必要である。身体等のハンデを持った生徒について、関係機関との連携を密にしたい。
【特別活動】
　生徒により近い年齢の先生方に頑張ってもらい、生徒会と一緒になって考え進めていけるような組織を作り、生徒会執行部が十分に活躍できるようにしてやりたい。
【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。体験入学については、予備日を設定し、災害等に備える。
【保健体育】
　年々入学年次の生徒の基礎体力が低下しており、3年間の長期的な視点で基礎体力の向上を図る必要がある。また、引き続き、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、施設設備等の改善等による更なる安全な環境づくりに努める。
【業務改善】
　校内規定集を更新し、学習指導・生徒指導等に関する諸規定の整備を推進する。業務の複数体制を推進し、組織力の向上と年休が取得しやすい職場環境を構築する。

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

Ｂ
・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を推進した。予め資料に目を通
し、会議に臨むことで、提案理由の説明や協議に関する
時間が縮減できた。順調に会議進行し、ほぼ１時間以内
で終了している。

・業務内容を見直すこと
で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１３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７日以上
1:年休取得日数が一人平均７日未満

2

・年休取得日数は一人平均８．３日（１月末まで）で、昨年
より増加しているが、多数の者が多くの年休を未消化とし
ている。業務内容や行事の精選、効率化や分業体制の
推進などの改善に取り組み、休暇の取りやすい環境づく
りが必要である。

事

務

接遇の向上と
施設設備の改
善に努める

・事務室の方々はとても丁
寧で気持ちよく対応してい
ただいている。
・老朽化による危険箇所
の更新は早急に対応して
もらいたい。予算等の確
保が難しいのであればＰＴ
Ａ等にも協力を求めてみ
たらよいと思う。

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

・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％であった。学校
の抱える諸課題に対して、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。

・保護者からの肯定的意
見が多く評価に値する。ア
ンケートの回収率が高い
のは素晴らしい。学校運
営協議会の運営も軌道に
乗れば、よりスムーズに
いけるのではないか。
・業務分担の平準化など
により休暇取得の促進に
努める必要がある。
・休暇がなかなか取れな
いとは思うが、きちんと休
むことで心身の健康を保
ち、平常心で生徒に向き
合ってもらいたい。

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

・Ｗｅｂページから情報が
伝わり、開かれた学校の
イメージが理解できる。Ｐ
Ｒは大切なことである。
・希望者が多かったのに
台風で中止になったのは
残念。災害に備え予備日
を設定するのはよい。
・ＰＴＡ総会の出席率は保
護者の仕事の都合もある
が一考の余地有り。進路
講演は聴いてもらいたい
内容である。

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

・生徒自身が健康管理の
大切さを意識できるような
取組を行い、健康や運動
習慣の大切さを身に付け
させてほしい。
・健康診断後の受診率５
９％は課題である。部活
動などが忙しくて病院に
行くのが困難なのではな
いか。

Ａ

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

・さわやか南工の校風が
根付き、自ら考え行動す
る習慣を身に付ける事は
素晴らしい。
・体育祭や南工祭の来校
者が年々増えているのは
実感。特に南工祭は生徒
を中心に先生方のサポー
トやＰＴＡの協力で大盛況
であった。
・全国の舞台で多くの生
徒が活躍され夢や希望、
感動を与えてくれる。学校
が多くの市民から愛され
親しまれている。引き続き
健全な若者を育成しても
らいたい。

Ａ


