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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

3

・2学期末の時点で延べ３８名(１学期１４名、２学期２４名）と昨年度の
４１名からやや減少した。コロナ禍の影響で考査の日程が例年と異な
り勉強のリズムがとりにくかったことが影響として考えられる。また、３
年生の欠点者が全体の４割を占めているが、就職試験時期の変更で
２学期の考査が１回しかなく範囲が広くなったことや就職試験後のモチ
ベーションの低下が要因として考えられる。

・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」５１．７％、「ほぼ当てはまる」４１．１％、合計９２．
８％であった。学年別では１年生８９．８％、２年生９１．３％、３年生９
７．４％で１年生の満足度がやや低い結果になった。本来高校の授業
に慣れる時期が休校で失われ、再開後は授業の遅れを取り戻すため
に授業のスピードが上がったために、１年生に戸惑いが生じたのでは
ないかと思われる。

・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
上を目指す。

4:目標を達成
3:３０～３９名
2:２０～２９名
1:１９名以下

2

・ジュニアマイスターについては今年度、ものづくりコンテストなどの高
得点が得られる競技や資格試験の中止などの影響もあり、２９名の受
賞者数となって目標を達成することができなかったが、技術顕彰につ
いては４６名の受賞者数となり、目標を達成することができた。資格試
験の有無について精査し、評価基準の設定を柔軟にする必要もあると
思われる。

・校内研修会の出席者数が８
０％
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

4
・全体で集まって行う研修会の出席率は９０％を超えたが、オンライン
研修の視聴は７３％と低かった。研修の在り方、先生方への呼びかけ
の方など工夫が必要である。

・欠席「１５０以下」を実現する。
（長期欠席生徒を除く）

4:目標を達成
3:欠　席　「１５１」～「１７０」
2:欠　席　「１７１」～「１９０」
1:欠　席　「１９１以上」

4

・欠席として処理したものは延べ８３。但し「出席停止」として扱ったもの
が３８８（このうち９割以上が「感染症の疑い」）。従ってこのデータをど
う解釈するか、そして今後、生徒にどのような影響があり、どう対策を
立てるかは議論の余地がある。

・いじめの未然防止・早期発見
に向けて、生徒・保護者・教員
からのの訴えや指導件数が「５
以上」となるように、情報収集
に努める。

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

3

・「いじめの認知」４件。認知後３ヶ月は指導期間と考える。うち２件は
解消、他は指導・見守り中。いじめが原因で「学校に行けなくなった」
「部活動を辞めた」という大きな問題に発展することはなかった。その
意味では、生活アンケートの工夫とスピード感を持って複数教員が対
応したことが奏功したと考えられる。

・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

・集計方法が変わったため正確な比較はできないが、求人数の総数
は減少した。特定の業種からの求人が減少したが、近隣の企業から
の求人に大きな変化がなかったため、影響は少なかった。また、イン
ターネットによる筆記・面接試験を実施する企業もあり、戸惑うところが
多かった。１回目の試験で不採用になった者が数名いたが、年末には
自己就職者以外は全員内定した。

・各種検査や進路に関する行
事を計画的に実施し、自己の
適性を考慮した職業選択に役
立てる。

4:アンケートで肯定的意見が９５％以上
3:アンケートで肯定的意見が９０％以上
2:アンケートで肯定的意見が８０％以上
1:アンケートで肯定的意見が８０％未満

3

・１年生と２年生を対象に、企業や専門学校による、就職・進学の説明
会を２回実施した。２年生に対しては初めての試みであったが、進路を
考える上で良い機会となった。　また、職業適性検査やクレペリン検査
なども例年通り実施し、職業選択の参考にした。保護者アンケートにお
いて肯定的回答が９３．６％であった。

・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９５％以上
3:アンケートで肯定的意見が９０％以上
2:アンケートで肯定的意見が８０％以上
1:アンケートで肯定的意見が８０％未満

3

・職場見学や講演会などの行事を中止せざるを得なかったが、早めに
進路情報の発信に務めた。また、感染症が一時落ち着いた時には、
応募前職場見学を実施した。保護者に対する講話や説明の機会が不
足していたが、大きなトラブルはなかった。２年生に対する進路面談は
就職サポーターと連携して実施している。保護者アンケートにおいて肯
定的回答が９３．４％であった。

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、生徒一人ひ
とりの希望する進
路の実現に向けた

教育の推進

・コロナ禍の状況で３年生の
全員内定はこれまでの努力
の積み重ねの成果だと思
う。
・近隣の企業の求人に大き
な変化がなく、影響が少な
かったので安心した。
・就職率も大事だが、離職率
についても把握が必要では
ないか。 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　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

学

習

指

導

学習指導の充実と
新教育課程実施
環境の整備

・コロナ禍で制限が多かった
にも関わらず、達成度が高
い。
・学力向上の取り組みを進
めて欲しい。
・不規則な日程の中で先生
方の負担は大きかったと思
う。
・ジュニアマイスターについ
ては、コロナの影響があると
思うので評価基準を見直す
ほうがいいと思う。
・評価基準が少し甘いように
感じる。

Ｂ

生

徒

指

導

　
基本的な生活習
慣の確立、自主・
自律心の醸成及
び協調性の育成、
安心して学べる学
習環境の提供

・長期欠席者を減らすことも
重要だと思う。
・いじめの指導件数より解消
率を評価基準にしたほうが
よいのではないか。
・いじめの実態は把握しづら
く、細やかな情報収集が必
要であろう。

Ａ

令和２年度 山口県立南陽工業高等学校　学校評価書　　　校長( 藤山　浩一郎 ）
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】
　昨年度成績不振者が増加している。生徒自身の学習へ取り組む環境を整えるとともに「主体的・対話的で深い学び」につながる研修会を開催し、全教職員で授業改善に取り組む。
【生徒指導】
　いじめに関する訴えが、一昨年度は０件、昨年度は３件と非常に少なく、水面下でいじめが進展している可能性は否定できない。そこで、生徒・保護者からの「情報提供を待つ」という姿勢に終始していたかもしれないとの反
省にたち、アンケートの見直し、生徒との人間関係作りの再構築を目指したい。また、不登校生徒・長期欠席生徒が未然に防止できるよう、「１・２・３運動」の徹底に取り組みたい。
【進路指導】
　前年度は県内外の求人状況が好調だったため、就職希望者の内定率は１００％を維持できた。しかし、今年度の採用環境は前年度と比べ厳しくなりそうなため、企業や生徒との面談で情報交換を密におこない、マッチング
を考慮した適切なアドバイスができるよう努める。進路希望の聞き取りと進路情報の提供等のため、２年生対象の進路面談は引き続き秋以降実施したい。
【特別活動】
　昨年度、各行事において生徒会役員と共に、内容や運営方法の見直しを行いながら、生徒の主体性を高めるように努めた。今年度の新しい生徒会役員とも、話し合いを重ね、学校行事の企画・運営にあたっていきたい。部
活動においては、原則全員加入を義務付けている中で、転部や退部に悩む生徒の支援に気を配り、生徒が自ら主体的に取り組む部活動になるように努めたい。
【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）で発信することで、学校行事、学校開
放日等への来校者・参加者や入学希望者の増加に努める。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。また、学校から家庭･生徒へ一方向だけでなく、家庭･生徒からの情報を収集できるしくみを構築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・基礎体力の向上を図る。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、健康管理の基礎的能力を育む取組を行うとともに感染症予防の指導を徹底する。
【事　　　務】
　接遇の取り組みについては、一定の評価を得ていることから新たな課題に取り組む。なお、経費節減の取り組みは学校全体の取り組みでもあることから、業務改善の中で取り組むこととし、併せて、教職員の健康増進のた
め、健康診断の受診など、健康管理に努める。
【業務改善】
　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・健康増進がひきつづき必要である。新しい学習指導要領の実施に向けて、分かる授業を目指したアクティブ・ラーニング型授業やＩＣＴ機器活
用等を推進する必要があり、課題解決型サテライト研修を活用して、校内研修体制の充実と授業改善意識の向上に取り組む。

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



特別活動部主催の各行事にお
いて、生徒会役員が内容・運営
方法の見直しを行い、学校行
事における生徒の主体性を向
上させる。

4:全ての行事に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

・様々な制約が多い中での行事の運営となったが、生徒会執行部を中
心に、一から行事の企画内容や運営方法を考え、新しい形での生徒
総会や南工祭やクラスマッチを実施することができた。また、今年は例
年以上に、各委員会への協力を、積極的にお願いし、生徒会執行部
以外の生徒も、生徒会活動に参加する場面を多くつくることができた。

部活動委員会の開催を通し
て、部活動における諸課題の
解決に主体的に取り組むととも
に、各部への連絡事項を徹底
させる。

4:毎学期部活動委員会を開催し、諸課題の解決や連絡事項の
徹底が十分に図れた
3:毎学期部活動委員会を開催したが、課題解決や連絡事項の
徹底は十分に図れなかった
2:部活動委員会を開催できない学期があった
1:部活動委員会を一度も開催できなかった

2

・７月に１回目の部活動委員会を開催し、夏季休業中の活動におい
て、感染症対策を念頭に、部室の利用やゴミの持ち帰り等を各部で徹
底するように共通理解を図った。２学期は開催ができなかったが、３学
期には新年度の部活動紹介の在り方について協議する予定にしてい
る。今年度は、各部へ連絡事項を伝える目的で委員会を開催したが、
次年度は、もう少し生徒が主体的にこの委員会を運営できるような形
にすることを課題としたい。

・学校評価アンケートの適切な
情報発信に関する項目におい
て、保護者の肯定的回答が９
５％以上となるように、月4回以
上のWebページ更新や迅速な
メール配信を行う。

4:目標を達成
3:９０％以上９５％未満
2:８５％以上９０％未満
1:８５％未満

4

・臨時休業や学校行事、部活動の大会等の中止はあったが、月４回以
上のペースでＷｅｂページを更新し、９５．７％の肯定的回答が得られ
た。また、オンラインによる健康観察やアンケートを実施し､家庭からの
情報収集の手段をつくることもできた。体験入学が中止となったが、代
替となる特設ページを掲載したり、生徒会の協力により作成した本校
紹介DVDを各中学校へ配布することで、本校の魅力発信に努めた。

・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

3
・新型コロナウイルス感染症拡大のため今年度は中止となったが、３５
校、２１０名（女子１０名）の参加希望があった。コロナ禍においても実
施できるように、開催時期や体験方法等の検討が必要である。

・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

2

・新体力テストの判定結果は各学年とも全国平均と比較してほぼ同等
である。新型コロナウイルス感染拡大により、学校再開が遅れ全体的
に体力が落ちているように感じた１学期であったが、２学期以降は体
力も徐々に回復し例年並みに収まった状況である。

・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
されている。指示された内容については、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。しかし、若干他人まかせの部分
が目立つ場面も多少あった。

・オンラインを活用した健康
チェックシートで生徒の健康観
察を行い、回答率１００％を目
指す。

4:目標を達成
3:回答率９０％以上１００％未満
2:回答率７０％以上９０％未満
1:回答率７０％未満

2

・機会あるごとに健康観察フォームへの入力を呼びかけて指導してき
たが、未入力生徒への指示の徹底や土日・祝日等の入力がまだ不十
分である。今後一人一台の端末が用意されることもあり、継続指導に
よる１００％の入力達成を目指したい。

学校の組織等

研修体制の充実と
授業改善意識の
向上

日常的な業務

・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
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・会議等で経費節減を周知を行う中で、すべての項目で前年比で削減
となった。ただし、今年度は、コロナ禍での年度当初の休校や、例年と
は異なる授業内容等が影響した結果と考える。

勤務状況

・教職員の健康診断における
要精密検査の早期受診及び受
診率の向上

4:１月末までの受診率が８０％以上
3:１月末までの受診率が７０％以上
2:１月末までの受診率が６０％以上
1:１月末までの受診率が６０％未満
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・１２月末で、８０％以上の受診率を達成し、昨年よりは早い受診状況
となっている（対象者２２人中１８人受診）。引き続き年度末まで、未受
診者に対して受診を勧奨し、教職員の健康増進に努めていく。

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　次年度への改善策

業
務
改
善
と
組
織
力
の
向
上

・継続して授業改善に努め
ていただきたい。
・コロナ禍での様々な取り組
みはこれまで以上に大変
だったと思う。その中で色々
工夫しながら尽力されたと思
う。先生は生徒の道しるべ。
心身ともに健康であって欲し
い。

Ｂ

【学習指導】
　不規則な考査日程であったにも関わらず、欠点の数は昨年とほぼ同じ状況であった。１年生の授業に対する満足度が９０％を切っており、５月半ばまでの休校が特に１年生において影響が大きかったのではないかと考えら
れる。校内研修については研修会の形態によって出席率に差が出た。
【生徒指導】
　従来であれば「欠席」とされる可能性のあるものが、今年度感染症の疑いで「出席停止」としてやむを得ず処理された。これが生徒の怠学へ発展しないよう意識したい。また、自分と意見が異なる者に対して適切な対応ので
きない事案が発生しており、来年度は重点的に指導したい。来年度はＩＣＴ導入によりタブレットが各自に配布される。そこから発出されるであろう諸問題を未然に防止すると共に適切に処理したい。
【進路指導】
　企業訪問が十分に実施できず、対面で聞き取りする機会が少なかったが、電話等で情報収集をした。また、クラス単位での進路説明や進路情報などで早めに情報発信したが、保護者にまで十分伝わってなかった。就職試
験で内定に至らなかった生徒の中に、企業・職種とのマッチングがうまくできていない者もいた。保護者も含めて企業や仕事内容をよく知ってもらう必要がある。
【特別活動】
　学校行事が例年通りにいかないものが多く、中止を余儀なくされたものもあったが、生徒総会・南工祭・クラスマッチについては、生徒会執行部や各委員会の委員長の意見も取り入れて、新しい形で行事を行うことができた。
感染症対策は来年度も引き続き対応が必要となるため、今年度の経験を活かし、来年度の行事運営に役立てたい。
【開かれた学校づくり】
　従来のWebページやメール配信に加えて、生徒会の協力で作成した中学生向けの本校紹介ＤＶＤの配布により、情報発信を積極的に行った。コロナ禍で多くの行事に制限がかかる中、感染症対策を徹底しながら、保護者
や地域の方々に学校行事への参加を促せる工夫をしていく必要がある。
【保健体育】
　学校再開の遅れにより、体力がかなり落ちていたが徐々に改善を図ることができた。最終的には昨年並みにおさまったが、体力の向上を図るにはまだ改善の余地は大いにある。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、感染症対策や健康診断事後処置にしっかりと取り組んでいく必要がある。
【業務改善と組織力の向上】
　昨年度に比べて、年休取得日数の増加と時間外在校等時間の大幅縮減が達成でき、教職員全体に時間を意識した働き方やワークライフバランスの重要性が認識され始めたと考えられる。また、業務の複数体制の実効性
も少しずつ向上していると思われる。しかしながら、時間外在校等時間が月８０時間を超える状況も見られることから、今後更なる啓発や業務改善の工夫が必要である。課題解決型サテライト研修を活用して、新学習指導要
領の実施に向けた知識の習得やオンラインによる研修の工夫など一定の成果が得られたが、授業改善意識の向上やＩＣＴ活用の推進を目指して更なる工夫が必要である。経費節減については、今後も継続して取り組み、成
果を確認する必要があると考える。また、精密検査の受診は例年と比較して早い受診状況と考えられるが、さらに未受診者ゼロとなる取り組みにつなげる必要がある。

・課題解決型サテライト研修を
通して、研修体制の充実と新
学習指導要領に向けた授業改
善意識の向上を図る。

学校評価ｱﾝｹｰﾄの研修や授業改善に関する項目において、
4:肯定的回答が９０％以上
3:肯定的回答が８０％以上
2:肯定的回答が７０％以上
1:肯定的回答が７０％未満
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・課題解決型サテライト研修を活用し、令和４年度から始まる新学習指
導要領の実施に向けた新たな学びやＩＣＴ活用に関する研修等を通し
て校内研修体制の確立を目指した。しかしながら、学校評価アンケー
ト（自己評価）において、研修や授業参観へ積極的に取り組んでいると
いう回答が７１％、アクティブラーニングやＩＣＴ活用等による授業改善
に取り組んでいるという回答が６７％であった。

諸会議の時間短
縮と教職員のコス
ト意識･環境意識

の向上

勤務時間の適正
管理及び年休等

の取得推進と健康
増進

【学習指導】
　日常の落ち着いた学習環境を整えていくと共にＩＣＴを用いた授業の推進、令和４年度からの観点別評価へ向けての取り組み、周知を図っていきたい。
【生徒指導】
　コロナ禍における基本的生活習慣を身につけさせる。特にスマートフォンの過使用による無駄時間を減少させ、正しい生活リズムを身につける。
【進路指導】
　最後の選択を間違えないように、生徒との面談や必要に応じて保護者にも進路についてより知ってもらうようにする。また、生徒へのアドバイスは具体的にできるように努める。来年度より、基礎学力の底上げを目指し、方策
を考える。
【特別活動】
　今年度中止となった４月～６月の行事（対面式・部活動紹介等）について、来年度は中止ではなく形を変えてでも実施する方向で生徒と計画をしていきたい。来年度は、各教室に整備していただいたＩＣＴ機器を行事に活用す
ることも検討してきたい。
【開かれた学校づくり】
　Ｗｅｂページや学校紹介ＤＶＤに改良を加えて、更に充実した本校の魅力発信に取り組む。また、感染症対策を徹底しながら、保護者や地域の方々に校内の様子を実際に見てもらう機会を増やしていきたい。これまで福川
中・富田中だけで行っていた出前授業を他の中学校にも拡大実施することによって、近隣中学校との連携を深めるとともに本校の魅力を伝える機会を増やし、本校への入学志願者の増加を図る。
【保健体育】
　体育委員会活動を活発にし、体育祭やクラスマッチ等の学校行事を充実させるとともに、授業での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。
【業務改善と組織力の向上】
　令和４年度の新学習指導要領実施に向けて、互いの授業参観やＩＣＴ活用推進チームを中心としたＩＣＴ活用研修等の推進・定着化を図ることにより、教員全体の授業改善意識の向上を目指す。業務の複数体制の実効性を
さらに高めることにより、業務負担の分散やＯＪＴによる人材育成を通して組織力の向上を目指す。教職員の健康増進のため、継続して精密検査の早期受診と受診率向上に取り組む。コロナ禍でもコスト意識・環境意識の取
り組みの必要性をあらためて周知し、更なる削減に努める。

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

・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:職員会議に要した時間が平均４５分以内であった
3:職員会議に要した時間が平均５０分以内であった
2:職員会議に要した時間が平均１時間以内であった
1:職員会議に要した時間が平均１時間を超えた
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・会議資料の事前配付を昨年より早めにし、予め資料に目を通して会
議に臨めることで、協議に要する時間の縮減を図った。臨時休業によ
る行事の変更や新型コロナウイルス感染症対策等で、協議が長時間
に及んだこともあり、一回の平均時間が５４分であった。

・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
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・年休取得日数は一人平均１１．４日で、昨年の１０．１日、一昨年の
８．３日と比べて増加した。時間外在校等時間は一人平均３５．２時間
／月で、昨年同月比４２％減となった。ワークライフバランスに配慮し、
メリハリのある働き方を意識する教職員が増えてきたと考えられる。

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り

本校の魅力発信
力の向上と地域と
の連携強化

・今後も情報発信に努めて
いただきたい。
・保護者の肯定的な意見が
95％以上は素晴らしい。

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

・身体づくりは自身の為であ
り、今後社会人になったと
き、とても重要なことである。

Ｂ

特

別

活

動

生徒会活動・学校
行事・部活動の活
性化と生徒の主体
性の向上

・多くの生徒が生徒会活動
に参加することが、学校の活
性化につながると思う。
・生徒が充実した学校生活
を送れるよう応援している。

Ａ


