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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

基礎学力向上に向け対策部会
を発足し、具体的な活動を検
討・実施する。

基礎学力向上に向けての対策の結果、
４：対策に向けての活動が定着し、基礎学力が向上した。
３：対策に向けての活動が行い、一定の成果が得られた。
２：対策に向けての対策部会を結成することができた。
１：対策に向けての活動ができなかった。

2
基礎力診断テストにおいて動画サイトを活用した事後学習ができない
か、検討した。基礎学力向上の必要性については共通理解されている
が、実際の活動までには至らなかった。

職員会議などを通じて、観点別
評価に関する研修を行い、評
価基準を完成させる。

各科目ごとの観点別評価規準の完成割合が、
４：１００％
３：８０％以上
２：６０％以上
１：４０％以下

3

職員会議において観点別評価の概要を説明し、12月には総合教育支
援センターから講師を招き研修会を行った。1月末までにシラバス、評
価規準を提出してもらうよう各科目担当者に連絡している。２月17日現
在評価規準の提出状況は約80％である。

・各種マイスター制度やICTを
活用した遠隔授業や補講を通
じて、資格取得を奨励する。

ジュニアマイスター顕彰・職業教育技術顕彰の受賞者の人数が、
４．３５名以上
３．３０～３４名
２．２０～２９名
１．１９名以下

4

今年度はジュニアマイスター顕彰および職業教育技術顕彰受賞者が
昨年度より増加し、共に目標値である３５名以上を達成することができ
た。今年度は資格試験が予定通り実施されたことや生徒が入学時（１
年次）から資格取得への強い意志と取り組みがみられた点が大きい
かった。ICTを活用した補講も行い、１回で試験にクリアするなど環境
が整うことができたことを来年度以降も継続指導していきたい。

ICT推進委員会による研修会を
学期に１回開催するなど、校内
での活用を支援する。

生徒用端末の持ち帰りが、
４：毎日でき、課題等の提出がデジタル化できるようになった。
３：毎日できるように環境を整えることができた。
２：長期休業中などにはできるようななった。
１：できる環境を整えることができなかった。

3

生徒用端末を毎日持ち帰る環境は整えることができた。日々の伝達事
項やアンケート等は端末を通して行っている。授業における利用状況
は教科によって温度差がある。ICT推進委員会は3年生から返却され
た端末のセットアップ作業を行ったり、使用状況の情報交換を行った。

・規則正しい生活習慣を身につ
けさせるため「１・２・３運動」を
徹底し、昨年度より欠席者数を
減少させる。

４：:「１・２・３運動」が徹底され、欠席者数が減少した。
３：「１・２・３運動」は徹底されなかったが、欠席者数は減少した。
２：「１・２・３運動」は徹底されたが、欠席者数は増加した。
１：「１・２・３運動」が徹底されず、欠席者数も増加した。

4

欠席者に対しては、できる限り各担任に「１・２・３運動」をお願いした。
その結果、欠席生徒は未然に防止できたのではないかと感じている。
しかし、「感染症疑いは登校せず」の大原則の下、従前より家庭での生
活時間が長くなり、指導が浸透していない。タブレット等を利用した生
徒指導にシフトしていく必要を感じている。

問題行動を未然に防止し、懲
戒処分者を最小限に食い止め
る。

４：週に１回以上、各担任と情報交換を行い、処分者が出なかっ
た。
３：週に１回程度、各担任と情報交換を行ったが、処分者が出た。
２：隔週に１度程度の情報交換となり、処分者が出た。
１：情報交換ができず、問題行動を未然に防ぐことができなかった。

3

例年になく担任との情報交換に時間を割いた。考え方の甘さに起因す
る問題行動が出てしまったが、全体的には安定した学校生活を送って
くれたようだ。しかしながら未解決の事案やＳＮＳ等を利用した水面下
での事件に対しての指導は「呼びかけ」に終始せざるを得なかったた
め、どの程度未然に防止できたのか、解決に向かっているのか、確認
もできないまま不安も積み残した。

認知した「いじめ」問題を解消
に導く。

４：解消率１００％
３：解消率９０％
２：解消率８０％
１：解消率８０％未満

4
年度末まで継続指導と見守りが必要であるが、今のところ再発の心配
はなく、人間関係も解決に向かっている。被害者と加害者の保護者に
対しても、その不安や疑問にスピード感を持って対応した。

欠席者にスピード感を持って対
応し、長期欠席・転退学を未然
に防止する。また、出現した場
合は速やかに復帰できるよう指
導する。

４：欠席者と電話連絡・家庭訪問をして長期欠席者が出なかった。
３：長期欠席者は出たが適切な対応で復帰し登校できるようになっ
た。
２：速やかに対応したが長期欠席者が出た。
１：対応が遅れ長期欠席者が出た。

2

担任、教育相談と協力して、昨年度からの長期に渡る欠席者に対応し
たが、進路を変更することになった。保護者、通院先のドクターとも連
携をとり新しい方向を模索、決定することとなった。現在も不登校気味
の生徒がおり、新年度に向けて対応が必要。

・企業やハローワーク、しごとセ
ンター等との連携を密にし、生
徒の実態に即した進路情報を
提供する。また、進路指導資料
室の活用を推進する。

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８５％以上
１：アンケートで肯定的意見が８５％未満

3

生徒・教員は95％以上が肯定的意見であったが、保護者は91％にとど
まった。進路に関する連絡事項や資料は生徒のタブレットに直接送付
することもあり、保護者の目に触れる機会が少なかった可能性があ
る。PTA総会の中止により1,2年生の保護者への情報提供の機会を
失った。

・生徒一人ひとりの進路希望を
的確に把握し、自己の能力、適
性に基づいた進路実現ができ
るように、進路希望調査、進路
面談等により支援を充実させ
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８５％以上
１：アンケートで肯定的意見が８５％未満

3

生徒・教員・保護者ともに肯定的意見が95％に届かず、昨年度と比し
ても3者とも肯定的意見が少ない。進路調査は例年同様に実施できた
が、昨年度の2年生（現3年生）は全員の面談ができなかった。今年度
は全員の面談を目指して実施中である。

・各種検査や進路講演会、進
路ガイダンス等の進路に関す
る行事を計画的に実施し、自己
の適性を考慮した進路選択に
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８５％以上
１：アンケートで肯定的意見が８５％未満

3

インターンシップや工場見学などの行事が軒並み中止となり、直接職
場を体験したり、見学することができなかった。３年生の応募前見学は
生徒のみでの参加もあり、予定通り実施することができた。
1,2年生は企業や学校等を本校に招き、ガイダンスを実施し成果があっ
た。

令和３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】
　昨年度は重点目標を達成するための具体的方策を提示できていなかったので今年度はそれを盛り込んだ。基礎学力向上に向けての対策づくりを行いたい。また、来年度からの新学習指導要領に向けての準備として観点別評
価についての周知をし先生方に準備をしていただきたい。昨年度導入されたICT機器を活用していけるような研修会を開催したい。
【生徒指導】
　昨年度「いじめ」発覚した事案は４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。また長期欠席となった生徒は２名。内１名が復帰し進級した。アンケート
調査や生徒観察等、細かい指導を徹底し、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と感じているが、スマートフォン使用
による水面下でのいじめや問題行動が懸念される。学校での悩みを相談しやすい体制づくりが急務であると感じている。
【進路指導】
　昨年度は保護者への進路講演や進路説明の機会が中止となり、評価アンケートにも進路指導に関する評価が例年より低かった。一方、生徒には進路説明や講話を丁寧におこない、納得した企業に推薦が決まっていった。今年
度は生徒保護者に対して、進路講演や進路説明ができるよう計画をしている。また、県内企業への訪問も十分できていなかったため、就職サポータとも連携して推進していきたい。
【特別活動】
　昨年度、コロナ禍の中で多くの行事が見直しを余儀なくされたため、生徒の主体性を高めることを意識させることで、生徒会を中心に新しい形の行事の企画・運営を行った。今年度は、昨年中止した行事や、内容を見直した行事
について、この制限の多い状況の中で、行事の活性化が図れるように、昨年度の反省を生かしながら、新しい行事を作り上げていきたい。部活動においては、原則全員加入を義務付けている中で、転部などに悩む生徒に気を配
り、生徒が自ら主体的に取り組む部活動になるよう、支援していきたい。
【開かれた学校づくり】
　新型コロナウィルス感染症対策により行事などが縮小され、学校の様子や、雰囲気を見る機会が少なくなってきている状況の中で、ホームページで本校の教育活動等を発信することは重要であると考える。また、昨年度の反省
をふまえ、可能な範囲で紙ベースだけでなくＷｅｂページで発信したい。
【保健体育】
　コロナ渦での、健全な心身の育成や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た保健指導を行ない、健康観察フォームを活用して、健康管理の基礎的能力を育むとともに感染症予防の指導を徹底する。
【事　　　務】
　経費節減については、昨年度の休校等の影響で、例年との比較が困難であったが、引き続きコスト意識、環境意識に努める。また、施設整備の老朽化が多くみられる事から、危険個所等の状況把握を行い、安心・安全な環境づ
くりに取り組む。
【業務改善】
　時間外在校等時間の縮減は、緊急の課題である。昨年度に引き続き業務の効率化や、複数体制で業務分担を図り、勤務状況の改善や健康増進に取り組みたい。

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」を中心とする特色づくりの推進
（２）ICTの積極的な活用（端末、大型提示装置の活用、授業研究　など）
（３）基礎学力の向上（新学習指導用要領への対応、家庭学習の充実、進学指導）
（４）学校行事と生徒会を中心とした生徒活動の充実
（５）本校教育活動の積極的な情報発信　・HPを利用した情報発信（部活動、コンテスト、資格取得、校内活動など）　・中学校への情報発信（「Next　Stage 南工」、出前講座、部活動勧誘）
　　・企業や地域への情報発信
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学習指導の充実と
新教育課程実施
環境の整備

・出前講座についてはSTEAM
教育の観点から とても良い取り
組みだと思う。
・観点別評価の趣旨を生かした
授業改善を期待する。
・新学習指導要領に向け、各教
科における評価規準やルーブ
リックのような基準が検討され
作成されることを望む。
・資格取得を奨励されICT環境
を出来るように整えられている
のは良い。
・難しい事だが、評価の為の評
価にならないようにして欲しい。
・基礎学力向上について定量化
した表現が望まれる。
・観点別評価については達成度
が低かったので次年度も継続
すべき。
・ジュニアマイスター等の評価
基準を上げてもいいのでは。

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

・不登校生徒に対して「社会的
自立」に向けた支援の充実を期
待する。
・問題が起きた時には適切に対
応されている。
・いじめ問題の解消率が100％
だと安心して学校に相談が出来
る。
・一人一台のタブレットを活用し
て長期欠席者に対する学習保
証が充実することを期待する。
・長期欠席者の出欠を評価基準
にするのではなく、次年度に生
かすためには取り組みを評価
基準にするべきではないだろう
か。

Ａ

進

路

指

導

生徒一人ひとりの
能力や適性を活か
した進路実現に向
けた、きめ細やか
な進路指導の推進

・就職に関する対応は非常に良
い。
・保護者のアンケート結果を見
ても十分であると感じる。
・基準が厳しすぎるのではない
か。
・生徒のタブレットへ送信したも
のを保護者へも送信されると情
報が周知されるのではないか。 Ａ



生徒会活動や各行事の企画・
運営において、ICTの活用を含
めて、生徒会執行部や各委員
会が主体的に、コロナ禍での新
しい行事の形を検討していく。

４：全ての行事で生徒が主体的に企画・運営を行った。
３：一部の行事で生徒が主体的に企画・運営を行った。
２：行事の企画・運営が教員主導となり、生徒の主体性が発揮され
なかった。
１：各行事が見直されることなく、例年通りの形で行われた。

4

コロナ禍２年目の学校行事の運営は、前年度の反省を生かして、コロ
ナ禍でもできることを少しずつ増やして実施できた。１人１台のタブレッ
トの配付で、これまで教員が行っていた作業を生徒会執行部が行うこ
とも増え、より主体性が高まった。また、タブレットを使って、県総体壮
行式の各部紹介動画の作成や、クラスマッチでのクイズ大会の企画な
ど、新たな試みも実施できた。

SDGsを意識した南工祭の企
画・運営を行い、生徒のSDGｓ
への理解を深める。

４：５０％以上の団体でSDGｓの取り組みが見られた。
３：３０～５０％の団体でSDGｓの取り組みが見られた。
２：SDGｓの取り組みが見られた団体は３０％以下だった。
１：SDGｓの取り組みがどの団体からも見られなかった。

3

各クラスの催し物の企画に、SDGｓの取り組みを組み入れることを検討
してほしいと実行委員会から各クラスに呼び掛けたところ、９クラス中３
クラスの賛同があった。主な取り組みは、校外の清掃活動、クリーンエ
ネルギーについての紹介動画の作成、プラスチックごみの削減であ
る。また、取り組みの無かったクラスでも、SDGｓについて少し考える機
会になったのではないかと思う。

部活動において、転部・退部者
が次の部活動への移行がス
ムーズに行えるように支援を行
う。

４：部活動加入率１００％が1年間維持された。
３：継続的にどの部にも所属しない生徒が1名～5名いた。
２：継続的にどの部にも所属しない生徒が6名～10名いた。
１：継続的にどの部にも所属しない生徒が11名以上いた。

4

長期欠席者を除いては、継続的にどの部にも所属しないという生徒は
いなかった。しかし、転部先での入部の保留などで、手続き上入部届
の未提出期間が長い生徒はいた。１人１人の活動状態を見ると、毎日
きちんと活動できていない生徒もおり、今後の部活動のあり方を考える
うえでの課題であると感じる。

・HPをわかりやすくするとともに
緊急メールなどを活用して迅速
な情報発信を行う。

学校評価ｱﾝｹｰﾄの情報発信に関する項目において肯定的回答が
４：95％以上である
３：90％以上95％未満である
２：85％以上90％未満である
１：85％未満である

3
学校評価アンケートの情報発信に関する項目において肯定的な意見
が94.1％である。開かれた学校づくりにおいて、情報発信は重要なこと
であるのでホームページの改良など、引きつづき取り組んでいきたい。

・本校を希望する中学生増加
に向け、中学校訪問や出前講
座を積極的に行うとともに、本
校紹介用のビデオやNext
Stage南工を中学校に配付す
る。

体験入学の中学生参加生徒数と参加校が
４： ２００名以上　　 かつ　参加校４０校以上
３： １８０名以上　 　かつ　参加校３５校以上
２： １６０名以上　　 かつ　参加校２５以上
１： １５９名以下　 　又は　参加校２４校以下

2

本校の専門学科や部活動などの教育活動を知る機会として体験入学
が実施され、周南地区15校、山口・防府地区13校、岩柳・光地区7校の
35校から172名の中学生、教員7名、保護者84名合計264名の参加が
あった。感染対策として実習は行わず、実習室内見学と内容説明とい
う形になったが、学校紹介では、本校在籍生徒の体験交流会という新
しい取り組みで参加生徒や保護者に強くPRできたのではないかと思わ
れる。

・体育の授業を通して基礎体
力・運動能力の向上を図る。

４：上級生（2・3年）の記録で昨年度を上回ったものが、６０％以上
３：上級生（2・3年）の記録で昨年度を上回ったものが、５０％以上
２：上級生（2・3年）の記録で昨年度を上回ったものが、４０％以上
１：上級生（2・3年）の記録で昨年度を上回ったものが、３０％以上

3

新体力テストの判定結果は全国平均と比較してもほぼ同等であるが、
3学年男子と2学年女子においては全国平均より優れているという評価
であった。この運動能力が、学校行事の体育祭やクラスマッチ等に繁
栄された。

・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
れていた。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が、若干他人まかせの部分が目立
つ場面もあり、1学年においては全体的におとなしい感じを受けた。

・健康観察フォームへの入力並
びに紙提出で感染予防１００％
を目指す。

４：目標を達成（90％以上）
３：80％以上90％未満達成
２：50％以上80％未満達成
１：50％未満

4
・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、平日は
95％前後あるのに対し、休日は20％を下回ることも珍しくない状態。自
己管理能力の育成の一環として指導を継続する。

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

・安全点検等を活用し、生徒の
安心安全な環境づくりを図る。

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：指摘箇所をほとんど改善できなかった

2

営繕要望で予算が要求した中では、４件の工事を実施した。局所的な
破損箇所や生徒の安全に関わる箇所はその都度修繕したが、実習棟
の大規模な老朽化が課題である。今後も予算要求を積極的に行い、
計画的に修繕を行っていきたい。

・教室や実習室の掃除の徹
底、職員室等の整理整頓を呼
びかける。

学校評価ｱﾝｹｰﾄの教育環境の整備に関する項目において
４：肯定的回答が80％以上
３：肯定的回答が70％以上
２：肯定的回答が60％以上
１：肯定的回答が60％未満

4

学校評価アンケートの教育環境の整備に関する項目では肯定的な回
答が保護者95.7％、生徒95.1％と良好な結果となった。一方で実習棟
の老朽化や、使用頻度の高い箇所へのエアコンの導入などの課題も
ある。

勤務状況

・年5回のノー残業デーの設定
と実施
・時間外在校等時間軽減を呼
びかける。

:時間外在校等時間の年間平均時間が前年度比
４：１０％以上に削減された。
３：８％以上に削減された。
２：:６％以上に削減された。
１：:６％未満の削減であった。

1

考査期間中のノー残業デーを設定したが、１２月までの在校等時間の
平均値が昨年度34.8時間、今年度44.6時間であり、増加となった。部
活動や資格試験等の補習が増加が主な要因である。指導時間の適正
化、生徒の主体性の育成などが課題である。

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

生徒会活動や部
活動における生徒
の主体性の向上・
SDGｓを意識した
学校行事の運営

・体育祭を見て、生徒がとても
伸び伸びと活躍していると感じ
た。社会に出てもかわいがられ
るであろう。
・ＳＤＧｓへの関心や取り組みを
生徒全体でできるとよい。
・生徒会活動も非常によい。

Ａ

・何に重点を置いて、何を簡素
化していくかをはっきりと共有す
ることでビルドアンドスクラップ
が進んでいくと思う。
・ＩＣＴ活用等についても今後も
継続して向上を目指して欲し
い。
・コロナ禍の中での取り組みは
大変だったと思う。先生方が心
身ともに健康である事が一番。
･評価基準が厳しすぎるのでは
ないか。モチベーションアップの
為にも現状に即した目標にすべ
きでは。

教職員の健康増
進とワークライフバ
ランスの推進

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り

教育活動の発信
力の向上と地域と
の連携強化

・出前授業は中学生に大変好
評だった。ぜひ継続して欲しい。
・"NextStage南工”は中学校で
は作成が難しい資料なので大
変ありがたかった。
・コロナ禍の中、可能な範囲で
中高連携が進んで、情報発信
にも繋がるとよい。

Ｂ

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

・工業高校として素晴らしい資
質が身についていると感じた。
・健康観察フォームの入力は、
自身のためだけではなく周りの
人のためでもある事を自覚して
取り組めるとよい。
・社会人になれば必ず、耐性・
協調性・礼節は企業から求めら
れる。この重要性を理解させて
頂きたい。
・挨拶が身についている卒業生
が多く企業として感謝している。

Ａ

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１０日以上
１：年休取得日数が一人平均　８日以上

1

１２月までの年休取得日数は一人平均7日である。昨年度同時期の取
得日数11.4日と比較し、減少している。また、取得日数に格差があり、
業務の分担等に課題が残る結果となった。教職員のストレス、健康問
題やモチベーションの低下などに直結するので来年度への継続課題
である。

業
務
改
善
と
組
織
力
の
向
上

・ＩＣＴ活用に関する研修等を通
して新たな学びに向けた授業
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80％以上
３：肯定的回答が70％以上
２：肯定的回答が60％以上
１：肯定的回答が60％未満

2

学校評価アンケートの「授業力の向上に努めている」の項目において
は48.6％、「ＩＣＴ機器を活用するなど、教え方の工夫や授業改善に務
めている」の項目においては65.7％にとどまっている。授業公開週間や
研究授業における授業参観を促進する必要がある。今年度ICT活用に
関する研修等は行うことができていない。情報格差の解消に向け、ICT
委員会の取組を充実させ、T活用について、可能な事から取り組む必
要がある。

【学習指導】
　ICT活用についての研修は実施できなかったが、デジタル化の環境は整い可能なところから取組が進んでいる。観点別評価については、来年度の導入に向け、具体的な準備を進めている。
【生徒指導】
　問題行動やいじめに関しては迅速かつ適切な対応ができた。今年度の指導体制を維持したい。しかしながら、生徒の生活習慣の乱れに起因する諸問題（登下校中のマナー、授業中の態度等）に対する指導が不足してきた。保
護者を巻き込んだ解決策が必要と感じる。
【進路指導】
　タブレットに進路情報を送付するなど新しい取り組みができたが、保護者の手元まで情報が届くような工夫が必要。校内でガイダンスを実施したが、本校の実情を踏まえ、企業数を増やせる様にしたい。アンケートで保護者から
の肯定意見95％以上得るのはなかなか難しい。
【特別活動】
　コロナ禍２年目の学校行事は、生徒会執行部と前年の反省を生かして、各行事の運営・企画を行えた。生徒へのタブレットの支給や校内のWi－Fi環境の整備は、生徒会の活動の幅を広げることにつながった。
【開かれた学校づくり】
　感染対策のため、体験実習を行わず実習室の見学・説明となったが、今年度は体験入学が実施できたことはよかった。新たな取組の本校在籍生徒による体験交流会という形の学校紹介ではよいPRができた。
【保健体育】
　感染症予防で、スポーツ活動に制限がある中で、体力も若干落ちていたが徐々に改善を図ることができた。3学年を中心に体力の向上が見られ、部活動においては2つの部で全国制覇する等の力が発揮できた。健康管理能力
の育成については保健室との連携を密にし、今後も感染症対策や健康診断事後措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】
　成果は得られておらず、本校の継続課題である。効果的な取組を考えていきたい。

【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、観点別評価へ向けての取り組みがスムーズにいくようにサポートしていきたい。
【生徒指導】
　集団生活におけるマナー、登下校時のマナーについて重点的に指導したい。また、教育相談を中心に、生徒の学校生活に対する不安を取り除き、目標に向かって前進できる手立てを新しく模索する。
【進路指導】
　生徒への連絡や情報発信はタブレットが有効であるが、保護者にも閲覧して欲しい情報はタブレットと印刷物を配布するなどで対応していきたい。期末行事期間中などに企業のミニ説明会が開けないか検討していきたい。
【特別活動】
　現在、原則全員加入を義務付けている部活動について、今年度の生徒総会で「原則全員加入の廃止」が提案され、学校側への要望事項として挙げられた。これまでは、生徒がきちんと活動しているかどうかを監視するような意
識があったが、今後、生徒自身が自発的に取り組む部活動になるように、どのような活動形態が望ましいか、他の分掌とも協議し、検討していきたい。
【開かれた学校づくり】
　今年度も新型コロナウィルス感染症対策により行事などの縮小が余儀なくされた部分もあるが可能な限り実施してきた。ホームページ等で本校の教育活動等を発信することは、今後も重要であるので積極的に行っていきたい。
　【保健体育】
　体育委員会活動を更に活発にし、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】
　年休取得の状況や、在校等時間の記録を見ると、本校における業務改善は最重要の課題であると考えている。効果的な対応を再度考えたいが、思い切った大きな改善が必要であると感じている。

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、会議の円滑化を図る。

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１時間を超えた。

1
１２月までの職員会議に要した時間は平均61分であった。会議時間が
短ければよいと言うわけではないが、各分掌間の調整を深めることに
より、今後も会議の円滑化を図りたい。

諸会議の時間短
縮と教育環境・職
場環境の向上意
識を高める

・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・代休を取得しやすい職場
環境を推進する。


