
１　学校教育目標

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

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

４　自己評価 5　学校関係者評価

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

・授業や課題の工夫によ
り、学習意欲を喚起し自
主学習の定着を図る。

4：授業や課題の工夫により、学習意欲を
喚起し、自主学習時間を増やすことができ
た。
3：授業や課題の工夫により、学習意欲を
喚起し、自主学習時間をある程度増やす
ことができた。
2：授業や課題の工夫をしたが、学習意欲
を喚起できず、自主学習時間を増やすこと
ができなかった。
1：授業や課題の工夫が不十分で、学習意
欲を喚起できず、自主学習時間が減った。

3

学校評価アンケートによると、「家庭での普段の学習時間が1時
間以内」と回答している生徒の割合は、次のとおりである。
　　１年次生：(H30)７８％→(H31)７９％→(R2)６９％
　　２年次生：(H30)７５％→(H31)８５％→(R2)８４％
　　３年次生：(H30)７２％→(H31)５５％→(R2)６１％
　　全体計　：(H30)７５％→(H31)７２％→(R2)７１％
少しずつではあるが、「1時間以上の家庭学習をする」者の割合
は増えている。特に、今年の1年次生は、過去2年間と比較する
と家庭学習の時間が長い。1年次生で身に付けた学習習慣がそ
の後も持続していくことを考えると、好ましい傾向である。しかし
ながら、一般に言われる高校生としてあるべき学習時間と比較
すれば、まだまだ自主学習時間を増やす必要がある。

・授業評価や研修を活用
し、対話的な授業の実践
に努める。

4：対話的な授業の実践により、生徒の学
びが深まり学習意欲が大いに高まった。
3：対話的な授業の実践により、生徒の学
習意欲が高まった。
2：対話的な授業を実践したが、生徒の学
習意欲は高まらなかった。
1：対話的な授業があまり実践されなかっ
た。

3

保護者対象・生徒対象・教員対象のアンケート結果のいずれも、
「分かりやすい授業が行われた」と回答している割合が過去3年
間で最も高くなっている。新型コロナウイルスの影響で「対話的」
な授業実践が制約される中でも、可能なやり方を工夫しながら
実践してきた。またグーグルクラスルームやスタディサプリを活
用できるようになり、一部教員ではあるが積極的に活用した。来
年度からタブレットを全員が使用し、各教室に設置されたプロ
ジェクタを活用しながらの授業が可能になる。新たなツールで学
びの幅が広がることが、生徒の意欲の高まりに結び付くよう、教
員研修を急ぐ必要がある。

・各年次による服装頭髪
検査をとおし、身だしな
み及び規範意識の涵養
を図る。

４：服装頭髪検査を適宜実施し、追加指導
がほとんど見られなかった。
３：服装頭髪検査を適宜実施し、追加指導
が見られたが、その後改善された。
２：服装頭髪検査を適宜実施し、追加指導
が見られたが、改善に時間を要した。
１：服装頭髪検査を適宜実施し、追加指導
を行ったが、改善が見られなかった。

3

学年主導で頭髪服装検査を行い、毎回数件の追加指導が見ら
れたが、その都度改善されている。
今年度は、SHRや終礼、授業の始業時などの改まった場面で、
身だしなみを整えるよう生徒に呼びかけ、実践を行っている。大
半の生徒は趣旨を理解して、教員の声かけの前に服装などを整
えている。

・交通安全立哨指導の
充実を図る（交通マナー
の向上と登下校中の事
故防止）。

4：登下校時（朝・夜）の立哨指導を行い、
大いに成果がみられた。
3：登下校時（朝・夜）の立哨指導を行い、
ある程度成果がみられた。
2：登下校時（朝・夜）の立哨指導を行った
が、あまり成果がなかった。
1：ほとんど登下校時（朝・夜）の立哨指導
を行うことができなかった。

3

月２回の全教員による登校指導を行い、生徒の安全な登校、交
通マナーに関する意識の向上を図った。また、PTAと合同して下
校指導を行った。三島町側道のT字路での自転車通行生徒の交
通マナーについて地域の住民から指摘を受け、２学期以降豊浦
高校と協働して重点的に指導を行った。道路の構造上の問題も
あり、警察や市役所などにも相談して解決策を模索中である。

地域で見かける生徒
の挨拶や身だしなみ
は良好で、長府高校
のよいところを生かし
た指導ができていると
感じる。
表に出ていないいじめ
がないか注意深く目配
りをしてほしい。また、
コロナ禍で欠席が増え
ているが欠席者への
目配りをお願いした
い。
自転車で駐車場を横
切る生徒がいて危険
なので指導をお願いし
たい。

Ｂ

学
習
指
導

１　基礎・基本の
　　定着

アンケートで「分かりや
すい授業が行われた」
と回答している割合が
過去3年間で最も高く
なっていることは学習
指導の成果であり、評
価に値する。
タブレットの活用方法
については果敢に挑
戦し、使用する中でそ
の有益性を見つけて
いってほしい。

Ｂ

生
徒
指
導

１　基本的生活
　　習慣の育成
　　とマナーの
　　向上

令和２年度　　山口県立長府高等学校　学校評価書　　　校長（藤本　　茂）

教育目標・・・・・・（１）学習意欲の高揚　（２）個性の伸長　（３）心と情の教育の推進
中・長期目標・・・（１）キャリア教育の充実を図る
　　　　　　　　　　　　①　「産業社会と人間」、「総合的な学習（探究）の時間」を柱とした進路意識の醸成
　　　　　　　　　　　　②　きめ細かい個別指導の継続的な実施
               　       ③　地域連携等におけるボランティア活動・体験活動の充実
                     　 ④　幅広い自己表現力やコミュニケーション能力の育成
　　　　　　　　　（２）学習意欲を喚起し、進路実現に向けた学力の育成を図る
　　　　　　　　　　　　①　分かる授業の実践と個別指導等の工夫　　　　②　主体的な学習の定着に向けた取組の実践
　　　                  ③　授業力を高め合う自主研修の実施
              　　（３）規範意識の向上と自立心の育成を図る
　　　　　　　　　　　　①　道徳性を養う教育活動の充実　　　　②　自己有用感に基づく自律的な態度の育成
　　　　　　　　　　　　③　取組の工夫による部活動のさらなる充実
【チャレンジ目標】　　○　自ら課題を見つけて学習しよう　　　　　○　自分から挨拶をしよう

【学習指導】特に１・２年次における学習習慣の定着と基礎学力の向上を図るため、授業や課題の在り方について研究を進め実践していく。
【生徒指導】生徒の表面的な服装や言動を正したり、数値的結果に追われるだけではなく、生徒の心に訴えかけ、精神面の成長を促すような、予防的・
開発的な生徒指導を行いたい。
【進路指導】進路関係行事の改善・充実により志を高め、早期の進路希望確定を図り、学校推薦型選抜に向けた早めの対策（小論文指導や学科）開始に
よって、進路実現の確率を高める。また、進学後の学力保障に向けた学習習慣の維持を強く求める。
【開かれた学校づくり】地域との連携については、地域人材を活用した取組や教育活動の機会を増やしていく。
【危機管理】防災意識のさらなる向上を目指すとともに、今後も継続して健康で安心・安全な学校づくりに努めていきたい。
【総合学科】科目選択に関する細部を詰めるとともに観点別評価の在り方を研究し、生徒一人ひとりの夢の実現に向けた体制を整えていく。
【施設・設備】施設管理のマニュアル化を進め、安心安全な教育環境を整備する。
【業務改善】特定の教員に過度の負担がかからないよう業務量の平準化を図るとともに、部活動運営方針の一層の徹底を図る。同時に、ワーク・ライ
フ・バランスや持続可能な教育活動の在り方について、さらに意識を高め、一人ひとりの教職員の時間外業務時間の削減を図る。

【学習指導】対話的で深い学びを実現する上で必要な授業スキルを高めるため、教員研修などを通して授業の質の向上を図る。また、課題の分量や内容
について検討し、生徒の思考を活性化し学力向上につながる課題の工夫を図る。
【生徒指導】交通安全と、身だしなみについての指導に重きを置きたい。特に身だしなみについては、ペナルティによるゼロ・トレランス指導ではな
く、生徒の規範意識の向上を目指し、きめ細かく生徒ひとり一人の心に響くような指導を行う。また、人間関係の摩擦から生じるストレスなどに打ち勝
つ、強い心を育むよう予防的・開発的な励ましを行う。
【進路指導】総合学科ならではの取組である「課題研究」を充実させるとともに、学校推薦型選抜や総合型選抜に臨む生徒が多い現状を認識し、小論文
や面接の指導を充実させながら生徒の進路実現をサポートする。また、進学後の学力保障のためにも、最後まで学力を高める意識を継続させる。
【開かれた学校づくり】ホームページによる情報発信を積極的に行い、生徒や家庭との連携強化に取り組むと共に、多くの方にアクセスしてもらえるよ
う工夫する。また、地域や同窓会との連携を一層深め、魅力ある学校づくりと地域の活性化を推進する。
【危機管理】危機管理意識の高揚と自己管理能力の育成に取り組む。
【総合学科】新学習指導要領の実施に向けた教育課程の編成と、それに伴う観点別評価に関する研究を行う。
【施設・設備】バリアフリー化の推進とともに、更なる安全な教育環境を整備する。
【業務改善】業務の平準化と並行して効率化、簡素化に向けた見直しや工夫を推進し、全教職員で時間外業務時間の削減に意識的に取り組む。



２　いじめ防止
・いじめの予防、早期発
見、早期対応により、い
じめ防止に努める。

４：いじめ防止の取組により、大いに効果
が見られた。
３：いじめ防止の取組により、ある程度効
果が見られた。
２：いじめ防止の取組には、あまり効果が
見られなかった。
１：いじめ防止の取組を行うことができな
かった。

4

年間３回のいじめに関するアンケート調査を行い、その都度申
告のあった件について、クラス担任が聴き取りを行い、教育相談
係、管理職と協議して対応に当たった。今年度はアンケートにい
じめを記載した件がほとんどなく、全てクラス担任による聴き取
りや、その後の対象生徒への面談で解決に向かった。今後も、
教員間や関係諸機関との連携をさらに密にして、生徒のトラブル
に迅速かつ適切に対応すると共に、生徒のメンタル面の予防的
開発的な指導に努めたい。

・各年次・関係機関との
連携を機能させ、教育相
談活動を推進する。

4：各年次・関係機関と十分に連携を取り
教育相談体制を十分充実できた。
3：各年次・関係機関と連携を取り教育相
談体制をある程度充実できた。
2：各年次・関係機関とあまり連携が取れ
ず、教育相談体制をあまり充実できなかっ
た。
1：各年次・関係機関と十分に連携が取れ
ず、教育相談体制を全く充実できなかっ
た。

3

各年次と十分に連携を取り、スクールソーシャルワーカーやス
クールカウンセラーの活用、生徒や保護者との面談等、相談内
容に応じて効果的な教育相談活動が実践できている。また、トラ
ブルが生じた際にも、迅速に関係者で集まり、情報共有を行い、
的確な対処法を画策している。教育相談アンケートを各学期に１
回行い、結果を分析して一人ひとりの生徒について確認した。生
徒の悩みや不安、保護者の思いに寄り添いながら、今後も相談
支援体制を更に充実させていきたい。

・校内研修を更に充実さ
せ、人権教育の推進を
図る。

4：計画通りすべて実施することができ、十
分に効果があった。
3：ほぼ計画通り実施することができ、効果
があった。
2：ほとんど計画通りに実施できず、あまり
効果が上がらなかった。
1：実施できなかった。

3

今年度は集合による密集を避けるために、コロナウィルス感染
による差別や偏見についての資料を放送で提示した後、各クラ
スで討議を行った。身近な人権課題でもあることから、生徒は自
分のこととして興味理解を示し、さらにその他の事象についても
考えを広げることができた。今後は、状況を伺いながら、保護者
にも参加していただけるような研修を計画し、実践していきた
い。

・進路指導室の利用を推
進し、積極的な受験情報
取得と進路意識の高揚
を促す。

4：進路通信を年に１０回以上発行した。
3：進路通信を年に７回以上発行した。
2：進路通信を年に４回以上発行した。
1：進路通信の発行が年に３回以下だっ
た。

2

新年度のスタートが５月末だったこと、進学や就職は感染症対
策として例年とは異なる日程だったこともあり、思うように数多く
発行することができなかった。しかし、進路委員による教員への
インタビュー記事を載せたり、様々な職業について紹介する記
事を載せたりすることで、進路委員の協力も得ながら５回発行す
ることができた。

・朝学や課外授業、模擬
試験への積極的な取組
を促し、学力の向上を図
る。

4：３年次生のうち３分の２以上の生徒が模
擬試験、課外授業を希望した。
3：３年次生のうち２分の１以上の生徒が模
擬試験、課外授業を希望した。
2：３年次生のうち３分の１以上の生徒が模
擬試験、課外授業を希望した。
1：３年次生のうち３分の１未満の生徒しか
模擬試験、課外授業を希望しなかった。

2

朝学や週末課題は、各学年で積極的な取組が行われ、学習習
慣の確立の一助となっているが、自ら主体的に取り組めていな
い生徒も多いので、そのあたりの意識改革を進めていきたい。３
年次生の模試受験状況は、夏休みまでは約半数の受験者を数
えたが、２学期以降は学校推薦型選抜、総合型選抜の受験に切
り換え、模試から離れた者も多いので、最後まで学力向上に目
を向けて頑張れる意識を育てたい。３年次生の平日課外は、実
施時数の確保が難しい中、先生方の個人的な協力で効果的に
実施できた科目も多かった。12月から1月に行った共通テストに
向けての英語課外は10人が意欲的に取り組んだ。

２　個人指導の
　　徹底と個性
　　の伸長

・希望進路を早期に確定
させ、進路実現に向けた
個人面談の充実を図る。

4：担任・副担任が年に６回以上、進路等
に関する個人面談を実施した。
3：担任・副担任が年に５回、進路等に関
する個人面談を実施した。
2：担任・副担任が年に３～４回、進路等に
関する個人面談を実施した。
1：担任・副担任が年に２回以下しか進路
等に関する個人面談を実施しなかった。

2

１、２年次生に対しては、次年度の系列選択や科目選択に関す
る面談が１学期から継続的に行われたが、将来的な目標がはっ
きり定まらない１年次生の指導には苦労が伴うようである。３年
次生に対しては、１学期から具体的な進路決定に向けての個人
面談に始まり、夏休み以降の保護者を含めた三者懇談、２学期
以降は場面に応じた進路相談が実施され、生徒に対して適切な
助言が与えられた。

１　学校情報の
　　積極的な提
　　供

・学校のホームページを
充実させるとともに、緊
急メールを適切に配信す
る。

4：情報発信を十分行うことができた。
3：情報発信をある程度行うことができた。
2：情報発信をほとんど行うことができな
かった。
1：情報発信を行うことができなかった。

3

学校のホームページに、校内に咲く花など日々の様子を掲載す
る回数を増やした。一方で学校行事や部活動の大会等で中止
が相次いだことから、生徒の活動についての情報発信が十分に
行えなかった。感染症に伴う行事予定の変更について、緊急
メールで可能な限り細かにお知らせし、スムーズな学校運営に
つながった。

２　学校行事の
　　充実

・創立１１０周年記念事
業を成功させる。

4：記念行事を盛大に行い、参加者に大い
に満足いただいた。
3：記念行事を盛大に行い、参加者におお
むね満足いただいた。
2：記念行事を滞りなく実施することができ
た。
１：記念行事を実施したが、不満足な内容
となった。

※

新型コロナウイルス感染症の影響で、創立１１０周年式典を次年
度に延期することとした。マスコットキャラクター「ちょっぴ」の着
ぐるみを作成し、長府高祭やオープンスクールでお披露目した。
「ちょっぴ」が描かれたクリアファイルを作成し、全校生徒に配布
した。

※記念式典は延期となったため、達成度の評価は保留としてい
る。

３　地域と連携

・コミュニティ･スクールを
活用して学校と地域の連
携を進め、教育の質的向
上を図るとともに地域の
活性化に資する。

4：地域との連携が進み、学校教育や地域
の活性化が大いに進んだ。
3：地域との連携が進み、学校教育や地域
の活性化がおおむね進んだ。
2：地域との連携は進んだが、学校教育や
地域の活性化には至らなかった。
１：地域との連携が進まず、学校教育や地
域の活性化ができなかった。

3

新型コロナウイルス感染症の影響で、地域と連携する機会が制
約された。長府高祭やCHOFUタイム発表会も、保護者や地域の
方の参加を取りやめ校内だけで実施した。そうした中でも、でき
るかぎり地域人材を活用した授業を実施した。地域清掃活動は
ほぼ例年並みに実施した。

危機管理体制の
確立

防災教育の内容を充実
し、防災教育の充実を図
る。

4：防災意識が高まり、現状を踏まえた訓
練等の工夫と防災教育の充実が十分に
図られた。
3：防災意識が高まり、訓練等の防災教育
の充実が図られた。
2：防災意識がある程度高まり、訓練等の
防災教育の充実もある程度は図られた。
1：防災意識が高まらず、訓練等の防災教
育の充実も図ることができなかった。

2

避難訓練等はこれまで通り行ったが、緊急時の行動や避難経路
等の確認など、防災教育に十分時間をかけることができず、消
火器を扱った実習も新型コロナ感染症拡大予防のため中止し
た。また、例年年度末に行っていた引き渡し訓練も紙上での確
認で研修することにした。

保健指導の充実

疾病及び感染症に対す
る予防対策の情報を提
供し、保健指導の充実を
図る。

4：疾病及び感染症に対して、十分な情報
提供ができた。
3：疾病及び感染症に対して、ある程度情
報提供ができた。
2：疾病及び感染症に対して、あまり情報
提供ができなかった。
1：疾病及び感染症に対する予防対策の
情報提供ができなかった。

2

日々の感染症対策に追われ、生徒への情報提供や保健指導が
十分できなかった。一方で、生徒や教職員をはじめ、学校関係
者から感染者が一人も出なかったことは本当に良かったと感じ
ている。生徒一人ひとり及び各家庭が感染症に対して敏感に
なっていたからこそと考えられる。

Ｃ

地域で見かける生徒
の挨拶や身だしなみ
は良好で、長府高校
のよいところを生かし
た指導ができていると
感じる。
表に出ていないいじめ
がないか注意深く目配
りをしてほしい。また、
コロナ禍で欠席が増え
ているが欠席者への
目配りをお願いした
い。
自転車で駐車場を横
切る生徒がいて危険
なので指導をお願いし
たい。

Ｂ

危機管理を行う上で慢
心や慣れに注意して
ほしい。
新型コロナウイルス感
染症対策はほぼ適切
になされているが、生
徒への周知を一層
図ってほしい。
コロナ禍でこれまでに
はなかった取組が必
要となり、その結果こ
れまで実施していた取
組ができなかったこと
はやむを得ないが、こ
の度の経験を今後に
生かしてほしい。

Ｂ

生
徒
指
導

３　教育相談体
　　制の充実

危
機
管
理

進
路
指
導

１　向学心の高
　　揚と実力の
　　養成

Ａ

生徒の進路が多岐に
わたるにもかかわら
ず、様々な進路に対応
した指導ができてい
る。
進路指導は一人ひとり
の将来にかかってくる
ので継続して対応して
ほしい。

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り

コロナ禍で、予定して
いて実施できなかった
ものもあるが、実施に
向けて準備を進めてき
たことや可能な範囲で
実施できることは実施
してきたことは評価で
きる。
地域とのつながりは
しっかりとできている。
来年度コロナが収束し
ていれば、創立１１０
周年記念式典を実施
してほしい。



自己管理能力の
育成

危機管理意識を高めると
ともに、感染症予防対策
を徹底することにより、自
己管理能力の育成を図
る。

4：感染症予防のために徹底した行動をと
ることにより、感染症拡大防止ができた。
3：感染症予防のための行動により、感染
症拡大防止に効果的な取組ができた。
２：感染症予防のため行動により、感染症
拡大防止にある程度の効果があった。
1：感染症拡大防止ができなかった。

3

新型コロナ感染症拡大防止のため、毎日の学校生活や学校行
事もこれまでとは大きく変わった一年となったが、その都度感染
拡大防止のための対策を考え行動してきた。新しい生活様式が
定着してきてはいるものの、生徒の判断力や行動力にはまだ大
きな個人差がある。

１　一人ひとり
　　の夢の実現
　　を支援する
　　教育課程の
　　編成

・生徒一人ひとりの個性
を伸ばし、学力を高め、
多様な進路実現に結び
付く教育課程の編成を図
る。

4：ほぼすべての生徒が、自己の進路実現
に結び付く科目選択を行うことができた。
3：大半の生徒が、自己の進路実現に結び
付く科目選択を行うことができた。
2：半数以上の生徒が、自己の進路実現に
結び付く科目選択を行うことができた。
1：半分以上の生徒が、進路実現に結び付
かない科目ばかりを選択した。

4

学校評価アンケートでは、９４％の生徒が、科目選択など幅広い
選択ができてよかったと回答しており、これは過去４年間で最も
高い数値である。また今年度は、６月時点での科目選択が１０月
時点で大幅に変わる生徒が少なく、早い段階から個人面談を重
ねて進路実現に向けた科目選択がしっかりできた生徒が多かっ
たと考えられる。
令和４年度入学生から、教育課程が大幅に変わる。新しい科目
が多く設定されるが、これまで以上に一人ひとりの生徒が満足
できる科目選択ができるよう準備を進めたい。

２　新学習指導
　　要領への対
　　応と観点別
　　評価の研究

・新学習指導要領に基づ
く教育課程の編成と観点
別評価の研究をすすめ
る。

4：観点別評価を盛り込んだ教務規程の骨
子ができた。
3：観点別評価を盛り込んだ教務規程の素
案の検討が進んだ。
2：観点別評価に実施に向けた研修や試
行を行い検討が進んだ。
1：観点別評価の実施に向けた研修や試
行を行うことができなかった。

3

教務規程の素案については担当レベルで作成し、観点別評価
に関する教員研修会で教員に配付した。国や県の動向をみなが
ら、来年度は観点別評価の試行を行い、令和４年度入学生から
の実施に向けた準備を着実に進めたい。

・安全点検結果に基づ
き、危険箇所を把握し、
迅速に補修する。

4：１週間以内に補修・対応できた。
3：１か月以内に補修・対応できた。
2：学期中に補修・対応できた。
1：補修・対応できなかった。

3

学期ごとに行われる安全点検で指摘されたことは、１週間以内
に補修・対応した。屋上の高架水槽点検や水道の検針、校内巡
視も随時行い、安全な教育環境整備に努めている。トイレの洋
式化も来年度夏季休業中には完了予定であるが、最大の懸案
事項である体育館照明改修は今年度も予算措置されなかった。

・計画的に予算を執行す
ることにより最大限の効
果を上げる。

4：９０％以上効率的に執行できた。
3：８０％以上効率的に執行できた。
2：７０％以上効率的に執行できた。
1：ほとんど計画的・効率的に執行できな
かった。

3

新型コロナ対策とGIGAスクール構想で校内のデジタル化整備
が急速に進んだ。総合学科として教育効果が最大限になるよ
う、校内の意見を十分に集約して整備を進めた。大型予算が
次々と配当されたが、全国一斉のため、年度末の納期となり、
実質的な利用は来年度からとなっている。

学校の組織等

１　業務内容の
見直しと業務遂
行上の工夫

勤務状況

１　メリハリのあ
る働き方と休養
の確保

６　学校評価総括（取組の成果と課題）

Ａ　：　優れている　　・・・・・・・・　取組が優れている　 Ｂ　：　よ　い　　・・・・・・・・　取組がよい
Ｃ　：　おおむねよい　・・・・・・・・　取組がおおむね行われている Ｄ　：　要改善　・・・・・・・・　取組に改善が必要

Ａ

アンケートで９４％の
生徒が、科目選択など
幅広い選択ができてよ
かったと回答している
ことは評価に値する。
総合学科として選択科
目の充実に努めてほ
しい。
総合学科での学びを
卒業後に生かしている
卒業生の情報がある
とよい。
総合学科としてすばら
しい人材を育ててほし
い。

Ｃ

危機管理を行う上で慢
心や慣れに注意して
ほしい。
新型コロナウイルス感
染症対策はほぼ適切
になされているが、生
徒への周知を一層
図ってほしい。
コロナ禍でこれまでに
はなかった取組が必
要となり、その結果こ
れまで実施していた取
組ができなかったこと
はやむを得ないが、こ
の度の経験を今後に
生かしてほしい。

【学習指導】自主学習時間の少なさは改善傾向にあるものの、まだ十分と言うには程遠い。ＩＣＴ環境が急速に整備されていく中で、生徒の主体的な学
びをいかに促すか、教員の意識改革と研修が急がれる。
【生徒指導】今年度は学校休業が長引き、再開当初は感染症対策と同時に、生徒の身体的・精神的な変化の観察に追われた。また、学校不適応の状態な
ど生徒の心の悩みが、欠席・遅刻など数字で目に見えて表れないため、問題を抱えた生徒への指導について、教員相互や関係部署との連携をより必要と
した。服装容儀については、生徒の意識を涵養するにはある程度の時間を要するため、教員の共通認識と粘り強さが求められる。
【進路指導】自発的な学習習慣を身に付けるためにも、進路関係行事の精査と充実を図り、早いうちから自分の進路設計について考え、進路情報を自ら
得ようとする態度を養うことが必要である。
【開かれた学校づくり】感染症の広がりの中ですべての家庭に緊急メールに登録していただき、学校から家庭への一方的な伝達はスムーズにできるよう
になった。今後は各家庭や地域との対話的な関係を深めることで、教育活動の充実を図りたい。
【危機管理】新しい生活様式も浸透してきており、感染症拡大防止に向けて継続して取り組んでいる。知識はあるものの、行動に移すことができない生
徒も多く、一人ひとりの判断力・実践力を一層高める必要がある。
【総合学科】現行の学習指導要領の開始から８年が経過し、本校でも教育課程や科目選択指導の在り方が安定し生徒の満足感も高まっている。
【施設・設備】配当された予算を本校の仕様に合わせてＩＣＴ環境整備を行った。使用していく上で、調整を随時行い、教育効果が最大限に上がるよう
にしたい。
【業務改善】年休や代休を取りやすくするための工夫や環境整備、雰囲気づくりの取組により、一定の改善はみられたものの、年休の利用・活用状況に
は個人差があり、全体の取得状況としては十分ではなかった。また、部活動運営方針の浸透、夏季休業中の学校閉庁日の徹底、ノー残業デイ等の設定等
により、全体の時間外業務時間は減少しているが、相変わらず個人差が大きい。

７　次年度の改善策

【学習指導】研修や実践によってＩＣＴ活用に関する教員の技量を早期に高めていく。また、従来からの朝学や小テスト、日々課題や週末課題等に、タ
ブレットを用いた学習活動を組み合わせ、家庭等で自主的に学習しなければならない状況を作り出していく。
【生徒指導】今後も、生徒をあらゆる面から励まし勇気づけ、予防的・開発的生徒指導に努めたい。集団生活や多数の人間関係の中での、一人ひとりの
個性の大切さを学んでもらいたい。
【進路指導】進路関係行事の改善・充実により志を高め、早期の進路希望確定を図り、推薦入試に向けた早めの対策（小論文指導や学科）開始によっ
て、進路実現の確率を高める。また、進学後の学力保障に向けて学習習慣を維持するよう指導する。
【開かれた学校づくり】授業や学校行事、部活動など学校教育活動全般について、ホームページ上でこれまで以上に紹介していくとともに、感染症の状
況を見ながら地域の方々との連携拡大を図る。
【危機管理】感染症拡大防止に向けて、情報提供と保健指導を充実し、自己管理能力を高めていく。
【総合学科】令和３年度入学生までは、現在の科目選択指導の在り方を踏襲していくが、同時に令和４年度入学生教育課程への接続をスムーズにするた
めの工夫を図る。
【施設・設備】定期的な点検の継続、及び、整備したＩＣＴの維持管理、運用方法等を構築する。
【業務改善】業務の平準化や部活動運営方針の一層の徹底を図るとともに、教職員全体で時間管理意識を高めていく。また、整備が進んだＩＣＴの活用
をとおして、業務量の軽減や業務の効率化・簡素化を進める。

・業務時間記録表を活用
して時間管理の意識を
高める。
・部活動の在り方に関す
る方針に沿った運営を推
進する。

４：時間外業務時間の月平均が４０時間以
下であった。
３：時間外業務時間の月平均が５０時間以
下であった。
２：時間外業務時間の月平均が６０時間以
下であった。
１：時間外業務時間の月平均が６０時間を
越えた。

4

令和２年４月から１２月までの時間外業務時間の月平均が３９．
９時間であり、夏季休業が短縮された８月を除いてはほぼ昨年
度よりも減っている。ただし、臨時休校となった４月、５月を除くと
ほとんどの月で４０時間を超えており、業務時間を削減するため
に、一層の環境整備と工夫が必要である。
また、個人差があり、中には毎月時間外業務時間が非常に長い
教員もいるが、心身の健康維持の観点からも早急に改善を図る
必要がある。

業
務
改
善

・業務の効率化・簡素化
を進め、代休や年休を取
得しやすい環境を整え
る。

４：年休取得の平均日数が１５日以上で
あった。
３：年休取得の平均日数が１０日以上で
あった。
２：年休取得の平均日数が７日以上であっ
た。
１：年休取得の平均日数が６日以下であっ
た。

2

アンケートの質問項目「年休や代休を取りやすい環境になって
いる」への回答は、７９．３％が肯定的な意見であったものの、令
和２年１月から１年間の年休取得の平均日数は８．３日であり、
年休が十分に活用・利用されている状況であるとは言い難い。
本校が総合学科であるが故の特別な事情として、授業時間割の
変更が容易でないことも要因のひとつとして考えられる。時間単
位での年休取得が可能な制度となっているので、この制度を上
手く活用し、一日のうちの一部でも取得しやすいように環境を整
えるなど、さらに工夫が必要である。
また、ＧＩＧＡスクール構想により、学校におけるＩＣＴ環境が整え
られることを契機に、業務の効率化・簡素化を促進したい。

Ｂ

危
機
管
理

総
合
学
科

施
設
・
設
備

１　安心安全な
教育環境整備

トイレの洋式化等計画
的に整備が進められ
ており評価できる。
体育館の照明の改修
については引き続き実
現できるよう取り組ん
でほしい。


