
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

生徒の学校評価アンケートによると、平日に家庭で１時間
以上の学習に取り組んでいる生徒の割合が２７．７％と、
昨年度の２３．７％から４ポイント上昇している。また、
保護者の回答においても３７．７％と、昨年度の３３．
２％から上昇している。まだまだ高校生として十分とはい
えないが、昨年度と比較すれば学習時間が増加していると
いえる。日々課題や週末課題は各教科で工夫して与えてい
るが、自ら課題を設定し工夫しながら学習する時間及び読
書の時間（全県的な学習調査で本校の生徒は読書にかける
時間が少ないとの調査結果が出ている）を生徒が持てるよ
う、課題の分量や出し方も工夫する必要がある。

・授業評価や研修を活
用し、分かる授業の実
践に努める。

4：授業評価の結果や研修の成果を生
徒の指導に十分に活用できた。
3：授業評価の結果や研修の成果を生
徒の指導に活用できた。
2：授業評価の結果や研修の成果を生
徒の指導にあまり活用できなかっ
た。
1：授業評価の結果や研修の成果を生
徒の指導に活用できなかった。

3

生徒の学校評価アンケートによると、分かりやすい授業が
行われていると回答している生徒の割合が８３．５％と、
昨年度の７８．９％から上昇しており、授業の質が昨年度
と比較して上がっていると考えられる。アクティブ・ラー
ニングも多くの授業で日常的に行われているが、さらに研
修を進めていく必要がある。

・各場面での指導を通
じて基本的生活習慣・
マナーの育成と向上を
図る（イエローカード
による服装指導の充
実）。

4：イエローカードによる指導を行
い、大いに成果がみられた。
3：イエローカードによる指導を行
い、ある程度成果がみられた。
2：イエローカードによる指導を行っ
たが、あまり成果がみられなかっ
た。
1：ほとんどイエローカードによる指
導を行うことができなかった。

3

昨年度と比較すると、イエローカードを提示されて指導を
受けた生徒の数が半数以下に減少している。学校評価アン
ケートの結果からも生徒、保護者、教員のいずれも昨年度
より改善されていると答えている。現状をキープしつつ、
継続指導が必要な一部の生徒に対して、粘り強く指導して
いきたい。

・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：週に１回以上立哨指導を行い、大
いに成果がみられた。
3：週に１回以上立哨指導を行い、あ
る程度成果がみられた。
2：週に１回以上立哨指導を行った
が、あまり成果がみられなかった。
1：ほとんど立哨指導を行うことがで
きなかった。

3

朝の登校時での交通安全立哨に加え、保護者の協力による
夜の下校時の立哨指導が定着し、数年前と比較すると登下
校時の交通事故が激減した。一方で、学校周辺での登校時
の保護者の自家用車での送迎による遵守事項が守られて以
内現実も若干ある。事故の未然防止の観点からメール等に
よる注意喚起を継続していきたい。

生
徒
指
導

１　基本的生活
習慣の育成とマ
ナーの向上

イエローカードを利
用した指導はわかり
やすくて良い。校内
における生徒の様子
から、生徒の指導が
軌道に乗っているこ
とがうかがえる。一
方で校外ではややだ
らしない服装の生徒
を見かけることもあ
る。校外においても
自覚をもって行動で
きるような指導の継
続が必要である。
保護者を巻き込んだ
夜間の交通立哨の実
施は大変すばらしい
取り組みであり、継
続してほしい。
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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）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
    　　　　　　　（２）キャリア教育に係る取組の質的な充実を図る
　　　　　　　　　　　　①　きめ細かいキャリア・カウンセリングの継続的な実施
                        ②　地域連携等におけるボランティア活動・体験活動の充実
                  　　　③　幅広い自己表現力やコミュニケーション能力の育成
                  （３）規範意識の向上と自立心の育成を図る
　　　　　　　　　　　　①　道徳的視点を踏まえた教育活動の充実　　　　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】　　○　学習習慣を身につけよう　　　　　○　気持ちのよい挨拶をしよう

【学習指導】　　前年度に減少した自主学習時間が増えるよう、勉強方法の指導や課題の出し方などに新たな工夫が必要である。また、授業評価の
　　　　　　　活用や授業研修などを通して、分かる授業の実践に一層取り組む必要がある。
【生徒指導】　　問題行動の未然防止に向けた取組や生徒による交通マナー向上の取組の継続が望まれる。部活動の研修会を実施して困難を乗り越
　　　　　　　える生徒の育成が望まれる。服装・頭髪などの校則を守る指導が特に必要である。
【人権教育・教育相談活動】　　教員相互や家庭に加え、関係機関との連携が進んだ。AFPYについては１年次の早い時期に行われるとよい。また、
　　　　　　　教職員のカウンセリング技術の向上にも期待する。
【進路指導】　　こまめな面談に加え、進路指導室の利用促進に向けた移転や2、3年次のチャレンジクラスの設定が、生徒の学習意欲の向上に効果
　　　　　　　的にはたらいている。今後も生徒の幅広い進路希望に対応するために、チャレンジクラスの継続やガイダンスの充実が望まれる。
【開かれた学校づくり】　　ＨＰの充実が進んでおり、学校の様子を迅速に公開することで家庭や地域との連携を一層深めることが望まれる。
【危機管理】　　懸案であった学校欠席者情報システムが導入された。加えて健康観察や安全点検も生徒を巻き込んで行われ、危機管理や安全対策
　　　　　　　に進展がみられた。
【総合学科】　　今年度から週３２時間授業を導入したことにより、大学進学を含む多様な進路希望に幅広く対応した教育課程となったが、今後実
　　　　　　　施していく中で新たな課題が見つかると考えられ、引き続き検討していくことが必要である。
【施設・設備】　　保護者の要望を受けた空調設備設置に向けた取組は評価できる。学校評価アンケートにおける生徒、保護者からの評価は高くな
　　　　　　　　いが、点検、補修はこまめに行われている。今後も継続が望まれる。
【業務改善】　　入学定員減に対応できるよう、分掌組織と部活動の再編統合のスピードアップを図ってほしい。教務支援システムの運用を一層ス
　　　　　　　ムーズにしていくことが期待される。

【学習指導】　　授業の充実に向けて、教科の枠を超えた互見授業や授業評価結果などの情報共有を行い、分かる授業の実践に取り組む。また、課
　　　　　　　題の出し方の工夫や定期考査問題の工夫等を行うことにより、生徒のやる気を喚起し学力向上を図る。
【生徒指導】　　基本的生活習慣・マナーの育成と向上と交通事故防止に向けた交通マナー向上や態度を育成する。特に、服装指導の徹底と規範意
　　　　　　　識の向上については、イエローカードを用いて指導を行う。教員相互・家庭及び関係機関との連携を更に強化し、教育相談活動を推
　　　　　　　進する。AFPYについては１年次の早い時期に行う。
【進路指導】　　３年次の１学期課外を導入するとともに、小論文や面接指導を充実させながら、推薦入試を中心とした生徒の幅広い進路希望に対
　　　　　　　応する。
【開かれた学校づくり】　　ホームページの内容を充実させ、学校の様子を迅速に発信することにより、家庭や地域との連携を深める。
【危機管理】　　生徒の危機管理意識を醸成しながら確実な安全点検を実施する。
【総合学科】　　週３２時間の実施に当たり、新たな課題に対応しながら大学進学を含む多様な進路希望に対応した教育課程の在り方を検討する。
【施設・設備】　　空調設備の円滑な運用を行う。点検者以外からの情報を得ながら、限られた予算の中で、こまめな点検、補修を継続する。
【業務改善】　　入学定員減に対応できるよう、分掌組織と部活動の再編統合の見通しを立てる。教務支援システムの本格稼働を行い、円滑な運用
　　　　　　　を図る。

学
習
指
導

１　基礎・基本
の定着

日々課題や週末課題
により、家庭で学習
する習慣を身に付け
させようとしている
ことは評価できる
が、生徒によっては
負担感があり、分量
や出し方については
検討してほしい。
生徒の理解度は数値
が上がっており評価
できる。今後もさら
に研修を重ね、わか
る授業の実践に努め
てほしい。

Ｂ



・各年次との連携を機
能させ、教育相談活動
を推進する。

4：各年次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た。

4

各年次との連携、スクールカウンセラーによる定期的な面
談の実施など、生徒の状況や相談内容により効果的な教育
相談活動が実践できている。生徒の不安や悩みを受け止め
る体勢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

教員だけでなく、生徒に対する人権に対する意識の高揚の
ため、警察などの外部機関とも連携して研修や人権教室を
開催した。今後はより多くの保護者も参加していただける
ような計画を立て実践していきたい。

・進路指導室の利用を
推進することにより、
積極的に受験情報を取
得させ進路意識を高め
る。

4：進路指導室を年間150日以上開放
し、利用生徒総数が延べ750人を超え
た。
3：進路指導室を年間130日以上開放
し、利用生徒総数が延べ650人を超え
た。
2：進路指導室を年間110日以上開放
し、利用生徒総数が延べ550人を超え
た。
1：進路指導室の開放が年間110日、
利用生徒総数が延べ550人未満であっ

1

２月中旬時点で、年間の進路指導室利用者数は、１、２年次生
とも１００人以下、３年次で約３００名であった。従来、進路委員
を利用して、昼休みと放課後に進路指導室を解放していたが、
７時限の開始により、放課後は任意の開放となり、正確な人数
把握ができていない部分もある。
ただ、近年オープンキャンパスが普及し、ネット検索を利用して
調べることが中心となっている時代背景を考えると、進路指導
室の利用度が下がるのもやむを得ないと思われる。

・朝学や模擬試験、課
外授業への取組を積極
的に促し、学力の向上
を図る。

4：３年次のうち２分の１以上の生徒
が模擬試験、課外授業を希望した。
3：３年次のうち３分の１以上の生徒
が模擬試験、課外授業を希望した。
2:３年次のうち４分の１以上の生徒
が模擬試験、課外授業を希望した。
1：３年次のうち４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。

3

朝学や週末課題は、各学年で積極的な取り組みが行われ、学
習習慣の確立の一助となっている。
３年次生の模試受験状況は、例年通り１学期には半数を超えて
いるが、推薦・ＡＯ入試利用者に、２学期以降に模試を受験しな
くなる生徒が増えた。　大学進学者は特に、最後まで学力向上
に目を向けセンター試験まで頑張れる生徒を育てたい。 ３年次
生に対しては平日の課外も実施はしているが、７限の実施や諸
会議等で円滑な実施が難しい。

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。

3

１，２年次生は、次年度の系列選択や科目選択に関する面談が
継続的に行われ、進路選択に向けた効果的な指導が実現でき
たと思われる。

３年次生に対しては、１学期初めから進路決定に向けての個人
面談が始まり、夏休みの保護者を含めた懇談や、実際の推薦
入試に向けた面接練習なども含めて、継続的指導が行われた。

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

緊急メールについては休校や不審者情報など１４回の全校
生徒送信に加え、学年や特定生徒への配信も行うなど活用
の仕方を工夫した。学校ホームページについても昨年から
充実させているが、更新をこまめに行うための体制づくり
を行うことで、一層の情報発信をしていきたい。

２　学校行事の
充実

・学校見学会や授業公
開等の学校行事で来校
者が満足できる内容を
検討し実施する。

4：どの学校行事も、来校者が十分に
満足できる内容で実施できた。
3：大半の学校行事は、来校者が十分
に満足できる内容で実施できた。
2：一部の学校行事は、来校者が満足
できる内容であった。
１：どの学校行事も、来校者が満足
できる内容ではなかった。

3

長府高祭の第１日目を保護者公開にするなどして充実を
図った結果、多くの来場者に満足していただいた。一方、
PTA講演会に参加いただける人数が少ないため、PTA役員と
連携しながら、魅力あるPTA行事にしていく必要がある。授
業公開は昨年度までの５日間から２日間に短縮し、人権教
育講演会を絡めたが、来校者は少なかった。

１　危機管理体
制の確立

・防災訓練等の内容を
充実し、実施する。

4：訓練の内容を十分に充実させ、訓
練を実施できた。
3：訓練の内容をある程度充実させ、
訓練を実施した。
2：訓練の内容をあまり充実できな
かったが、訓練を実施した。
1：訓練の内容を充実できなかった
が、訓練は実施した。

3

各学期の避難訓練では、昨年度までの状況を踏まえたうえ
で課題意識を持って計画・実施することができた。各教室
には災害発生時の避難経路図を掲示し常に誰もが確認でき
るようにしている。また３学期は地震・津波の避難後、大
規模災害発生時の校内での保護者への生徒引き渡し訓練の
試みを計画することができた。

2　保健管理能
力の育成

・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。

4

生徒や保護者に向けての保健だよりに、その季節や学校行
事に合わせた情報をタイムリーに盛り込むことにより、よ
り効果的な情報提供をすることができた。また国や県から
の情報も早めに生徒に提供し、指導するよう心がけた。今
年度は昨年よりもインフルエンザの罹患者が多いため、感
染が広がらないよう十分注意しているところである。

3　学校安全対
策の充実

・安全点検を毎月１回
実施し、危険箇所等の
把握と改修を行う。

4：安全点検の内容を十分に充実さ
せ、点検を実施できた。
3：安全点検の内容をある程度充実さ
せ、点検を実施した。
2：安全点検の内容を充実できなかっ
たが、点検は実施した。
1：点検が実施できなかった。

3

生徒や教職員による定期的な点検を行うことにより、危険
箇所を把握し、早めの改修に取り組むことができた。昨年
に引き続き大きな問題点や改修箇所もなく、事故やケガに
いたるケースもなかった。

総
合
学
科

１　一人ひとり
の夢の実現を支
援する教育課程
の編成

・週３２時間授業の実
施に伴う課題に対応し
ながら、生徒一人ひと
りの個性を伸ばし、多
様な進路実現に結び付
く教育課程のあり方を
検討する。

4：ほぼすべての生徒が、満足できる
科目選択を行うことができた。
3：大半の生徒が、満足できる科目選
択を行うことができた。
2：半数以上の生徒が、満足できる科
目選択を行うことができた。
1：半分以上の生徒が、満足できる科
目選択を行うことができなかった。

4

受講希望者の少ない科目についても、進路実現のため履修
する必要がある生徒がいる場合には開講することとしたこ
とと、全員履修科目については１講座当たりの人数をでき
るだけ増やして講座数を絞ったことにより、週３２時間授
業の実施により懸念された教員の負担増も過重になること
なく、ほぼすべての生徒が満足できる科目選択を行うこと
ができた。

週32時間実施という
改善をスムーズに
行っている。
今年の反省を来年度
以降に生かしてほし
い。

Ｂ

進
路
指
導

１　向学心の高
揚と実力の養成

進路指導室の利用促
進については７時間
目の実施もあり、放
課後時間が短くなっ
ている影響もあり、
評価基準が厳しかっ
たのかとも思う。
他校では就職の面接
練習をＰＴＡを交え
て行う学校もあり、
そういう外部の活用
もできるのではない
かと思う。
総合学科ということ
もあり、生徒の進路
決定時期に大きな差
があるので雰囲気づ
くりが難しいと思う
が、センター試験に
チャレンジする生徒
を増やすなど、工夫
してやってほしい。
目標にはないが、
「CHOFUタイム」 は
内容も聞く態度もず
いぶんよくなってい
る。

Ｃ

生
徒
指
導

１年次の年度当初に
ＡＦＰＹを実施する
など効果的な教育相
談計画が立てられて
いる。人権教育につ
いては、保護者や地
域の方を参加させる
など、是非とも発展
を検討してほしい。

Ｂ
２　教育相談体
制の充実

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り

緊急メールは全員登
録ではないという欠
点もあるが、便利な
ツールである。保護
者への配布物が確実
に伝わるために利用
するなど、他の利用
方法も検討してはど
うだろうか。
公開授業等、学校行
事で見かけたの時の
生徒は、授業態度も
良く、挨拶もよくで
きていた.

Ｃ

危
機
管
理

防災訓練では、よく
工夫もされている
が、今後、外部の機
関と連携するなどし
てはどうか。
安全点検は引き続き
十分に継続してほし
い。

Ｂ



・月に１回以上施設・
設備を点検し、補修個
所を把握する。

4：全個所を十分に点検できた。
3：ほぼ点検できた。
2：半分程度しか点検ができなかっ
た。
1：数か所しか点検ができなかった。

4

○常時、点検を念頭においており、早期に補修箇所を把握
できた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○点
検者以外からも、情報が得られており、今後も幅広く状況
の把握に努める。

・計画的に補修する。

4：計画どおり補修ができた。
3：ある程度補修ができた。
2：十分な補修ができなかった。
1：補修ができなかった。

3

○経年・老朽化した放送設備（本体機器、教室のスピー
カ）の更新を行った。
○第３校舎高架水槽設備補修、第１校舎高架水槽給水本管
の引替を施工した。

・要望箇所等の改修、
改良を行う。

4：要望どおりの改良、改修ができ
た。
3：ある程度の改良、改修ができた。
2：十分な改良、改修ができなかっ
た。
1：改修、改良ができなかった。

3

○多数の要望があり、緊急性や重要度の順に予算状況を考
慮しつつ、順次対応している。
○冷水機の更新、教室他の蛍光灯で照度不足、不調なもの
はLED灯に取替、増設を行った。

学校の組織等

１　分掌業務の
見直し

日常的な業務

１　教務支援シ
ステムの活用

勤務状況

１　年休・代休
を取りやすい環
境づくり

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

【学習指導】　　授業に対する生徒・保護者からの評価は昨年度と比べておおむね良好であるが、高校生としての学習習慣が十分に定着していると
　　　　　　　はまだまだ言いがたい状況である。課題の出し方については工夫が重ねられたが、さらに研究をして生徒のやる気を喚起し学力向上
　　　　　　　を図る必要がある。
【生徒指導】　　学校生活は落ち着いているが、3学期に問題行動が連続して発生した。ＳＮＳの使用についてのマナーやモラル等の指導を学校だ
　　　　　　　けでなく、家庭と連携して取り組む必要がある。
【進路指導】　　進路指導室の利用については時代の流れの中で、これ前とは違った機能を持たせる必要があるのかもしれない。生徒の進路に関す
　　　　　　　る取り組みは概ね良好であり、担任副担任等による個人面談の積み重ねの成果であると思われる。
【開かれた学校づくり】　　ホームページの内容充実や緊急メールシステムの積極的な活用により、家庭との連携を迅速に行うことができた。来年
　　　　　　　度、コミュニティスクールを導入するに当たり、地域との連携のあり方を模索する必要がある。
【危機管理】　　健康的で安全な学習環境を整える努力をした。いつ何が起きても適切な行動が取れるよう日ごろの準備を進めておく必要がある。
【総合学科】　　週３２時間の実施により懸念された教員の負担増については、講座編成の工夫等により、ある程度対応できた。今後、大学進学を
　　　　　　　含む多様な進路希望に対応した教育課程となりえたかの検証を、３年間かけて行う必要がある。
【施設・設備】　　老朽化が目立っている。点検を重ね、限られた予算の範囲で優先順位をつけて対応しているが、漏水等による緊急対応もありな
　　　　　　　かなかすべてに対応することは困難であった。
【業務改善】　　会議の簡素・効率化等、小さな努力はあったが大きな改善はできなかった。教職員の声を反映した業務の見直しを検討し実現して
　　　　　　　いく必要がある。

７　次年度の改善策

【学習指導】　　授業のさらなる充実に向けて、教科の枠を超えた互見授業や授業評価結果などによる情報共有のあり方を模索する。また、課題の
　　　　　　　分量や内容のあり方について検討し、単純作業に陥らず思考の活性化と学力向上につながる課題の工夫を図る。
【生徒指導】　　外部の専門機関と連携した保護者も参加できるスマホの利用に関する安全教室を計画し、性犯罪等の被害防止や友人間のコミュニ
　　　　　　　ケーショントラブルを回避する指導を教育相談の視点も踏まえ実践する。
【進路指導】　　進路指導室の機能については新しい形を検討する。進路面談や進路に関する学校行事を充実させ生徒の進路意識の向上を図り、朝
　　　　　　　学、模試等進路実現に向けた学習活動を活性化させる。
【開かれた学校づくり】　　コミュニティスクールの導入に当たり、ホームページの更新をこまめに行い、地域の方々に学校の様子を迅速に周知で
　　　　　　　きるよう工夫する。
【危機管理】　　緊急時の対応マニュアルを周知し、緊急時に適切な対応ができるように工夫する。
【総合学科】　　２年目となる週３２時間授業の実施に関する検証を引き続き行うとともに、科目選択のあり方に関する研究を行う。
【施設・設備】　丁寧な点検を続けるとともに、引き続き、教職員の要望を聞き最大限の努力をする。
【業務改善】　　入学定員増とそれに伴う平成３０年度からの講座数増加に対応するとともに、コミュニティスクールの導入に伴う業務の増加に対
　　　　　　　応できるよう、業務分担の見直しを図る。また、その後に訪れる入学定員及び教員定数の減少を視野に入れながら、分掌組織と部活
　　　　　　　動の再編統合の見通しを立てる。

・教務支援システムの
入力に係るチェックを
円滑に実施する。

4：各教員による入力が常に正確に行
われた。
3：各教員による入力の誤りを速やか
にチェックすることができた。
2：各教員による入力の誤りをチェッ
クすることができた。
1：各教員による入力の誤りが見過ご
されることがあった。

3

導入３年目となり、システム担任教員が入力に係る問題に
素早く対処することができるようになったため、昨年度ま
でに比べると問題を未然に防ぐことができた。各教員によ
る入力の正確性については、引き続き追求していく必要が
ある。

・年休や代休を取りや
すいように考査期間中
の午後などに会議や研
修を設定しないように
する。

4：年休・代休を十分に取りやすい環
境を作ることができた。
3：年休・代休をほぼ取りやすい環境
を作ることができた。
2：年休・代休を取りやすい環境をほ
とんど作ることができなかった。
1：年休・代休を取りやすい環境を全
く作ることができなかった。

3

時間変更の難しい総合学科であり、部活動顧問の業務もあ
る中、土日の勤務等を確実に記録し、考査期間中の行事を
なくし、個人的にも声掛けをすることにより休みを取るこ
とを促した。まだまだ不十分ではあるが、比較的年休・代
休を取りやすい環境であった。

施
設
・
設
備

１　施設・設備
の点検、整備

限られた予算の中
で、十分に行われて
いる。
今後も生徒の安心・
安全な環境づくりの
ために、広く意見を
聞きながら業務を進
めてほしい。

Ｂ

業
務
改
善

・分掌業務の見直しや
部活動の統合等を検討
し、教職員の業務負担
の軽減化を図る。

4：分掌業務の見直しや部活動の統合
等について十分検討を行い、業務負
担を大いに軽減できた。
3：分掌業務の見直しや部活動の統合
等について検討を行い、業務負担を
少し軽減できた。
2：分掌業務の見直しや部活動の統合
等の検討を行ったが、あまり業務量
を軽減できなかった。
1：分掌業務の見直しや部活動の統合
等の検討を行うことができなかっ
た。

2

分掌業務の見直し等、検討は行ったものの明確な業務の改
善には至っていない。新たな今日的な課題もあり、対応す
べくスクラップアンドビルドが必要であるが、なかなかス
クラップの部分が困難である。会議の短縮化、効率化等で
業務軽減を図った。


