
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。

2

学校評価アンケートで「家庭での普段の平均学習時間が１時間
以内」と回答している生徒の割合が72.2％と、昨年度の72.4％と
ほぼ同じである。「2時間以上」と回答した割合は6.9％から9.5％
と微増しているが、全体として家庭学習時間が不足している。特
に、2年次生については、「０～30分」と回答した割合が54.5％と
高くなっている。また、放課後の自習室等の利用状況も、昨年度
に比べ活発になっているとは言い難い。
課題の工夫は各教員で行っており、課題の提出状況が改善さ
れない生徒に対しても粘り強く指導しているが、学習に対する意
識を変えるには至っていない。「過重な負担」「単なる作業で学
力向上に結び付かない」ではいけないが、「負荷をかけて鍛え
る」ことは大切であり、課題の工夫が必要である。

・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

夏期休業中に外部講師を招いて授業改善に関する教員研修を
開き、また「主体的・対話的で深い学び」に関する国の動向を紹
介するなど、教員の意識向上を図った。授業評価アンケートの
結果もグラフ化して共有を図りやすくしたが、生徒はおおむね好
意的に授業を評価している。一方で、学校評価アンケートで「授
業が分かりやすい」と回答した割合が77.9％と、昨年度の83.5％
から下落し、27年度・26年度とほぼ同じ割合であり、自由記述に
「授業がわかりにくい」「授業アンケートの結果をいかしてほし
い」と書いた生徒もいる。生徒との対話を通して授業の見直しを
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

指導を受けた生徒数は、昨年度の大幅減から若干ではあるが
減少した（２２→１９）。指導の成果と言うより、生徒の規範意識
が向上したことが服装違反減少の最大要因である。指導を受け
る生徒は一部の者に限られているので、今後個別指導を充実さ
せ、指導数０を目指したい。
一方で、懲戒処分の数は27年度に大幅に減少したが、昨年度
から増加傾向にあり（１→５→５）、同じ生徒が問題行動を繰り返
す事案も増えている。未然防止はもちろん再発防止のための事
後指導も含め、保護者と協力しながら指導の徹底を図りたい。

・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：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

保護者にも協力していただき、朝、夕の立哨指導を計画通り実
施できた。朝については登校の実態に合わせ、開始時刻を10分
早めた。昨年度1件まで減少した登下校中の事故は、本年度は
現在報告されていない。交通マナーについての外部からの苦情
も年間で2～3件であった。歩きスマホや道路の横断、自転車運
転中のイヤホン使用については、改善されておらず今後も継続
的な指導が必要である。

学
習
指
導

１　基礎・基本の
定着

生徒の自主学習時間
を増やすために学校
として粘り強い指導を
行ったり、新学習指導
要領の実施を見据え
「主体的・対話的で深
い学び」等の研修を
行ったりしているところ
は評価できる。しか
し、家庭学習時間の
不足している生徒に対
して、キャリア観を身
に付けさせたり保護者
と連携したりする等、
何らかの形で改善が
必要である。

Ｃ

平成２９年度　山口県立長府高等学校　学校評価書　　　校長（吉岡　道郎）

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）キャリア教育に係る取組の質的な充実を図る
　　　　　　　　　　　　①　「産業社会と人間」、「総合的な学習の時間」を柱とした進路意識の醸成
　　　　　　　　　　　　②　きめ細かいキャリア・カウンセリングの継続的な実施
               　       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】　　○　主体的に学習に取り組もう　　　　　○　気持ちのよい挨拶をしよう

【学習指導】　　生徒が主体的に学習に取り組む時間が増えるよう、課題の分量や内容を工夫し、思考の活性化と学力向上につなげる工夫が必要である。また、授
                   業評価の活用や教科の枠を超えた互見授業などを通して、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】　　朝学や週末課題の定着により、基礎学力の向上に進展が見られる。進路指導室の利用については、生徒へのＰＲや資料の充実により改善を図りた
                  い。また、生徒の幅広い進路希望に対応するために、今後も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】　　コミュニティスクールの開始に伴い、地域との連携を進めるために、ＨＰの充実をはじめ学校の様子を迅速に公開することが望まれる。ま
                  た、入学生が２年連続で定員割れしたことを踏まえ、中学生に本校の魅力を伝えていくことが必要である。
【危機管理】　　毎日の健康観察や定期的に安全点検を実施することで、安心安全な学校づくりをめざし、危機管理や安全対策に進展がみられた。
【総合学科】　　週３２時間授業の導入２年目となり、今後生じる新たな課題に対応しながら、すべての生徒の夢の実現を支援する教育課程の編成をめざすことが必
                 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。また、教務支援システムを、分掌間の連携により一層
                 スムーズに運用していくことが必要である。

【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の効果的な活用を通して、分かる授業の実践に取り組む。また、生徒が主体的に学習
                   に取り組む時間が増えるよう、課題の出し方や定期考査問題の工夫等を行うことで、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】　　推薦やＡＯ入試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生徒の進路実現をサポートするとともに、進後の学力保障の
                  意味においても、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、地域との連携を進めるとともに、学校見学会などの行事を工夫
                  すること等により、本校の魅力を中学生に発信し、受検生増につなげる。
【危機管理】　　生徒の防災意識の向上と危機管理意識の醸成をめざし、緊急時に迅速かつ適切な行動が取れるよう訓練を重ねる。
【総合学科】　　生徒一人ひとりの個性を伸ばし、学力を高め、進路希望の実現に結び付く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一層円滑な運用を図るために各分掌間の業務
                    を見通した運用マニュアルを作成する。

生
徒
指
導

１　基本的生活
習慣の育成とマ
ナーの向上

Ｂ

服装等の気になる生
徒は見かけない。地
域で見かける生徒の

姿から、生徒の育ちや
行き届いた生徒指導
が行われていることを
感じる。これからも粘
り強く指導を継続して

いただきたい。



・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。

3

各年次との連携、外部機関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。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

生徒理解を深めることができるような研修を実施した。外部機関
と連携した講演会に加え、各クラスでの人権ＬＨＲにも取り組ん
だ。
今後は、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。

・進路指導室の利用推進
と、進路委員の活動を活
発化させることにより、積
極的な受験情報取得と
進路意識の高揚を促す。

4：進路指導室の開放を毎日行い利用生
徒総数が延べ６００人を超えた。
3：進路指導室の開放がほぼ毎日で利用
生徒総数が延べ５００人を超えた。
2：進路指導室の開放が1２０日以上で利
用生徒総数が延べ４００人を超えた。
1：進路指導室の開放が1００日程度にとど
まり、利用生徒総数が延べ４００人未満で
あった。

2

1月末の時点で、年間の進路指導室利用者数は、合計４２０人
を超えた数値となっている。１、２年次生にとっては、少し敷居が
高いように感じられているようなので、進路指導の立場からもう
少しＰＲを行い、気軽に顔を出せる雰囲気作りを行いたい。　特
に、進路関係の情報収集に対する意識が希薄なので、学年とも
連携をとって利用促進を勧めたい。
さらに、近年急速に普及してきた「ネット出願」に、進路指導室で
も対応できるような環境を整えたい。

・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。

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が、自ら意欲的に取り組めて
いない生徒も多く、実施方法に工夫が必要かもしれない。
３年次生の模試受験状況は、夏休みまでは３分の２以上の受験
者を数えた。２学期以降は推薦・ＡＯ入試の受験者が模試から
離れたが、最後まで学力向上に目を向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
の個人的な協力で実施できた科目も多かった。

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、進路選択に向けた相談
が行われているが、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、より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
降は場面に応じた面談が実施され、生徒の進路指導に適切な
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

学校のトピックスをブログ形式でこまめにホームページに掲載す
る試みを行い、前年度までと比較して大幅に更新回数を増やす
ことができた。アクセス回数も毎日数十件はあるが、さらにアク
セス回数が増えるよう、ホームページの構成などに工夫ができ
るとよい。
また、緊急メールも荒天やＰＴＡ連絡等を中心に前年度並みの
送信を行った。登録数も９０％台半ばを推移している。

２　学校行事の
充実

・学校見学会等の学校行
事で来校者に本校の良
さをＰＲし、受検者の増加
につなげる。

4：来校者に十分にＰＲすることができ、受
検者の大幅増につながった。
3：来校者に十分にＰＲすることができ、受
検倍率の上昇につながった。
2：来校者にＰＲすることができたが、受検
倍率は上昇しなかった。
１：来校者へのＰＲが不十分で、受検倍率
が低下した。

3

昨年度までの「学校見学会」を「オープンスクール」と改称し、参
加した中学生に模擬授業を体験してもらった。参加した中学生
が昨年度と比較して約100人増加し400人を越えた。
また、長府高祭も、工夫した発表や展示が行われ、例年より多く
の来校者に楽しんでいただいた。
受検者は、推薦入試倍率が1.1倍と、昨年度及び一昨年度の1.0
倍から若干上昇した。

１　危機管理体
制の確立

・防災教育の内容を充実
し、実施する。

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

2

火災による避難訓練を舞い計画し実施し、避難方法や避難経
路の確認をすることができた。特に訓練日を周知しない訓練も
行い、滞りなく終えることができた。しかし、避難訓練の重要性に
対する認識が低く、緊張感ある訓練にすることができなかった。
３月には地震や津波に対する避難訓練及び昨年に引き続き引
き渡し訓練を計画しており、避難訓練のこれまでの反省をもとに
より充実したものにしたい。また防災教育の一環として専門家と
連携した防災出前授業を実施し、防災に関する関心を高めると
ともに知識を深めることができた。

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。

3

インフルエンザが大流行している今年、各クラス罹患者はいるも
のの学級閉鎖までにはいたっていない。手洗いやうがいの励行
及びマスクの着用等、保健だよりを通して呼びかけており、必要
に応じて臨時号も発行している。また保健室での適切な対応に
より、感染拡大を防いでいる。

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。

2

毎月の点検までは実施できなかったが、危険箇所・補修箇所は
その都度改修を行い、今年度も大きな事故や怪我等もなく安全
に学校生活を送ることができている。

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

・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。

3

担任教諭を中心としたガイダンスにより、生徒たちにとって満足
いく科目選択となった。ここ数年の科目選択群の調整によって、
希望進路に対応した科目を選択しやすくなった。
一方、科目選択の最終決定時期がインターンシップの直前であ
ることから、インターンシップの経験を踏まえて希望進路が変
わった生徒に対する対応ができない。県提出書類の関係で最
終決定時期を定めているが、インターンシップ直後の科目選択
変更の可能性について、今後検討する必要がある。

これまでの積み重ね
により、科目選択をす
る生徒たちにとって満
足のいくよう、指導の
工夫が行われている。
ただし、インターンシッ
プの経験を踏まえて
希望進路が変わった
生徒に対する対応に
ついて、検討していく
必要がある。

Ｂ

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り

ホームページの更新
回数も増え、緊急メー
ルの登録数も９０パー
セントを超える等か
ら、情報発信に努力し
ている姿勢がうかがえ
る。また、「オープンス
クール」と名称を変え
たり、模擬授業を企画
したりすることにより参
加者が大幅に増加し
ている。開かれた方向
に向かっているが、さ
らに努力していってほ
しい。

Ａ

危
機
管
理

保健管理能力の育成
については、インフル
エンザの感染拡大を
防いでいることから、
学校側の努力がうか
がえる。ただし、訓練
日を周知しない避難
訓練に際し緊張感に
欠けるところがあった
点や、安全点検の内
容を充実できなかった
点についてさらなる改
善が望まれる。

Ｃ

進
路
指
導

１　向学心の高
揚と実力の養成

　「ネット出願」にも対
応できるような進路指
導室の環境づくりとい
う課題と、生徒が主体
的に自分のキャリアに
ついて考えていく姿勢
をどのように育成して
いくかという課題を残
してはいるものの、多
岐にわたる進路希望
に対してよく指導され
ている様子がうかがえ
る。

Ｂ

生
徒
指
導

２　教育相談体
制の充実



・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。

3

敷地工作物、建築物の劣化状況等を、定期に目視点検を実施
し、今年度末に報告した。
日頃から点検を念頭に補修個所の把握に努めた。
点検者以外からも情報が得られ、今後も幅広随時にく情報を把
握したい。

・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

水泳プールの循環浄化装置改修（ろ材、内部配管取替他）を実
施した。
体育館2Fの暗幕を取り替えた。

・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。

2

教室、屋外の老朽化した照明器具取替、弓道場屋根補修を
行った。
調理教室の配電線増強を行った。
予算が限られており、緊急性・重要度の高い要望箇所から修理
等をした。

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
テムの円滑な運
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

施
設
・
設
備

１　施設・設備の
点検、整備

限られた予算の中で
よく努力している。施
設・設備は、生徒の安
心安全とよりよい学び
のための重要な要素
である。創意工夫でき
る範囲で努力してほし
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、大学入試改革に伴
う校内体制の見直しや新たな今日的課題もあり、業務の改善に
は至っていない。部活動の統合については、今後予想される入
学定員及び教職員定数の減少を考えたとき、回避できない問題
であるが、本年度実施することはできなかった。

【学習指導】　　高校生としての学習習慣の定着は不十分である。教員研修の成果を生かし、生徒と対話しながら授業改善を行っていくとともに、
　　　　　　　課題の分量や内容を工夫するなど、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】　　服装や頭髪違反等で注意を受ける生徒や、登下校中の事故や交通マナーに関する外部からの苦情も減少している。
　　　　　　　相談活動においても生徒理解の下、十分な対応ができている。ＳＮＳ等のトラブルについて、未然防止についての指導を充実させる。
【進路指導】　 能動的な学習習慣を身に付けるためにも、進路関係のガイダンスや行事の充実を図り、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】　　ホームページ内の学校トピックスを随時更新することにより、学校の情報発信を充実させることができた。来年度は、
　　　　　　　さらに分かりやすい情報発信を行い、地域との連携を一層スムーズに行うよう工夫する必要がある。
【危機管理】　　保健室や事務室と連携を取りながら学校保健安全に対して早目に対応することができた。今後は危機管理意識を高めることが大き
　　　　　　　な課題である。
【総合学科】　　科目選択群の編成がほぼ固定され、生徒の選択や時間割編成等をスムーズに行うことができるようになった。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っているか検証する必要がある。
【施設・設備】　建築後の経年劣化で老朽化が進行しているが、計画的実施以外は、限られた予算内で緊急性・必要性等を考慮し、優先するものか
　　　　　　　ら実施した。
【業務改善】　　部活動の休養日の徹底、業務改善意識の浸透、会議の短縮化・効率化等により、時間外業務時間については減少傾向にある。分掌
　　　　　　　業務や部活動の統合については、教職員の声を聞きながら、見直しを検討していく必要がある。

７　次年度の改善策

【学習指導】　　「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、生徒同士及び生徒・教員間での対話が学力向上に結び付くような授業の在り方を
　　　　　　　模索するとともに、課題の分量や内容について検討し、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】　　一部の問題行動を繰り返す生徒について、保護者や関係機関と連携した指導の充実を図る。家庭環境に課題のある生徒について、
　　　　　　　実態の把握や対応について改善策を検討する。
【進路指導】　　早期の進路希望の確定と、特に推薦入試に向けた対策（小論文指導や面接）を充実させる。また、進学後の学力保障に向けた学習
              習慣の継続を目指す。
【開かれた学校づくり】　　ホームページの更新をこれまで以上にこまめに行い、多くの方にアクセスしてもらえるよう工夫をする。
【危機管理】　　緊急時に適切な対応ができるよう、指導の充実を図るように工夫する。
【総合学科】　　科目選択の決定時期について検討するとともに、新学習指導要領の実施を念頭に科目選択の在り方に関する研究を行う。
【施設・設備】　修繕必要箇所の把握に努め、引き続き予算要求を行う。
【業務改善】　　教職員の多忙感を解消し、時間外業務の削減を図る。大学入試改革に伴う校内体制の見直しや、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円
滑な運用に係る校内シス
テムの構築を図る。

4：運用マニュアルを作成し、各分掌間の
連携が円滑に行われた。
3：運用マニュアルを作成し、各分掌間の
円滑な運用のための準備ができた。
2：マニュアルの作成には至らなかった
が、ある程度円滑に運用できた。
1：マニュアルの作成ができず、各分掌間
の運用に混乱がみられた。

2

運用の在り方については、具体的な事案が起こるたびに修正
し、今年度は入力の誤りもほぼ無くなりスムーズに運用ができる
ようになった。ただし、マニュアルとして文字化するには至らな
かった。
来年度は現在の教務支援システムの期限が切れ、新しいシス
テムが導入される見通しである。現在のものよりも良いシステム
を構築し、運用体制もシステムに合わせて見直しをする必要が
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

考査期間中の午後などに会議や研修を設定しなかったこと、教
職員に対しても年休の消化を促したこと、部活動の休養日を推
奨したこと等により、時間外業務は昨年に比べて、一人当たり
月別で１３時間減少した（平成２９年末現在）。学校評価アン
ケートで、本年度新たに「年休・代休を取りやすい環境」につい
て設定したところ、約７割の教職員が肯定的意見であった。ただ
し、月８０時間の「過労死ライン」を超える教職員が十名近くお
り、心身の健康保持のためにも時間外業務の削減に努めていく
必要がある。


