
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

家庭での普段の平均学習時間が１時間以内であると回答した生
徒の割合が75％と、昨年度の72％から3ポイント上昇しており、
昨年度に比べて自主学習時間が少ない生徒の割合が増えてい
る。なかでも3年次生が72％と、昨年度の3年次生の60％から12
ポイント上昇しており、進路決定を控えても学習時間が少ない生
徒の割合が増えている。1年次も78％と、昨年度の1年次生の
72％から6ポイント上昇している。現在の3年次生は、1年次から
学習習慣が身に付かず、そのまま現在に至ってしまったという感
がある。1年次にいかに自主学習の習慣を身に付けさせるかと
いうことが課題である。

・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

分かりやすい授業が行われていると回答した生徒の割合が
86％と、昨年度の78％から8ポイント上昇している。中でも3年次
生は、2年次であった昨年度の71％から81％と10ポイント上昇し
ている。また1年次生は90％の生徒が肯定的に評価している。
今後、新学習指導要領への移行に伴い「主体的・対話的で深い
学び」がより一層求められるが、中でも「対話的」な学びのある授
業が実践できるよう、研修を深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。

4

本年度のイエローカードでの指導件数は現時点で延べ１０件で
あり、着実に減少傾向にある。内容の多くは、軽微な服装や身だ
しなみに関する指導であり、生徒はその場もしくは約束の期日ま
でに正している。
生徒の多くは、身だしなみや正しい生活習慣についての常識を
持っている。今後、対症療法的な指導のみならす、マナーを守る
健全な心の育成にも力を注ぐ必要性がある。

・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

登校時の交通指導は全教員体制で行い、生徒の安全な登校環
境の確保に努めている。また、下校時の交通指導はPTAとも連
携し、生徒課教員を中心に保護者とともに、生徒の交通ルール
の遵守を呼びかけている。生徒は、各自の通学路の危険箇所
等を意識して、安全な登下校を行っているようである。
１学期は、入学当初通学路に慣れていない１年生による自転車
の接触事故が２件発生したが、現在まで大きな事故や交通マ
ナーに関する苦情などは寄せられていない。

生徒指導が行き届い
ており、服装の乱れも
なく、感じのいい生徒
が多い。学校全体の
雰囲気が、生徒指導
面での落ち着きをもた
らしていると言える。い
じめ問題へも早期に対
応できている。登下校
時の自家用車での乗
降について、一部ルー
ルが守られていない。
今一度徹底していただ
きたい。

学
習
指
導

１　基礎・基本の
　　定着

新学習指導要領を見
据えて分かりやすい授
業を行ったり、自主的
な学習の定着を図る
ために週末課題を出し
たりと、学校も工夫・努
力をしている。しかし、
生徒の実態は、自主
学習時間が少ない状
況にある。今後は、い
ろいろな仕組みをつな
いで、新しいアイデア
も出しながら、この課
題に対応していかない
といけない。

C

生
徒
指
導

１　基本的生活
　　習慣の育成
　　とマナーの
　　向上

平成３０年度　山口県立長府高等学校　学校評価書　　　校長（金石　芳朗）

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】　　○　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】　　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、主体的な学習習慣の確立と学力向上を図る必要がある。
【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】　　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、学校の情報発信が充実してきている。この流れをさらに進め、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】　　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】　　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ている。高大接続改革や新学習指導要領
　　　　　　　に対応した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。

【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、授業研修等を通
　　　　　　　　して工夫するとともに、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】　　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。また、担任と連携し、いじめ
　　　　　　　　問題の予防的指導に力を注ぐ。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。コミュニティ･スクールを活用し、地域
　　　　　　　　と連携し、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】　　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】　　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】　 安心安全な教育環境づくりに努める。危険箇所等を早急に補修、整備する。
【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。時間外業務時間を削減し、年休や代休を取得しやすい環境づくりに
　　　　　　　　努める。

A



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：いじめ防止の取り組みにより、大いに
効果が見られた。
３：いじめ防止の取り組みにより、ある程度
効果が見られた。
２：いじめ防止の取り組みには、あまり効
果が見られなかった。
１：いじめ防止の取り組みを行うことができ
なかった。

4

今年度のいじめ認知件数は現時点で２件である。いずれも生徒
本人から教員に申し出があり、担当の教員が迅速かつ適切な対
応を行い、解消に至っている。アンケートも学期に一度行い、い
じめの早期発見に努めている。
生徒は、心配事や悩みなどがある場合、教員に相談するケース
も多くあり、生徒の教員に対する信頼度は概ね良好だと思われ
る。

・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

各年次と十分に連携を取り、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。教育相談アンケートを各学期
に一回行い、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

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：進路指導室の利用生徒総数が延べ５０
０人を超えた。
3：進路指導室の利用生徒総数が延べ４０
０人を超えた。
2：進路指導室の利用生徒総数が延べ３０
０人を超えた。
1：進路指導室の利用生徒総数が延べ３０
０人未満であった。

3

２月中旬時点で、年間の進路指導室の延べ利用者数は、１、２
年次生合わせて１００人余り、３年次生で３００人以下と、昨年並
みの数値となっている。ただ、３年次生は２学期以降、一般入試
を希望する生徒が、放課後積極的に利用していたことは明るい
材料である。ただ、１・２年次生の利用が進まないことが課題な
ので、進路委員を利用してのＰＲ活動や、ネット検索の利便性を
高めるなどの工夫が必要だと考えられる。

・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。

3

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、いやいややらされている感が
強い生徒も多いことは否めない。そのあたりの意識改革が課題
であろう。
今年度は４年制大学への進学希望者が減少し、３年次生の進
学模試受験状況は、例年よりも少ない状況である。しかし、進路
希望の多様化の中、短大や看護専門学校希望者対象模試の受
験は堅調であった。 ３年次生に対しては平日の課外も設定はし
ているが、時間数の確保が難しく効果的な実施は難しい。

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。

2

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。しかし、高いレベルを目指そうという前向きな生
徒が少なく、進路意識を高揚させる取り組みも必要であると考え
られる。

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てい
る。しかし早々に志望を引き下げる生徒も見られ、３学期まで頑
張る生徒を育てることも必要だと思われる。

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

学校ホームページによる学校行事等の配信をこまめに行うこと
により、学校の様子を広く世間に伝えることができた。内容は充
実してきたので、今後はホームページの見やすさを更に工夫し
て、多くの方々にアクセスしていただけるよう改善していく必要が
ある。

２　学校行事の
　　充実

・オープンスクールや授
業公開等の学校行事で
来校者に満足いただける
内容を実施する。

4：来校者に大いに満足いただき、受検者
の大幅な増加につながった。
3：来校者におおむね満足いただき、受検
者の増加につながった。
2：来校者におおむね満足いただいたが、
受検者の増加にはつながらなかった。
１：来校者に満足していただける内容を実
施できなかった。

3

市内の生徒数が減少し本校の入学定員も減少する中、オープン
スクールには定員の約3倍という、昨年度とほぼ同じ割合の中学
生に参加していただいた。推薦入試の段階ではあるが、入学定
員の減少にもかかわらず昨年度とほぼ同じ人数が受検し、倍率
は上昇した。

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。

4

秋の長府時代まつりや冬のマラソン大会などの地域行事に生徒
や教職員が積極的に参加し、地域の方々と共に活動することに
より、本校に対する地域の理解が進み地域の活性化に貢献す
ると共に、生徒も参加に向けた準備を通して成長することができ
た。

１　危機管理体
　　制の確立

・防災意識を高めるととも
に、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。

3

大きなトラブルもなく避難訓練を実施できている。基本的
な知識は身に付けているが、様々な場面を想定して訓練
することにより、より高い防災意識を育てていきたい。

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

定期的な保健だよりや必要に応じた臨時号の発行の加え
て、長府高校のホームページにも掲載することにより早く
かつ広く情報を提供している。またこの保健だよりを使っ
て各クラスで保健指導を行うことができるように工夫してい
る。

毎月の定期点検を確
実に実施し、危険箇所
や補修箇所は速やか
に対応している。定期
的な保健便りの発行
だけでなく臨時的な発
行により、保健に関す
る情報を適切に提供し
ている。これまでの取
組をさらに続けてほし
い。今後は、地域とと
もに実施する避難訓
練などの工夫も考えら
れる。

A

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

四年制大学への進学
希望が減少しているも
のの、総合学科の特
色がよく出た進路状況
であり、学校は進路希
望の多様化によく対応
している。今後も、子ど
もの適正を踏まえた進
路指導を続けてほし
い。

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り

学校ホームページによ
る学校行事等の配信
をこまめに行ったり、
地域行事に積極的に
参加したりして、開か
れた学校づくりに努め
ている。今後の展開が
楽しみである。更に工
夫していってほしい。



３　学校安全対
　　策の充実

・安全点検を毎月１回実
施に加えて、学校環境衛
生定期検査を完全実施
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。

4

生徒の整備委員による安全点検および教員による毎月の
定期点検と学期末の安全点検を実施し、危険箇所や補修
箇所への早い対応ができた。また保健委員による毎日の
健康調査や、養護教諭による環境衛生定期検査により学
習環境を整えることができた。

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。

3

科目選択に関する生徒の満足度は最近３年間は85％前後で推
移しており、概ね希望どおりの科目を選択できている。また、芸
術系や保育系への進学を目指す生徒は、系統的な科目選択を
行い進路実現に向けて適切な選択ができている。しかし中に
は、進路が定まらないために安易な科目選択を行い、必要な学
力を付けることができない生徒や、本人の適性に対して高度な
内容の科目を選択した結果苦労する生徒も一部に存在してい
る。

２　高大接続改
　　革及び新学
　　習指導要領
　　への対応

・調査書の様式変更に対
応し、生徒指導要録の作
成に係る新たなマニュア
ルを作成する。

4：新たに作成したマニュアルに沿って、円
滑に生徒指導要録を作成できた。
3：新たに作成したマニュアルに沿って生
徒指導要録を作成し、マニュアルの改善
点を発見できた。
2：新たなマニュアルを作成することができ
た。
1：新たなマニュアルを作成するに至らな
かった。

2

国や県から生徒指導要録に係る新たな具体的な内容が示され
ないまま現在に至っている。また、12月に教務支援システムの
更新があったため、現在マニュアルを作成している最中であり、
指導要録の作成には間に合う予定である。

・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

毎学期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。点検もこまめに行っているが、施設、設備ともに老
朽化が進んでいること、財政が厳しいこともあり、十分な教育環
境とは言い難い。

・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

施設設備老朽化のため補修経費がかさんだが、今後、テニス
コート照明取付工事や廊下の生徒用ロッカーを更新する予定で
ある。今後も保護者や生徒の要望を踏まえ、安心安全な教育環
境整備を進めたい。

学校の組織等

１　分掌業務の
　　見直し

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

B

進路実現に向けて適
切な科目選択ができる
よう更に努めてほし
い。手探りの部分もあ
るが、学校は努力して
いる。総合学科の意義
について深め、実践に
努めてほしい。

A

【学習指導】授業の在り方の工夫により生徒に分かりやすい授業が行われてきているものの、自主学習時間の不足などにより生徒の基礎学力の高まり
　　　　　が不十分である。対話的な学びについてもさらなる研究が必要である。
【生徒指導】いじめや、生徒同士の人間関係トラブルに関しては、アンケートや生徒からの申し出、教員による日常観察によって、未然に防がれている
　　　　　ケースは多い。しかしながら、認知や対応が後手に回ることも多くかった。
【進路指導】きめ細かい面談等によって早めの進路意識の高まりが見られ、推薦入試に向けた対策（小論文指導や面接）も実施できているが、より高い
          レベルを目指す意欲的な生徒が少ないことが課題である。
【開かれた学校づくり】ホームページの更新をこまめに行うとともに、地域の行事等にも積極的に参加し、地域との交流も進んでいる。今後は、ホーム
　　　　　ページの見やすさなどに一層の工夫を加え、学校の魅力をさらにアピールしていく必要がある。
【危機管理】定期的な環境調査や安全点検により、諸問題や危険箇所への早い対応が可能となり、安心・安全な学習環境を提供することができている。
　　　　　自分の身は自分で守ることができるよう、危機管理意識をいっそう高めることが今後の課題である。
【総合学科】新学習指導要領への移行や高大接続改革への対応は進められており、引き続き研究を行っていく必要がある。
【施設・設備】定期的な点検により危険箇所を発見し、補修を行った。安心安全な教育環境整備とともに、少しでも快適な学校生活が送れるような取組
　　　　　を進めたい。
【業務改善】夏季休業中の学校閉庁日や部活動休養日の設定、留守番電話の導入、会議の短縮化・効率化、ＩＣカードの導入による時間管理意識の高揚
          等により、全体としては時間外業務時間は減少している。しかしながら、分掌業務や部活動の統合については進んでおらず、特定の教員に負
          担がかかっている。

７　次年度の改善策

【学習指導】対話的な授業を工夫することにより生徒一人ひとりの学習意欲を喚起し自主学習時間の増加と学力向上に結び付くような授業の在り方につ
　　　　　いて、教員のさらなる研修が必要である。
【生徒指導】今後は、予防的・開発的生徒指導に力を注ぎ、トラブルの発生を防ぐことも必要である。また、教員一人ひとりが、研修に積極的に参加す
　　　　　るなど研鑽に努め、生徒指導に対する資質を向上させることも必要である。
【進路指導】生徒が利用しやすい進路指導室の運営を考えるとともに、面談やガイダンスの充実、教員の進路指導に向けた研修等も取り入れながら、生
　　　　　徒の意欲向上に向けた意識改革を図る。
【開かれた学校づくり】本校の特色が地域住民や中学生に分かりやすく伝わるよう、ホームページの見やすさと掲載内容について一層工夫する。コミュ
　　　　　ニティ・スクールの特性を生かして、学校行事や地域行事への参加の在り方を一層工夫していく。
【危機管理】緊急時に適切な行動が取れるよう、情報提供するとともに様々な訓練を重ねていく。
【総合学科】新学習指導要領の実施と高大接続改革を念頭に教育課程の見直しと科目選択の在り方に関する検討を行う。
【施設・設備】今後も定期的な点検を継続する。長年の懸案であるトイレについて、限られた予算内で、少しずつリニューアルできるように計画中であ
　　　　　る。
【業務改善】教職員全体の時間管理意識を高め、全体としての時間外業務時間の削減を図る。特定の教員に業務の負担がかからないよう業務量の平準化
　　　　　を図ったり、時間外業務の主たる要因である部活動の適切な運営を徹底したりする。

・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ほか、夏
季休業中に学校閉庁日を設けたり、部活動の休養日を週一回
取り入れたりして、時間外業務は昨年に比べて６％減少した。学
校評価アンケートの「年休や代休を取りやすい環境か」の問に対
しては、６５．７％が肯定的な回答であったものの、昨年度の６
９．７％に比べて下がっていた。来年度も、教職員の心身の健康
保持のために、時間外業務時間の削減に向けて取り組む必要
がある。

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

働き方改革を推進していく上で、分掌業務の見直しや部活動の
統合等は必要不可欠である。本年度は検討は行ったものの、実
施するには至らず、教職員の業務量の軽減にはつながらなかっ
た。

A

危
機
管
理

総
合
学
科

施
設
・
設
備

１　安心安全な
　　教育環境整
備

校内の人的資源も活
用して、限られた予算
の中で、十分対応して
いる。今後も安心安全
な教育環境を整備す
るために努力を続けて
ほしい。


