
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によれば、家庭での普段の学習時間が１時
間以内の者が72％である。昨年度の75％より低下し一昨年度
と同じ数値である。学年別では、３年次生が55％で昨年度
(72％)・一昨年度(60％)より低く、最近３年間では自主学習時間
が最も長い。一方で、２年次生は85％で昨年度(75％)・一昨年
度(84％)より高く、１年次生も79％で、昨年度(78％)・一昨年度
(72％)より高い。１年次での学習習慣の確立が大切であること
を考慮すれば、現１、２年次生は学習習慣が定着していないと
いえる。各教科で課題の工夫をしているものの、成果が上がっ
ているとは言い難い。

・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

学校評価アンケートによれば、「学力向上に取り組んでおり、分
かりやすい授業が行われた」の設問に対する「そう思う」「やや
そう思う」との回答割合が、生徒・保護者とも過去３年間で最も
高くなっている。令和4年度から始まる新しい学習指導要領の
方向性に顧慮した授業方法の工夫等により、授業に対する肯
定的な評価が得られていると考えられる。とはいえ、教科・科目
によっては、工夫の余地がまだまだあるため、今後も引き続き
研修などを通して対話的な授業の実践に努める必要がある。

・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。

2

イエローカードによる指導の件数は、年々減少の一途をたどっ
ている。これには、生徒の服装容儀の乱れが減少していること
が大きな原因である。また、生徒の自覚が十分であり、注意を
受けたとしてもその場で正すことができることもある。高校生の
気質も、時代と共に変化変容していくため、服装指導について
も、単にペナルティを与えるだけの指導方法から、大きく舵を切
る必要がある。

・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

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。生徒が交通事故の被害者や加害者になっ
た件は発生しなかったが、中土居交差点の自転車通行帯や、
豊浦小グラウンド間の市道の通行に関しては、周囲からの指摘
を受けることもたびたびあった。今後も継続して指導を行い、事
故の未然防止や意識の啓発を行いたい。
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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）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】　　○　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】　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する必要がある。

【学習指導】　対話的な授業を実施する上で必要なスキルを高めるための教員研修などを通して生徒の学びを深め学習意欲を喚起する授業を実施していく。
　　　　　　　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】　イエローカードによる、全職員での身だしなみ指導を実施し、効果を再検証する。生徒個々のトラブルに迅速に対応するために、職員同士が普段から
　　　　　　　コミュニケーションをとり、生徒の情報を共有しておく。
【進路指導】　総合学科ならではの取り組みである「課題研究」を充実させるとともに、推薦入試やや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】　ホームページの魅力を高め、多くの方にアクセスしてもらえるよう工夫をする。また、コミュニティ･スクールを活用し、地域との連携を
　　　　　　　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】　生徒の防災意識の向上のために講習会や様々な状況での訓練を行い、危機管理意識の醸成をめざす。
【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に関する研究を行う。
【施設・設備】　安心安全な教育環境整備に努める。
【業務改善】　業務の平準化と並行して、教職員一人ひとりが、業務内容の見直しや業務遂行上の工夫を行うことにより、時間外業務時間の削減に向けて、
　　　　　　　意識的に取り組む。

学
習
指
導

１　基礎・基本の
　　定着

総合学科としての具
体的な学びは、今行
われている学びの方
向性そのものである
ので、それを深く追求
していけば生徒のた
めになる。

学習時間について
は、長さだけの問題で
はないと思うが、改善
の余地があると思うの
で工夫をしてほしい。

教科書も学んでほし
いが、地域とつながっ
た学びは本来の学び
の姿になっている。

B

生
徒
指
導

１　基本的生活
　　習慣の育成
　　とマナーの
　　向上

イエローカードによる
指導については見直
しが必要と思われる。
予防的で、開発的な
生徒指導に力を注い
でほしい。

生徒は落ち着いてい
るので、この状態が継
続していけばよい。

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

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、相談室、
管理職と協議して対応に当たった。今年度の事例はいずれも、
からかいや日常的な人間関係の摩擦によるものであり、いじめ
と認知した一件についても一定期間の観察後、解消が確認で
きた。生徒がためらうことなくアンケートに記入してくれるように
なったことは、担任（教員）との信頼関係が構築できていること
の表れであると思う。今後も、教員間や関係諸機関との連携を
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。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。

4

生徒理解を深めることができるような研修を実施した。県のサ
テライト研修を利用した学習会に加え、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数が延べ５００
人を超えた。
3：進路指導室の利用生徒数が延べ４００
人を超えた。
2：進路指導室の利用生徒数が延べ３００
人を超えた。
1：進路指導室の利用生徒数が延べ３００
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３００人
を少し超えた数値で昨年よりも減少した。インターネット環境を
利用して自分で情報入手を図る生徒が増えたためと推測され
る。また学級担任による指導も細やかに行われているため、指
導室の利用頻度も少なくなった。ただ、１、２年次生の情報収集
対する意識は希薄なので、学年とも連携をとって一層の利用促
進を図りたい。

・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。

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３分の２以上の
受験者を数えたが、２学期以降は推薦・ＡＯ入試の受験に切り
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。

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。

4

ホームページに関しては、学校行事や部活動結果の記事の更
新をこまめに行うと共に、必要な情報の掲載を進め、充実した
ものとなった。また、緊急メールについても必要に応じて早朝に
も発信し、生徒の適切な行動を促すことができた。

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
を確保できた。
3：来校者におおむね満足いただき、受検
者を確保できた。
2：来校者におおむね満足いただいたが、
受検者の確保につながらなかった。
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

オープンスクールの参加者は昨年度より若干減少した。アン
ケートの結果、生徒・保護者とも概ね満足をいただいたと考えら
れる。推薦入試の受験倍率は昨年度に比べるとわずかに低下
したものの1倍を超え、受検者を確保できたといえる。

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。

4

長府地区まちづくり協議会をはじめ、地域の各団体等との連携
により、地域の清掃活動、地域の祭りへの参加、地域住民向け
開放講座、ボランティア活動への参加など、３０件以上の地域
貢献ができた。また、インターンシップの受け入れをはじめ、長
府高祭での展示協力、家庭科の実習への講師派遣など、１５件
以上の学校支援を地域からいただくことができた。さらに、地域
にある歴史博物館、美術館との連携協力のパイプ作りもでき
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。

3

近年自然災害が身近なところでも発生していることから、防災
ボランティア講習会を企画し、実施した。また、２学期の避難訓
練では、初めて生徒自身が自分で判断して避難する訓練を試
みることができた。避難の方法や避難経路についての知識は
高まっていると感じるが、少し緊張感が欠けている場面も見ら
れた。

A

推薦入学等により進
路決定が早い生徒が
増えているが、決定後
も学習のモチベーショ
ンが維持できるよう工
夫してほしい。

引き続き個人面談を
しっかり行い、生徒の
夢や進路の実現に向
けて邁進してほしい。

進路指導室の利用に
ついては、生徒が進
路について自分で調
べてそれで決めるの
ではなく、先生や親と
もしっかり相談して、
視野を広げた上で選
択できるように工夫し
てほしい。

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り

これまで積み上げてき
た努力を基盤にして、
さらに良いアイデアが
あれば実行してほし
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

イエローカードによる
指導については見直
しが必要と思われる。
予防的で、開発的な
生徒指導に力を注い
でほしい。

生徒は落ち着いてい
るので、この状態が継
続していけばよい。

A

避難訓練の実施方法
を工夫してほしい。

様々な災害を想定し、
危機管理に努めてほ
しい。



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。

3

保健室前の廊下にポスターを掲示したり、保健だよりを発行す
るなどにより、疾病や感染症に対する情報提供を行った。胃腸
炎やインフルエンザの流行の兆しがみられたため、注意喚起を
呼び掛け、現在まで大流行には至っていない。

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。

2

毎月の実施には至らなかったが、定期的に安全点検を実施し、
危険個所の早期把握と改修に努めた。また教室の学習環境の
定期検査も計画通り実施しており、これまで大きな事故やトラブ
ル等も発生していない。

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

現在の２、３年次生については、１年次に選択した３年次での系
列や科目を２年次で大きく見直すものが少なく、また進路実現
に必要な科目を選択していなかったために受験できる学校等
が制約されたという声が３年次生からあまり聞かれなかった。こ
れは、１年次にしっかりとした指導のもとで進路選択ができてい
たからだと考えられる。今後とも、進路実現に必要な科目選択
ができるよう、科目の設置の在り方や指導の在り方について引
き続き研究していきたい。

２　高大接続改
　　革及び新学
　　習指導要領
　　への対応

・新学習指導要領の実施
に向けた教育課程の編
成をすすめる。

4：新学習指導要領に基づく教育課程の
骨格が固まった。
3：新学習指導要領に基づく教育課程の
骨格がおおむね出来上がった。
2：新学習指導要領に基づく教育課程の
骨格づくりが進展した。
1：新学習指導要領に基づく教育課程の
編成が進まなかった。

4

各教科からの要望をまとめる形で教育課程の素案を作成し、検
討会議を経て設置科目の在り方が概ね固まった。今後は、科
目の設置の在り方や具体的な指導計画の検討を進めていきた
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

学期ごとに実施さ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。また、屋上の高架水槽点検や水道量の検
針等をルール化し、施設設備の管理強化を図った。しかしなが
ら、体育館照明改修やブロック塀撤去等、まだ、未了箇所があ
る。

・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

予算措置された経費については、計画的に執行した。今年度
は暖冬と生徒・教職員の節減のおかげで光熱水費が低く、生徒
用下足箱が整備できることになった。

学校の組織等

１　業務内容と業
務遂行の在り方
の見直し

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

危
機
管
理

総
合
学
科

施
設
・
設
備

１　安心安全な
教育環境整備

安心安全を確保する
ために、いろいろなと
ころに目を配っておく
こと。

限られた予算の中で、
上手に予算を執行し
てほしい。

【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。特に１・２年次における学習習慣の定着について一層の工夫が必要である。
【生徒指導】基本的生活習慣やマナーの向上については、概ね生徒自身の自覚が十分であると言える。交通ルールの遵守については、継続的な指導が
必要であった。いじめ件数は今年度はかなり減少した。比較的小さいうちに指導・改善を行ったことが功を奏したと思われる。
【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】地域との連携については年々深まっており、学校支援、地域貢献ともに充実したものになってきている。今後は、地域人材の
活用や地の利を生かした取組を進め、地域研究や課題研究等の教育活動の充実を図る必要がある。
【危機管理】今年度新たな場面設定による避難訓練を実施することにより、生徒の実態を把握するとともに、学校の防災組織を見直すことができた。
今後も様々な避難訓練を工夫することにより、緊急時に一人ひとりが適切な判断と行動をとることができるようしていきたい。
【総合学科】新学習指導要領の実施に向けた教育課程編成のめどが立った。今後は、科目の組合せの工夫など細部にわたる検討に加え、観点別評価の
在り方について研究を進める必要がある。
【施設・設備】定期的な点検により危険箇所を早期発見し、安心安全な教育環境を整備することができた。
【業務改善】部活動運営方針の策定、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、少しずつではあるが全体の時間外業務時間は
減少している。しかしながら、業務の平準化の取組が十分ではなく、個人差が大きいという実態がある。今後は、業務の平準化と時間管理意識の高揚
を並行して進め、一層の業務改善に努める必要がある。

７　次年度の改善策

【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、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、安全安心な教育環境を整備する。さらに、少しでも快適な学校生活が送れるような取組みを進めた
い。
【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。

・ICカードと業務時間記
録表を活用して時間管理
の意識を高める。
・行事や会議の簡素化を
進め、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。

3

毎月、全教職員の業務時間記録表をまとめ、時間外業務時間
の状況を全教職員に知らせた。また、夏季休業中における学校
閉庁日の徹底やノー残業デイの設定により、メリハリのある働
き方と休養の確保はある程度前進した。また、これらの取組を
通して、時間管理の意識も徐々に高まりつつある。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、
８５．３％が肯定的な回答をしており、昨年度の６５．７％に比べ
て２０％近く上昇した。今年度４月から１２月までの年休取得の
平均日数は９日以上であった。今後も、教職員の心身の健康保
持のために、業務改善に向けて取り組む必要がある。

業
務
改
善

・ICTを利用して教材や業
務遂行上必要な資料や
データの共有をすすめ、
業務負担の軽減化を図
る。
・部活動において、時間
管理を適切に行うととも
に適切に休養日を設定
するなど、負担軽減を図
る。

４：時間外業務時間の月平均が８０時間を
越えた教職員はいなかった。
３：時間外業務時間の月平均が８０時間を
越えた教職員は２人以下だった。
２：時間外業務時間の月平均が８０時間を
越えた教職員は５人以下だった。
１：時間外業務時間の月平均が８０時間を
越えた教職員は６人以上だった。

1

部活動運営方針の策定、印刷機械の刷新、データの共有化、
会議の効率化等を進め、働き方改革の推進に取り組んだ。そ
の結果、時間外業務時間は、不十分ながら昨年度より減らすこ
とができた。しかし、月平均が８０時間を超える教職員が６人以
上おり、、今後も引き続き業務の平準化や一層の負担軽減化を
図る必要がある。

B

新学習指導要領に
沿ったより良い教育課
程の編成に向けてさら
に考えていってほし
い。

科目選択の満足度に
対する評価が教員で
は低くなっているが、
その理由を探ればよ
り良い方向性が見つ
かるのではないか。生
徒・保護者の満足感と
教員のチャレンジして
みたいという感覚をう
まく生かしてほしい。

A

避難訓練の実施方法
を工夫してほしい。

様々な災害を想定し、
危機管理に努めてほ
しい。


