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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めざす成果・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

教育目標達成に
努力し、実現して
いく学校づくりを
進める。

教育目標や教育方針の
共通理解を図り、互いに
協力する意識を高める。

4：共通理解が十分図られ、教員が協力して
目標に向けた活動ができた。
3：共通理解がほぼ図られ、教員個々の取組
で、目標を意識した活動ができた。
2：個々の教員が目標を理解してはいるが、
目標を意識した活動はできなかった。
1：共通理解が全く図られず、教員の方向が
ばらばらであった。

3

教育目標、教育方針の共通理解を図り、教員個々の取
組で、教育目標の実現を意識した活動が概ねできてい
る。また、教員が一丸となって学校目標達成に向けて協
力する姿勢について、共通理解と実践が図られた。

先生方が生徒のために
よく努力されていることは
保護者は良く理解してい
る。今後ともよろしくおね
がいしたい。

Ｂ

開かれた学校づ
くりを推進すると
ともに、地域、保
護者と連携を深
める。

毎月「いきいき定時」「保
健だより」を発行し、学校
情報を積極的に発信する
とともに、公開授業、体育
祭、保護者会（全体会、個
別懇談）等を通して保護
者との連携を深める。

4：保護者の協力が十分得られ、連携が深
まった。
3：保護者の協力がこれまでよりは得られ、や
や連携が深まった。
2：保護者の協力がこれまでほど得られず、連
携は深まらなかった。
1：保護者の協力が全く得られなかった。 3

「いきいき定時」「保健だより」を月に１回以上発行し、生
徒を通じて保護者へ配布した。教育後援会役員等へは機
会を見て郵送した。また、学校ＨＰに毎月「いきいき定時」
で学校行事の内容等を掲載し、教育活動を提供した。公
開授業、体育祭、保護者会（全体会、個別懇談）等への
参加率は増加。また、担任等と保護者の連絡を頻繁にす
ることで、保護者との連携が深まった。

毎月発行される「いきい
き定時」については、学
校の様子を知る手がかり
となっており、大変助
かっている。緊急メール
については、気象警報時
の休業等の連絡につい
て助かっている。さらにこ
れを有効活用できるよう
検討をお願いしたい。

Ｂ

生徒理解を深
め、生徒の支援
体制を充実させ
る。

教員連絡会での情報交
換や養護教諭・スクール
カウンセラーとの連携に
より、生徒の支援体制を
充実させる。

4：生徒の支援体制がかなり充実した。
3：生徒の支援体制が多少充実した。
2：生徒の支援体制があまり充実しなかった。
1：生徒の支援体制が全く充実しなかった。 4

年度初めや月に一度の生徒情報交換会、日常的な教員
連絡会での生徒の情報交換により生徒の共通理解が深
まった。生徒指導や教育相談的な立場での教員の役割
分担、養護教諭やＳＣとの連携等により、生徒への支援
体制が概ね充実した。不登校生徒はいない。

先生方に親身になって
相談相手になって頂いて
いるので、ありがたい。 Ａ

生徒による授業評価を年
２回実施し、授業の工夫・
改善を行う。

4：生徒による授業評価を実施し、授業の工夫
改善に十分生かされた。
3：生徒による授業評価を実施し、授業の工夫
改善にある程度生かされた。
2：生徒による授業評価を実施したが、授業の
工夫改善には生かされなかった。
1：生徒による授業評価が実施できなかった。

3

生徒による授業評価を１学期末、２学期末に実施した。調
査結果は連絡会において全教員で共有し、全体として改
善すべき点について話し合った。また生徒の要望等をも
とに、各教科でも授業改善に取り組んだ。

大変良い取り組みであ
り、今後も継続してただ
きたい。

Ａ

新学習指導要領の趣旨
をふまえた授業実践を行
う。

4：該当する教科・科目で趣旨を踏まえた授業
実践を十分行った。
3：該当する教科・科目で趣旨を踏まえた授業
実践をある程度行った。
2：該当する教科・科目である程度趣旨を踏ま
えた授業実践をあまり行えなかった。
1：該当する教科・科目で趣旨を踏まえた授業
実践が行えなかった。

3

新学習指導要領の趣旨について、各教科で内容を踏ま
えた授業研究、授業実践に努めている。また、理科にお
いては県教委訪問に合わせて研究授業を実施し、アク
ティブラーニングを用いた授業を実践した。

引き続き取り組みを続け
ていただき、生徒のため
になる教育実践をお願い
したい。 Ａ

教員相互や保護者等へ
の授業公開を実施し、指
導技術の向上に努める。

4：教員相互の授業公開や一般授業公開等を
実施し、指導技術向上に十分生かされた。
3：教員相互の授業公開や一般授業公開等を
実施し、指導技術向上にある程度生かされ
た。
2：教員相互の授業公開や一般授業公開等は
実施したが、指導技術向上に生かされなかっ
た
1：教員相互の授業公開や一般授業公開等が
全く実施できなかった。

3

９月に一般授業公開を実施し、参観者の感想を参考にし
ながら授業改善を行っている。また体育祭を一般公開し、
本校定時制教育の理解を深めた。

一般に公開することは重
要で、大変良い取り組み
だと思います。体育祭を
見学して、通学したいと
感じた生徒がいます。 Ａ

学
校
運
営

教
務

① 連携強化及び業務改善による協働体制の確立
② 一人ひとりに応じた学習指導の充実による基礎学力の向上
③ 生徒理解に基づく生徒指導の充実による基本的生活習慣の確立及び主体的・実践的態度の育成
④ ４年間を見通したキャリア教育の確立による進路意識の向上
【Ｈ２８年度生徒チャレンジ目標】
○基本的なマナーと学習態度を身に付けよう。　　　○仲間への思いやりをもち、お互いのよさを認め合おう。

教育目標・・・・・・校是「天下第一関」のもと、確かな学力・豊かな心・健やかな体の育成を図り、円満な人間性と自立心を備えた人材の育成をめざす。
中・長期目標・・・① 生徒理解を深め、一人ひとりを生かす教育に努める。生徒の基本的な生活習慣の確立を図り、学業と就労の両立を支援する。
　　 　　　　 　　　　 ②生徒の基礎学力の充実を図り、生涯学習社会の一員としての素養を身に付けさせる。
　　　　　　　　　　　③生徒の自主的・実践的態度を育成し、社会の良き構成員を育てる。

①【学校運営】
■学年当初に各分掌の目標が教育目標と合致しているか等を再度協議するとともに整理し、年間を通して教育目標（各分掌の目標を含む）の達成、「めざす
生徒像」の実現を組織的に行えるよう努力する。
■生徒、保護者、教育後援会役員等にも学校通信「いきいき定時」の作成に参画していただき、さらに充実した内容となるよう努力する。また、「緊急メール」
の効果的な活用についても検討する。さらに、公開授業、体育祭、保護者会（全体会、個別懇談）等について、保護者の参加率が上がるよう協議し工夫を取
り入れる。
■スクールカウンセラー及び養護教諭との連携をさらに深めるとともに、生徒への支援体制を強化する。

②【教務】
■基礎学力の定着・向上を図るために、生徒の出席率と授業への集中力を高める。また学力差のある生徒への個々の対応をしていく。
■授業評価を効果的に活用することで、さらなる授業力の向上を目指す。
■新学習指導要領の趣旨を踏まえた授業実践の研究を組織的に行う。
 

③【生徒指導】
■引き続き生徒・教員間、生徒同士のコミュニケーションを図ることを意識するとともに、生徒の出身中学校とも連携し、さらに生徒の実態を把握していく。
■生徒会が中心となって校内外の清掃・美化活動を積極的に実施する。

④【進路指導】
■各学年における指導目標や発達段階および進路実現の意欲等に応じたキャリア教育の展開を図る。さらに、生徒一人ひとりの夢の実現に向けて、４年後
を見据えたキャリア教育を進路ガイダンスの充実を目指すことで、より実践的に深めていく。

⑤【業務改善】
■教職員のニーズに合った研修を行えるよう、年度当初に教職員からアンケートを取り年間計画を立てる。また、長期休業中における研修について、全日制
との連携も検討する。

教科指導の充実
により、生徒一人
ひとりの基礎学
力の向上を図
る。



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

生徒の基礎学力
の定着を図る。

欠点保持者に対する個別
指導を実施し、年度末の
欠点保持者を減少させ
る。

4：組織的な取組により、大幅に改善された。
3：多くの教員の指導により、一定の成果が
あった。
2：一部の教員による指導はあったが、成果は
あまり見られなかった。
1：個別指導は全くできなかった。

3

欠点保持者を個別に呼び、学習を進めるための手立て
や学習のポイントを伝え、学習意欲を駆り立てた。また、
定期考査前には質問に訪れた生徒に対し個別に学習指
導を実施した。さらに保護者会等を利用し、欠点科目の
解消に努めている。

わからないことを、わか
らないままにしておくの
ではなく、、しっかりと個
別指導をする取り組みは
良い。

Ａ

生徒の出席率を
高め、授業を大
切にする教育を
推進する。

早い段階より欠課時数連
絡会を実施し、本人・保護
者への連絡・指導を徹底
する。

4：連絡会が機能し、早めの指導をした結果、
半数以上の生徒に改善が見られた。
3：連絡会が機能し、早めの指導をした結果、
数名の生徒に改善が見られた。
2：欠課時数の連絡会は開いたが、機能せ
ず、ほとんど改善が見られなかった。
1：欠課時数の連絡会があまり開けず、指導
が後手にまわった。

3

１学期より毎週欠課時数調査を実施し、全生徒の出欠席
状況を全教員で掌握した。欠課時数が増える生徒には速
やかに保護者連絡をする一方、全教員が生徒に注意を
喚起した。また、生徒全員が集まる機会をとらえて、授業
を大切にするよう指導を行った。

先生方が連携し、情報を
共有することが重要で
す。先生方のそういう姿
にあたたかみを感じま
す。

Ａ

出身中学校、前在籍校や
関係諸機関、保護者との
連絡・連携を密にしなが
ら、生徒個々の性格や行
動の特徴を把握する。特
に１年生については、入
学後生徒個々の実態を
把握し、迅速に対応す
る。

4：年間を通じて互いに連絡を取り合い、生徒
の最新情報を細部に渡って収集できた。
3：従前に増して連絡は取り合ったが、生徒の
指導に生きることは少なかった。
2：問題行動等が起きた後に連絡を取り、未然
防止のために努めることは少なかった。
1：連絡を取ることはほとんどなかった。 4

定期的な個人面談、保護者懇談等の実施や全校集会時
においての諸注意、生徒への情報提供（不審者等）によ
り問題行動等の未然防止に努めている。おおむね良好で
あるが、１件（１名）無期停学、１件（６名）校長訓戒の指
導事例があった。今後は問題行動が起きないように、折
を見て引き続き全校生徒に指導していく。
１年生に関しては、担任が中高連絡協議会で交換した情
報を、全教員で共有したことで、早い段階から生徒の実
態を把握できた。

いじめ等の未然防止が
重要だと思います。今後
ともいけないことはいけ
ないことと。きっちりと指
導していただきたい。

Ａ

「いじめ」に関する実態調
査を通じて、「いじめ」は
絶対に許さない厳しい態
度で臨む。

4：実態調査を通じて「いじめ」の根絶に向け
た取組が充実した。
3：実態調査を通じて「いじめ」の根絶に向け
た取組がある程度充実した。
2：実態調査を通じて「いじめ」の根絶に向け
た取組があまり充実しなかった。
1：実態調査を通じて「いじめ」の根絶に向け
た取組が全く充実しなかった。

4

１学期・２学期ともにアンケート調査・個人面談を実施し、
実態を把握したが、「いじめ」は起きていない。来年度以
降も適切な防止指導と定期的な実態把握に努め、「いじ
め」は絶対に許さない強い態度で臨みたい。

先生方の強い態度があ
りがたい。定時制は特に
不登校から立ち直ろうと
している生徒もいるだけ
に、重要であると思われ
ます。

Ａ

体育祭やクラスマッチ等、
生徒が主体的に活動する
学校行事の充実を支援す
る。

4：生徒の主体的活動が十分生かされ、教育
的効果が上がった。
3：これまでより、生徒の主体的活動は少な
かったが、教育的効果があった。
2：教育的効果はあるものの、教員主導に終
わり、盛り上がりに欠けた。
1：生徒の参加率も少なく、教育的効果は上が
らなかった。

4

１学期にクラスマッチ、２学期に体育祭・クラスマッチを実
施した。生徒会を中心に生徒が主体的に活動し、とても
盛り上がり、また生徒会役員もそれぞれの役割をしっかり
こなしていた。特に今年度の体育祭は、グランド状態不良
のため体育館のみでの実施であったが、混乱もなくス
ムーズな進行であった。一般参加も多く盛況のうちに終
わった。

生徒会が中心となって実
行していることが素晴ら
しい。こういった行事が
生徒を成長させていくの
で今後もつづけてほし
い。

Ａ

大掃除、体育施設の塗油
作業、生徒会を中心とし
た校舎内外の美化活動を
実施する。

4：学期に２回以上、全体奉仕活動を行い、校
舎内外の美化活動も実施できた。
3：学期に１回程度、全体奉仕活動を行い、校
舎内外の美化活動はある程度継続して実施
できた。
2：全体奉仕活動は行ったが、校舎内外の美
化活動は実施されなかった。
1：全体奉仕活動も校舎内外の美化活動も実
施できなかった。

4

毎学期末に大掃除の時間を設け、教室や更衣室、職員
室等の清掃活動をした。ほとんどの生徒が一生懸命取り
組んだ。２学期は体育館・卓球場のワックス掛けの奉仕
作業を実施した。毎週水曜日の教室清掃も全学年熱心
に行った。
生徒会を中心としたエコリーダー活動を毎週行っており、
学校周辺の清掃活動を主にしている。特に新生徒会役員
は積極的で、全員が参加している。

地域のことを綺麗にする
ことは、地域とのつなが
りを保つ上で有意義で
す。掃除などの活動は心
の育成につながるので
今後ともつづけていただ
きたい。

Ａ

部活動の活性化に努める

4：生徒の実態や要求を適切に把握した部活
動の設定により、活発な取組がなされ、定通
体育大会においても十分な成果が上がった。
3：生徒の実態や要求を適切に把握した部活
動の設定により、活発な取組がなされた。
2：生徒の実態や要求を反映した部活動の設
定が不十分であったが、ある程度の活発な取
組がなされた。
1：生徒の実態や要求を反映された取組がな
されず、部活動の活性化にはつながらなかっ
た。

4

年度当初に希望調査を実施し、参加する部活動を決定し
た。定通大会のおよそ１週間前から活動を開始し、熱心
に練習に取り組んだ。その結果、ソフトテニス部とバドミン
トン部が全国大会に出場した。
定通大会前以外にも、放課後自主的に部活動の練習を
する生徒も多数おり、その成果は着実に出ている。
また、２月に開催される下関市駅伝競走大会に希望する
生徒達でチームを結成し、エントリーしている。

仲間との和が広がること
は重要です。横のつなが
りだけでなく、縦のつな
がりが広がるので、必ず
部活動に参加することは
大変良い取り組みであ
る。

Ａ

健康教育・安全
教育の推進を図
る。

外部講師による講話等を
行い、規範意識や多様な
危機に対応できる資質を
養う。

4：外部講師を招聘して講話等を実施し、多く
の生徒の安全管理意識が向上した。
3：外部講師を招聘して講話等を実施し、一部
生徒の安全管理意識に変化が見られた。
2：外部講師を招聘して講話等を実施したが、
ほとんど効果がなかった。
1：外部講師を招聘しての講話等は、実施でき
なかった。

4

情報モラル教室、交通安全教室、高校生のための性教
育講座、薬物乱用ダメ。ゼッタイ。教室等を実施した。具
体的な例を示しながらの講話を、多くの生徒は熱心に話
を聞き、身近に起こりうることだと感じていた。いずれも生
徒にとって有意義で価値のあるものであった。

主権者教育に熱心に取
り組んでいる。１８歳選挙
権を踏まえ、良い取り組
みである。今の時代に合
わせた教育が必要。今
後とも犯罪防止等の教
育もしっかりしてほしい。

Ａ

４年間を見通したキャリア
教育の計画に基づいて各
学年での進路指導を行
う。

4：計画通りに指導が行われ、ほとんどの生徒
の意識が高まった。
3：ほぼ計画通りに指導が行われ、多くの生徒
の意識が高まった。
2：ある程度計画通りに指導が行われ、一部
の生徒の意識が高まった。
1：計画通りに指導が行われず、生徒の意識
も高まらなかった。

4

自己実現に向けて生徒一人ひとりが、それぞれの意識や
モチベーションを高く持てるようになってきている。今年度
は２名が山口県立高等技術学校に１名が下関短期大学
に進学予定であり進学実績も着実に上がってきている。

職場見学やオープンキャ
ンパスへの参加につい
て、取り組んでほしい。

Ｂ

外部講師を招いた進路ガ
イダンスを年間３回実施
する。

4：外部講師を招いて進路ガイダンスを実施
し、ほとんどの生徒の進路意識が向上した。
3：外部講師を招いて進路ガイダンスを実施
し、一部生徒の進路意識に変化が見られた
2：外部講師を招いて進路ガイダンスを実施し
たが、あまり生徒の意識に変化が見られな
かった。
1：外部講師を招いた進路ガイダンスは実施
できなかった。

4

外部講師を招いたガイダンスでの傾聴の姿勢・態度等に
ついて問題なくできている。１学期はＹＹジョブサロンの講
師による講演であった。２学期は各専門学校による進路
ガイダンスを実施した。３学期は「ようこそ先輩」というタイ
トルで本校卒業生による進路講話が行われた。

未来の像を、卒業生の
話を聞いてイメージでき
たので、これからも続け
てほしい。

Ａ

よりよい進路実
現をサポートす
る。

進路希望調査に基づい
て、個別指導や面談を実
施し、生徒の適性・能力を
伸ばすために課外授業や
試験に備えた指導を行
う。

4：進路希望に応じた指導を実施し、多くの生
徒の進路が実現した。
3：進路希望に応じた指導を実施し、一部の生
徒の進路が実現した。
2：進路希望に応じた指導があまりできず、生
徒の進路はあまり実現しなかった。
1：進路希望に応じた指導ができず、生徒の
進路は実現しなかった。

4

２学期以降、特に卒業学年に対して、進学・就職等にお
いて個々に個人面接を行い、実践的な模擬面接の繰り返
しにより効果を上げている。

実践的な体験は回数を
こなすと本番に対するイ
メージづくりに役立つの
で積極的に企画していた
だきたい。

Ａ

進
路
指
導

教
務

生
徒
指
導

問題行動の未然
防止に努める。

生徒一人ひとり
の進路意識を高
める進路指導を
充実させる。

級友とのかかわ
りを大切にしなが
ら主体的に活動
する場面を設定
し、生徒の自主
的・実践的態度
を育成する。



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

学校の組織等

学校の組織等の
強化を図る。

日常的な業務

データや資料を
整理し、作業効
率を高める。

勤務状況

勤務時間の適正
化を図る。

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　　次年度への改善策

3

①【学校運営】
■年度当初に教育目標、教育方針と各分掌の目標とが一致するよう検討する。組織的に教育目標の達成に向けて進めるよう共通理解を図る。
■学校からの情報提供の拡大のため、学校行事の連絡などにホームページを活用することについて検討するとともに、「いきいき定時」の執筆について、教
頭以外の教員や教育後援会役員などに依頼していく。
■年度初めや毎月の生徒情報交換会で生徒の情報交換をしっかり行うことで、引き続き教員間の協力を深めるとともに、養護教諭や状況に応じてスクール
カウンセラーとの連携も強化、ＳＳＷの活用についても常に視野に入れ検討する。
②【教務】
■生徒の欠課時数を毎週保護者に通知し効果を上げているが、通知をもとに時数が３分の１まで安易に授業を休む生徒への指導や対応を検討する。また、
生徒の授業への集中力を高め、基礎学力の定着・向上を図るために、生徒の目的意識の醸成と学力差のある生徒への個々の対応を検討する。
■生徒による年２回の授業評価を分析し、教員一人ひとりが授業改善等へ活用する。
■新学習指導要領の趣旨の理解を深める研修会を引き続き企画実施し、授業実践の研究を組織的、個人的に行う。
③【生徒指導】
■学校生活全体を通して、引き続き生徒や教員間、生徒同士のコミュニケーションを図ることを意識するとともに、家庭・出身中学・関係機関との連携をより密
にし、今後の生徒指導に反映する。
■より生徒を主体とした行事・生徒会活動の展開を目指し、生徒の自己有用感の育成に努める。
④【進路】
■４年間を見通したキャリア教育の計画を実施するにあたり各学年における指導目標や発達段階に応じた活動をする。
■一人ひとりの夢の実現に向けて、様々な進路ガイダンスの実施等についても検討を行う。
⑤【業務改善】
■年度当初に教職員から研修会についてのアンケートを取り、様々な研修を企画実践するとともに、長期休業中などに全日制との共同実施も充実する。
■業務シートによる業務の整理と業務改善を行う。また、文書や資料の整理・保管方法を改善するための検討を行う。
■学校評価の簡潔化を検討してはいかがか。

勤務の割り振りを適正に
行い、超過勤務をなくす。

4：ほぼ８割の教員が勤務時間終了後１５分
以内に帰宅できており、十分達成できた。
3：約６割の教員が勤務時間終了後１５分以
内に帰宅できており、ほぼ達成できた。
2：半数以上の教員が勤務時間終了後１５分
を越えても帰宅できず、徹底できなかった。
1：計画のみに終わった。

①【学校運営】
■教員個々の取組により、教育目標の実現を目指して活動が行われているが、さらに教育目標や方針への共通理解と協働体制を強化したい。
■学校通信「いきいき定時」の発行回数を精選することで業務改善を図ったが、教頭が作成するだけでなく、教育後援会の役員や教員への作成依頼はでき
なかった。また学校のＨＰへ掲載したり、緊急メールやＨＰのお知らせなどを発信し情報公開を積極的に行った。担任等と保護者との連絡が大変密に行われ
ており、保護者との信頼関係が良い方向に構築されている。保護者会への保護者の参加が増加したが、さらに増えるよう工夫していく必要がある。
■年度初めや月に一度の生徒情報交換会、日常的な教員間の生徒の情報交換により生徒理解について共通認識ができた。また、生徒指導や教育相談的
な立場での教員の役割分担、養護教諭やＳＣとの連携等により、生徒への支援体制が十分に機能した。
②【教務】
■生徒による授業評価を年２回実施し、問題点の把握と授業改善に役立てた。教員一人ひとりが指導法や教材教具の開発、工夫により生徒が学ぶよろこび
を感じ、授業の大切さを理解し、基礎学力の定着のため努力することができた。
■アクティブラーニングについて研修し、その趣旨を踏まえた授業研究、授業改善に努めた。また教員相互や保護者等への授業公開を実施し、指導技術の
向上に努めた。
■欠課時数調査を連絡会で定期的に行い、生徒の状況を教員全員で共有、生徒の指導にあたった。また欠課時数の状況を毎週保護者と本人に通知し、時
数不足を事前に回避するよう努めた。場をとらえては全教員で授業を大切にするよう指導した。現在時数不足による留年予定の者はいない見込みである。
③【生徒指導】
■毎日の教員連絡会や毎週の欠課時数調査等の実施により、生徒に関する情報を全教員で共通理解し、全教員で対応に努めた。その結果、いじめや暴力
等大きな問題行動もなく、生徒全員が安心した学校生活を送れた。
■生徒会を中心に体育祭・予餞会など多くの学校行事が実施できでおり、多くの生徒が行事の中で、コミュニケーション能力の向上や自己有用感の育成を果
たしている。また、生徒会を中心に校内外の清掃活動も継続して行っている。
④【進路指導】
■進学や就職希望者に対し、それぞれのケースに合わせて個別に面接指導や受験指導を行うことができた。担任や各教科担当教員との連携を維持しつつ、
早い段階から意識付けを高めていく必要がある。
⑤【業務改善】
■職員連絡会は毎日行い十分に連携が図れた。研修会については、教員からアンケートをとって実施した。長期休業中に全日と連携し合同の研修を行っ
た。研修時間の制約があること、研修の回数や分野について充実を図りたい。

サーバ上のフォルダ整理や電子データについて、分掌の
業務として整理を進めている。紙媒体の整理も、各分掌
で適宜行っている。また、昨年度より取り組んだ指導要録
の電子データ化もすすめている。しかしながら、作業の効
率化を進めるには余り至っておらず、文書や資料の整
理・保管方法を改善するための検討を行う必要がある。

勤務の割り振りは適正に行われている。しかし、一部の
学級担任に業務の負担が多く超過勤務がしばしば見ら
れ、負担業務の改善が必要である。

年度初めや毎月一度生徒情報交換会を行い、教員間で
共通理解を図った。また、教員連絡会を毎日実施し、協
議等を行うことで、教員全体の共通理解のもと指導がで
きた。研修については、アクティブラーニングに関する校
外研修、全日生徒の合同研修や、やまぐち総合教育支援
センターの研究指導主事を招いたエクセルの基礎に関す
る研修を行った。

3

今まで当たり前にやって
きたことも見直すことで、
生徒へ様々な形で還元
することが期待できるの
で、業務改善について、
引き続き推進していただ
きたい。

4：連絡会の協議・研修が十分深まり、多くの
分野で具体的取組の成果が認められた。
3：継続的な協議・研修が行われ、いくつかの
分野で具体的取組の成果が認められた。
2：協議･研修があまり行われず､具体的な取
組はあったものの成果は認められなかった｡
1：連絡会・研修が機能せず、具体的取組は
行われなかった。

業
務
改
善

4：十分に整理できたことにより、作業の効率
化をかなり進めることができた。
3：ほぼ整理できたことにより、作業の効率化
をある程度進めることができた。
2：整理があまりできず、作業の効率化をほと
んど進めることができなかった。
1：整理ができず、作業の効率化を全く進める
ことができなかった。

分掌業務を収めた電子
データフォルダの整理と
紙媒体の資料の整理を
進める。

教員連絡会を毎日実施
し、教員研修会もできるだ
け多く実施する。

3
Ｂ


