
別紙様式1

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

○学校行事の円滑な運営 ・教職員の共通理解に基づく学校行事の計画・立案・準
備を行う。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・学校行事の計画・立案・準備では、教職員の共通理解を求めるよう工夫・努力を
行っているが、まだ、不十分な所があるように感じられる。

●コロナ禍の中、行事が中止または縮小されるなかでもＰＴＡ
活動としてかかわれる方法を検討してほしい。
●コロナ禍でもできる行事の開催を検討してほしい。 Ｂ

○学校とPTAとの密接な連
携

・「PTA会報」（年2回発行）によって保護者と学校の連携
を図る。
・PTA総会やPTA評議員会(年3回実施)、PTA研修会等
によって保護者の意向を把握し、教職員へ伝達する。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・「PTA会報」や年間３回のPTA評議委員会、研修会を行うことを心がけPTAとの連
携を訴える共に、協力を求め本校教育活動の理解を求めるよう努力を行っている。

●少人数ではあったが、「ＰＴＡ研修旅行」が実施できてよかっ
た。
●積極的なＰＴＡとの連携を期待する。
●対面以外での連携の方法が構築できると多忙な保護者も参
加しやすいと思われる。

Ｂ

○広報活動の推進 ・ホームページ等による広報活動の推進を図る。 ４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・学校活動内容をホームページ等に記載し、理解・協力を計る努力を行う事ができた
と思う。

●前年に比べ情報量も多く掲載されており、学校活動がわかり
やすかった。
●メディアを活用し、広く校内の取組を対外的にＰＲしていただ
きたい。

Ｂ

○基本的生活習慣の確立と
落ち着いて学習できる環境
作りの推進

・朝の学習や10分間テストに取り組ませる。
・行事等の精選を図り、落ち着いて授業に取り組ませる。
・学習環境の整備およびＩＣＴの活用を推進する。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

・朝の学習・10分間テストについては、学年の協力により積極的もあり、十分な成果
を示している。アンケートでは生徒の81%がしっかりと取り組んでいると回答してい
る。
コロナ禍により、学校行事の規模縮小や中止の措置となったが、その分授業時数も
増え、じっくりと取り組むことができた。
・ICT機器の導入が進み、各教科で効果的な活用法を検討している。

●家庭学習においてもタブレットの活用が高められるとよい。
●ＩＣＴの導入は積極的に進めていただきたい。

Ａ

○基礎基本の充実を図り、
目的意識をもち意欲的に学
習活動に取り組む態度と知
識を活用する実践力の育成

・生徒が意欲的に学習活動に取り組み、知識をもとに応
用できる力を養えるような授業を展開をする。
・ＩＣＴを活用したわかりやすい授業を展開する。
・授業アンケート等を実施し、教材や授業の改善を行う。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

・授業時数が増えたことにより、演習等の時間を確保することができた。そのため、
応用力を身に付けさせるような授業展開ができた。
・電子黒板等の整備により、分かりやすい授業展開が可能となった。
・授業アンケートの活用で、授業改善を図った。

●授業アンケートの活用を進めていただきたい。

Ｂ

○家庭や部活動との連携の
とれた学習活動の促進

・家庭学習に対する意欲を高める。
・授業の復習に重点を置いた学習課題を課す。
・保護者の協力を求める。
・部活動の協力を求める。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・アンケートによると、家庭学習をしていると答えた生徒が昨年度よりも13.8ポイント
増えた。全体の割合は40.4％とまだまだ低い状況であるが、徐々にではあるが改善
されている。

●家庭学習の必要性をしっかり生徒に伝えてほしい。
●生徒自らが端末の利用価値に気づき、有効活用すれば、自
ら学ぶ効果が得られると思う。資格取得への挑戦など、動機づ
けを積極的にしてほしい。

Ｂ

○基本的生活習慣の確立 ・挨拶運動、生活指導（講話、頭髪服装検査など）を通じ
て礼儀正しさや、時と場に応じた身だしなみや行動がと
れるようにする。 ４　十分達成できている

３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

・「基本的な生活習慣が身に付いている」、「校則の遵守」については、生徒の98％、
保護者の96％が肯定的評価をしている。
・朝の登校指導により遅刻する生徒も少なく、挨拶の習慣も身に付いている。大半の
生徒は基本的生活習慣が確立できているが、一部の生徒に服装頭髪等の指導を要
した。
・安心安全のために携帯電話の所持は許可しているが、複数名の生徒への指導は
あったものの、ほとんどの生徒が本校の所持規定を守っている。

●服装頭髪の乱れがなく、学校のイメージが高く評価されてい
る。
●取組は非常に良いが、生徒の挨拶に対する意識が薄れてい
ると感じる。その重要性を今一度徹底してほしい。 Ａ

○問題行動の未然防止、及
び問題行動件数、転退学者
数の減少

・学年、教育相談、いじめ対策委員会などにおける情報
共有を密に行い早期対応を心掛ける。
・各種講話や学校行事を通じた開発的生徒指導を行う。 ４　十分達成できている

３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・いじめを許さないという生徒の意識は高まっていると思われるが、今後も教員間の
連携を強め、情報共有を密にして未然防止や早期発見、早期対応を心掛けたい。
「本校のいじめの未然防止」については、保護者にあまり周知されていないように見
受けられる。本校の「いじめ防止基本方針」をホームページに掲載していることやい
じめに関する取組について、十分伝わっていないと思われる。PTA総会や保護者会
を通じて、しっかり家庭に伝えていく必要がある。
・問題行動の未然防止に努めてきたが、今年度は9件の特別指導を行った。特別指
導後に必要に応じてカウンセリングなどを実施し、事後の継続的な指導を行った。

●「いじめ」に対し、正面より取り組んでいただいている。今後も
継続してほしい。

Ｂ

○外部団体との連携強化 ・中高連絡協議会や地域社会で得た情報を職員で共有
し、生活指導の場面に活かすことによって、生徒の社会
性の向上に努める。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・今年度はコロナ禍のためたびたび開催が見送られたが、宇部、山陽小野田地区の
中高連絡協議会での情報提供や、ふれあい推進委員の活動を通して、生徒たちに
社会性の向上について呼び掛けてきた。また、協議会や地域からの情報について
は、素早く情報提供することで、教職員間で共通理解を図ることができた。

●関係機関との連携により、多くの情報を共有してほしい。

Ｂ

○生徒の実態把握 ・各種アンケートや教育相談活動、学年支援会議、教育
相談週間等を実施し、生徒の実態を把握する。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・学期毎にアンケートを実施し、自由記述欄を設けて、生徒の実態把握に活用した。
・夏休みには部活動の顧問による面談、9月には教育相談週間を設け、担任による
個人面談を行った。面談で気になった情報や毎日の出欠・遅刻・早退状況等、学校
生活の中で気になる生徒については、担任や学年、部活動の顧問と情報共有し、必
要に応じて対応した。
・学期ごとに実施した学年支援会議では、問題の大小に関わらず情報共有すること
ができ、生徒の実態把握において効果的であった。

●学校全体として、生徒に寄り添う取組は素晴らしい。継続して
ほしい。

Ｂ

○学校不適応等の問題を抱
える生徒への支援

・個別の事案に対して支援・対応策を、事例検討会や生
徒支援委員会等で検討する。
・学年やスクールカウンセラー等との連携を密にし、早期
対応に努める。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・積極的なスクールカウンセラーの活用が、生徒の悩みを解決する一助となった。教
員や保護者も生徒への対応について助言を受け、教育活動に生かすことができた。
・生徒支援委員会を実施し、気になる生徒について様々な方々からの意見を伺いな
がら、生徒の支援について協議した。
・問題を抱えている生徒については、教育相談担当を中心に関係者が検討を重ね、
支援を行ってきた。情報共有と支援の体制の構築をさらに進めていきたい。

●スクールカウンセラーの積極的な活用と、問題を抱えている
生徒への複数人での応対を継続してほしい。
●アンケートなどで小さな変化を見逃さない対応を継続してほ
しい。 Ｂ

○基本的人権の尊重と人権
意識の育成（道徳教育・特別
支援教育を含む）

・LHRや授業において人権教育を行い、人権課題につい
て自ら考え、解決しようとする態度を育成する。
・道徳教育講演会を開催し、人間のあるべき態度を育成
する。
・校内人権教育研修会及び人権教育委員会を開催し、
校内の人権課題の解決に取り組む。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・人権に関するＬＨＲを各学年で行った。1年生にはデートＤＶについての講演、2年生
には障害当事者による講演を行った。3年生には過去の履歴書を提示し、就職差別
について学習した。
・1・2学年を対象として、携帯・スマホのマナーやＳＮＳの危険性など生徒に身近な課
題についても講演会を開催した。
・アンケートで、生徒の95％が「人権尊重や命の大切さなどの心の教育」について肯
定的評価をしている。学校と家庭の連携は「人権教育」を進める上で重要であるた
め、保護者に対しても学校での取組をしっかり情報発信をしていく必要がある。

●今後はＬＧＢＴＱの視点も踏まえた授業を考えてほしい。
●外部講師の講演会などは、保護者も受講してもらえば、家庭
での話し合いができると思われる。

Ｂ

進
路
指
導
部

○自らの意思で進路決定を
するための発達段階に応じ
た進路指導の実施

・生徒の発達段階に応じて、職場体験や職場見学等の
進路行事を実施する。
・進路希望調査や進路面接等を計画的に実施し、進路
先の早期決定を促す。
・各分掌、各教科、各部活動と連携し、ICTも活用して
キャリア教育の充実を図る。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・新型コロナウイルス感染症の影響でインターンシップが中止となったのは残念で
あったが、キャリアガイダンスはオンラインと対面式を併用して実施することができ
た。
・求人票の閲覧についても、ICT担当の協力を得て、オンライン化することができた。

●求人票閲覧のオンライン化ができたことで、随時新しい情報
が共有できてよかった。
●貧困家庭の進学希望者について、学校主導で適切な進路指
導をしてほしい。
●自らの意思で進路を決定するためにも、ＯＢや企業と連携し
て、現場の声を聞く場面を設定してほしい。

Ｂ

進

路

指

導

部

○生徒個々の適性に応じた
進路指導、進路選択支援の
為の情報提供

・進路通信の発行や全体集合での語りかけを通して、進
路情報の提供や社会人となるための心構えを伝える。
・キャリアカウンセリングを積極的に行い、生徒の進路に
関する問題点を把握し、解決を図る。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・高卒就職情報WEB提供サービスの活用やハローワークとの連携を通して、より詳
しい求人情報を提供することができた。
・「進路だより」や「先輩の体験談」を通して社会人としての心構えを伝えることができ
た。

●「先輩の体験談」は生徒にとってわかりやすいので継続して
ほしい。

Ｂ

○体力の維持向上を目指す
指導の充実

・各種目のスポーツ活動を奨励し、基礎体力の向上を図
る。 ４　目標を達成している

３　前年度より好転している
２　前年度と同じである
１　前年度より後退している

3

・各種目のスポーツ活動を奨励し、基礎体力の向上を図ってきたが、新体力テスト等
から分析すると学年が上がるごとに向上しているものと、向上させられていないもの
が見られる。

●スポーツ活動の奨励はとても素晴らしい。

Ｂ

○集団行動の実践 ・「敏速・正確・安全」を旨とする集団行動を実践する。
４　目標を達成している
３　前年度より好転している
２　前年度と同じである
１　前年度より後退している

3

・新型コロナウイルスの影響により、多くの制限の中での実践ではあったが、「敏速・
正確・安全」を旨とする集団行動を行うことができた。

●集団行動の実践は今後役に立つので継続してほしい。

Ｂ

○健康・安全教育の推進 ・定期健康診断の事後措置の徹底を図る。
・健康な心身・疾病・事故・災害についての基礎知識を養
成する。

４　目標を達成している
３　前年度より好転している
２　前年度と同じである
１　前年度より後退している

3

・定期健康診断の事後措置の徹底を図るため、月ごとに声かけを行ったり、学期ご
とに意志確認を行った。しかし、１００％になることが無く治療を行う意志を持たせる
努力をする必要があると思う。
・保健の授業や養護教員の指導で健康な心身・疾病・事故・災害についての基礎学
力を養成する努力を行った。

●定期健康診断の結果で要治療となった生徒が病院に行ける
環境を作り、事後措置100％を目指してほしい。

Ｂ

教
務
部

生
徒
部
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部

令和３年度　山口県立宇部商業高等学校　学校評価書　　　校長(　中尾　誠司　  ）

教育目標・・・・・・校訓「一心」の精神を踏まえ、誠(誠実)・創(創造)・実(実践)の指針に基づいて、期待される宇部商生として２１世紀を切り開いていくさらにたくましい人間を育成する。
中･長期目標・・・①一層豊かな創造力を身につけ、誠実、努力をもって力強く実践できる人材の育成
　　　　　　　　　　 ②商業に関する教科をはじめ、学校で学んだ基礎的・基本的なことを土台として、将来とも自ら学びつづけ、社会の変化に主体的に対応できる人材の育成
　　　　　　　　　　 ③これからの高齢化･国際化社会にふさわしく、思いやりの心や協調性に富み、明るくたくましく生きるために、常に情操の涵養や体力の向上に努める人材の育成
　　　　　　　　　　 ④規律正しさや礼儀を重んじる校風の中でしっかりした基本的生活習慣を身につけ、潤いのある人生を築くことができる人材の育成
　　　　　　　　　　 ⑤勤労や奉仕の心を尊び、地域社会の行事にも積極的に参加するなど、心豊かな生活ができる人材の育成

【総　 務　 部】本校の教育実践や生徒の活動実績、緊急情報等を一層迅速に情報発信できるよう緊急メール配信システムの加入率を上げるとともに、発信する内容の充実を図る。また学校の良さを報道等を活用し、地域に積極的に発信する。
【教　 務　 部】生徒の学ぶ意欲の向上と知識の活用能力を育むために、ＩＣＴを利用したわかりやすい授業展開を工夫する。また、保護者との連携のもと、家庭での学習習慣を身に付けさせる工夫を考察する。
【生   徒   部】各種学校行事等を通じて、互いを思いやる心や社会的絆を育むための体験活動等を行い、心の教育の充実を図る。アンケートや面談等によって生徒の実態把握を行い、校内だけでなく、外部とも連携した生徒の支援体制の構築を図る。生徒の基本的
生
                   活習慣確立のため、教職員が統一した指導ができるよう、適宜共通理解の場を設け、継続した活動を行う。
【進路指導部】生徒の進路希望実現のため、各種進路行事を通してキャリア教育の充実を図る。引き続きガイダンスや職場体験等を実施し、地域や保護者と連携しながら地元で活躍する人材を育成するための取組みを工夫する。
【保健体育部】基礎体力の向上を図り、体育行事を安全に行う。また、生徒自身による健康管理の徹底や定期健康診断後の事後措置の取組みを徹底させる。
【図書視聴覚部】バーコード化により図書業務の合理化が進み、広報活動に時間が割ける状況になった。今年度はより充実した広報活動を行い、昨年度より１００冊図書貸出を増やす。視聴覚と学校行事の更なる連携を図る。
【商　　　　 業】社会への対応力を授業や学校行事を通して育成すると共に資格取得を推進する。進路指導部や生徒部との連携を図り、ビジネスマナーやコミュニケーション能力意識を向上させる。
【業 務 改 善】組織としての協働体制を確立し、効率的な業務遂行を行うことで、生徒を支援する時間の確保及び教職員の心身の健康促進に努める。
【全　　　　 般】ＩＣＴの効果的な活用や授業改善等による学習指導の充実、資格取得の指導の充実により、生徒の自ら学ぶ力を育み、商業高校の生徒としての専門性を高める。また、学校行事等を通して、生徒の規範意識の醸成や主体性を育む教育活動を推進す
る。

①ICTを積極的に活用し、わかる喜び、できる楽しさを実感できる学習指導の改善・充実を図り、基礎学力の定着と資格取得を通した専門性の深化を図る。
②日々の学校生活の中で、基本的生活習慣を身につけ、規範意識の醸成を図り、体験的な活動を通して、より豊かな人間性と社会性を育む教育活動を推進する。
③地域や保護者との連携を強化し、積極的な情報発信を行い開かれた学校づくりを推進し、地元で活躍する人材を育成する。
チャレンジ目標･･･①気持ちのよい挨拶を行い、相手を思いやり、活気ある学校を創ろう。
　　　　　　　　　　　 ②ゴミをなくし、美しい学習環境を整えよう。
　　　　　　　　　　　 ③「小さな学校で日本一」を実現させよう。

総
務
部



○　「豊かな心を育む教育」
を推進するための適切な生
徒指導や読書指導、新規図
書・機器等の購入

・「図書だより」を充実させる。
・校内読書会を開催し、読書への興味を持たせる。・
・読書感想文コンクール等へ応募させる。 ４　十分達成できている。

３　おおむね達成できている。
２　やや不十分である。
１　不十分である

3

・「図書だより」、「図書室よりのお知らせ」を５回発行した。広報活動は図書委員の活
動の中心として行い、その結果、図書の貸出数は、現在８00冊を超えている。図書
委員推薦の図書を紹介するなど、生徒の興味関心を引く内容を取り上げた。
・校内読書会では、タブレット端末を活用したビブリオバトル（書評合戦）を行い、図
書委員を中心に本の紹介や投票を行った。
・「読書感想文」は国語科と連携し、夏休みの課題として実施し、地区審査で２名の
作品が選ばれた。

●読書習慣を在学中に身につけてもらい、将来に役立ててほし
い。

Ｂ

○　図書、視聴覚機器の利
用促進

・必要な図書、視聴覚機器を整え、利用の機会を広め
る。
・生徒が意欲的、主体的に委員会活動に参加できるよう
に取り組む。 ４　十分達成できている。

３　おおむね達成できている。
２　やや不十分である。
１　不十分である

3

・図書の選定については、生徒や教職員の希望をとり、生徒が読みたい本や授業に
活用できるものを充実させた。図書館利用についてのアンケート（生徒）では、肯定
的意見が73.7％で、昨年度より割合が増加した。今後も委員会活動や広報活動を充
実させたい。また、休み時間だけでなく、授業や課外活動などでの図書室の利用を
積極的に呼びかけ、図書室に足を運ばせる工夫を検討したい。
・図書委員会では、推薦図書コーナーの設置や学級文庫の選書を行い、各学級に
おける広報・宣伝活動に取り組んだ。
・視聴覚教室の機器の更新を行い、「視聴覚」教室として、大画面、高音質を簡単に
利用ができるよう努めた。

●推薦図書を積極的にアピールして良本を読んでほしい。
●いろいろな取組が行われてよい。

Ｂ

○　図書、視聴覚機器に係る
環境整備

・機器操作やアナウンス技術等、生徒の資質を向上させ
る。
・図書室、視聴覚教室の利便性向上に努める。
・バーコード化後の図書業務の合理化を図り、よりよい読
書指導ができる環境を整える。

４　十分達成できている。
３　おおむね達成できている。
２　やや不十分である。
１　不十分である

4

・生徒の機器操作やアナウンス技術等の資質向上については、担当教員の指導に
より、学校行事の進行補助の場において順調に進められた。
・新しい機材等の準備や利用方法の研究を行い、コロナ禍のなか、学校行事などの
オンラインによる分散化、リモート化に取り組んだ。
・図書のバーコード化に続き、補修や背表紙ラベルの貼替を行い、図書室の環境整
備に努めた。

●引き続き環境整備をお願いしたい。

Ｂ

○ビジネスマナーの習得と挨
拶の徹底

・授業や学校行事を通し、挨拶の重要性を理解させ、日
頃から実践できるようにする。
・宇部商デパート、インターンシップなどの学校行事を通
し、ビジネスマナーの習得やコミュニケーション能力の向
上など社会への対応力を身に付けさせる。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

2

・挨拶の重要性を理解させ、いろいろな場面で指導をおこなってきたが、コロナ禍で、
宇部商デパート、インターンシップと対外的な学校行事が中止となり、ビジネスマ
ナーやコミュニケーションを実践する機会がほとんどなかった。その代わりに総合実
践では電子化した模擬取引を実施し、メール送信等、電子化された取引のマナー実
習をおこなった。

●学校の方針として、挨拶・ビジネスマナーの習得を重要と位
置付けているので、今後も続けてほしい。
●挨拶や礼儀、言葉遣いなど、社会人として必要なビジネスマ
ナーは就職活動においても重要なので、早くから身に付くよう、
コロナ禍においても継続した取り組みをお願いしたい。
●宇部商デパートやインターンシップが中止となる中でも、社会
で必要な電子取引に関する教育をされたことは有意義と思わ
れる。

Ｂ

○高度資格取得への挑戦 ・自ら学ぶ意欲を向上させ、学習した内容の定着、深化
を図るため、各種検定試験の受験を促す。
・学習意欲を喚起するとともに、将来の目標を明確にさ
せる。
・全商３種目以上１級合格者２０名以上を目指す。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・各自で目標級を設定し、自らが学ぶ意欲を持ち検定試験を受験することで、学習
内容の深化が図れ、将来の進路に向けての意識付けができた。
・資格取得に向けて、検定課外を計画・実施し、一定の成果をあげることができた。

●資格を取得することで、自信をもたせたい。学ぶ意欲の向上
につながる。

Ｂ

Ｉ
Ｃ
Ｔ
担
当

○ＩＣＴを活用した教育のため
の環境整備

・一人一台端末を配付し、端末や電子黒板の授業での
活用を促す。
・ＩＣＴ委員を軸として生徒による主体的なＩＣＴの活用を図
る。
・ＩＣＴ環境を利用して、学びの質の向上と業務効率化の
両方を実現する。

年度末におこなうアンケートにお
いて
４　９０％以上がプラス回答
３　７５％以上がプラス回答
２　５０％以上がプラス回答
１　５０％未満がプラス回答

3

・教員，生徒共に端末や電子黒板を活用することができたという回答が96％であっ
た。積極的に活用することができた。今後，より一層活用するために，持ち帰りを含
めて検討する必要がある。
・ICT委員を中心に電子黒板の準備や端末の整備をおこなうことができた。ICT委員
が有効に機能しているとのプラス回答が93%であった。
・ICT環境の整備により，学びの質の向上と業務効率化が図れたとのプラス回答は
68%であった。今後，質の向上の見える化が必要である。

●生徒、教員ともになれないことも多いだろうが、小さな改善を
繰り返してＩＣＴに強い学校を目指してほしい。
●問題もあるだろうが、端末の持ち帰りは必要であると思うの
で検討してほしい。

Ｂ

学校の組織等
○校務の円滑な運営、組織
力の向上

日常的な業務
○会議･打合せの効率化
○業務の見直し、改善による
効率化の促進

勤務状況
○部活動や分掌等の業務の
計画的な運営

5　　学校評価総括（取組の成果と課題）

6　　次年度への改善策

業
務
改
善

分掌･学年間の連携について
４　９０％以上がプラス回答
３　７５％以上がプラス回答
２　５０％以上がプラス回答
１　５０％未満がプラス回答

3

・「分掌・学年間の連携」については、昨年度に比べ、肯定的意見が80％で、昨年度
に比べ、7.6ポイント増加した。教員間で情報共有をする時間が増え、連携が促進し
ていることを実感することができた。今後も業務の効率化をさらに進め、教員間連携
ができるよう環境整備に努める。

●教員間連携の肯定的意見が７．６ポイント増加したことはよ
い。
●連携が促進されると先生方が実感されていることは、安心感
につながると思われ、素晴らしいと感じる。

図
書
視
聴
覚
部

商
業

Ｂ

【総務部】
・会報・PTA評議委員会・研修旅行を通して、教育活動の連絡内容報告がしっかりと出来ており、評議委員会の参加者も多くなり学校教育活動の理解が十分はかれてきている。しかし、総会が2年間出来ておらず評議員以外のPTA活動がしっかり行われていなかっ
た。
【教務部】
・校務支援システムの運用については、試行錯誤を重ねながら活用できるようになった。今後は微調整を行いながらスムーズに成績処理および出欠管理ができるようにする。
・ICT化により教室に電子黒板が配置された。また、個人用タブレット端末が配布された。生徒の興味・関心を高める教材の開発や、授業展開が期待できる。
・学習面では、落ち着いた授業展開ができている。朝の学習や10分間テストへの取り組みも積極的であり、基礎学力の醸成に役立っているものと思われる。家庭学習については、改善されたもののまだまだ不足しており、関係各部署の協力を得ながら工夫していかな
ければならない。
・観点別評価については、本校の実情を考慮しながら整理し、運用していく必要がある。
【生徒部】
・基本的生活習慣の確立や校則の遵守においては、一定の成果が出ている。今後も教職員が連携し、共通理解に基づいた継続的な指導が必要である。
・いじめに対する生徒の意識は高まっていると思われるが、本年度はいじめの問題として対応した事案は1件あった。アンケートや面談等による生徒の実態把握や教員間の情報共有の重要性を痛感した。今後も未然防止のための取組の充実を図るとともに、早期発
見、早期対応が重要である。
・スクールカウンセラーによる助言が生徒や保護者の悩みの解決や教育活動に有効であった。さらにスクールカウンセラーをより身近に感じ、その重要性を知ってもらう必要がある。
・人権教育や道徳教育については、教育活動全体で行うとともに、生徒の身近な課題を取り上げた講演会や体験活動を行った。これからは、家庭との連携を進めるためにも、情報発信をしっかり行っていきたい。
【進路指導部】
・新型コロナウイルス感染症の影響でインターンシップを実施できなかったのは残念であったが、ICT担当の協力によりオンラインによるガイダンスや企業訪問等が実施できた。
【保健体育部】
・新体力テストの結果を見ると、持久系の種目で高い数値を出している反面、筋力や瞬発系の種目において低い傾向が見られる。
【図書視聴覚部】
・図書の選定については、生徒や教職員の希望をとり、生徒が読みたい本や授業に活用できるものを充実させた。図書館利用についてのアンケート（生徒）では肯定的意見が73.7％で、昨年度より割合は増加した。今後も委員会活動や広報活動を充実させたい。休
み時間だけでなく、授業や課外活動などでも図書室の積極的に利用を呼びかけ、図書館に足を運ばせる工夫を検討したい。
【商業科】
・コロナ禍で、学校行事が中止となり、予定通りの活動ができなかったが、生徒一人一人にタブレットが配布されたことで、電子化による新たな取り組みを実施した。
【ＩＣＴ担当】
・ICT機器や端末を有効に活用することができたが，より一層の活用のための研修の実施や校内体制の確立が今後の課題である。
【業務改善】
・各分掌と学年の連携を図っているが、打ち合わせ等に必要な時間の確保が難しい状況にある。業務のスリム化・平準化を進める必要がある。
・指導者用ＰＣの活用により、職員会議資料のペーパーレス化は進んだ。校内外へ情報発信をする際のペーパーレス化をどのように進めていくかが課題である。

【総務部】
・来年度は是非とも総会を行い評議員以外のPTAにも本校の学校教育活動の更なる理解を求められる様に、参加者を増やすように内容の充実を考え工夫を行う。
【教務部】
・校務支援システムについては、担当者の負担を軽減するために、多くの者が運用についてかかわっていく必要がある。
・電子黒板やタブレット端末の活用法を検討する。
・家庭学習の時間を確保できるように各教科の宿題の調整など、学年との協議が必要。
・観点別評価について最終的な評価方法を確立する必要がある。
【生徒部】
・基本的生活習慣の確立や校則の遵守については、引き続き、全教職員が共通理解の上で指導できるよう情報共有を図っていきたい。
・情報モラルの指導については、いじめの未然防止にもつながるため、指導を強化し、折に触れて教職員による指導を行うとともに、警察・携帯会社等の外部講師を招聘した講演等も行っていきたい。
・スクールカウンセラー活用の推進を図るため、生徒部だけでなく、学年等と連携をして、生徒・保護者への情報発信を行っていきたい。
・引き続き、アンケートを用いた生徒の実態把握を定期的に行うとともに、生徒の日常の小さなサインを見逃すことがないよう、学年と連携をとり、情報共有を密に行っていきたい。
【進路指導部】
・新型コロナウイルス感染症の影響は今後も続くと思われるので、引き続きICT担当と連携して進路行事の充実に努めたい。
【保健体育部】
授業の中での体つくり運動、特に筋力の発達に必要な補強運動を継続的に取り入れる。
感染症対策において、県の方針をしっかりと理解し学校全体に共有していく。
【図書視聴覚部】
・図書委員会では、推薦図書コーナーの設置や学級文庫の選書を行い、各学級における広報・宣伝活動に取り組みたい。
・普通教室や総合実践室と視聴覚教室を差別化し、視聴覚教室でなくてはならない役割や機能を考えたい。
・学校行事のオンラインによる分散化、リモート化に対応する機器の準備や研修に努めたい。
・陳腐化した機器の整理など、機器の更新に努めたい。
【商業科】
・一層の電子化を進めるとともに、対面的な活動もできる限り実施していきたい。生徒自ら課題を見つけ、解決できるよう手助けをしていきたい。
【ICT担当】
・ICT委員の仕事を増やして生徒の自主的な活動を促す。端末を活用する授業を増やして教員間でノウハウを共有する。
【業務改善】
・管理職と教職員の意思疎通を一層促進するとともに、教職員が学校改善に向けた協議を率直に行える組織作りを進める。
・学校評価アンケートの結果をもとに、ＩＣＴ機器の効率的な活用や業務の見直し、改善を通して、効率化を図る。
・時間外勤務について、教職員自身の業務削減意識が向上できるよう努める。
・新型コロナウイルス感染症対策を行い、安全・安心な学校運営を行う。

Ｂ

・ノー残業デーや最終退校時刻を設定し、早期帰宅の呼
びかけを行う。
・部活動の計画的な運営の啓発を行う。
・年休取得を促し、教職員の業務時間削減に努める。

時間外業務時間の前年度比が
４　９０％以下
３　９５％以下
２　１００％以下
１　増加

1

・臨時休業が行われた昨年度と単純に比較することはできないので、一昨年度と比
較した場合、時間外業務時間は若干（7％）減少している。引き続き、ノー残業デーや
早期帰宅の呼びかけを行い、教職員自身の業務削減意識が向上できるよう努め
る。

●ワークライフバランスは業務意欲の向上に結び付く。一層の
進展を期待する。

Ｂ

・資料の事前配付を徹底するなど、会議の効率化を図る
ための工夫・改善を行う。
・校務支援システムやＩＣＴ機器の効率的な活用により、
業務のスリム化を促進する。

業務の効率化に向けた工夫改
善について
４　９０％以上がプラス回答
３　７５％以上がプラス回答
２　５０％以上がプラス回答
１　５０％未満がプラス回答
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・今年度は、指導者用タブレット端末の配布とWi-Fiの整備により、ICT機器を有効的
に活用することができた。会議のペーパーレス化にも取り組むことができた。「業務
の効率化」に対する肯定的意見は70％で、昨年度より10.7ポイント増加した。引き続
き、校務のＩＣＴ化を進めるための取組を行う。

●校務のＩＣＴ化が進み、業務の効率化がさらに進むことを期待
する。
●残業時間の削減以外に、業務の品質向上を図る指標も模索
してほしい。
●ペーパーレスやＩＣＴ機器活用等、しっかりと効率化に取り組
まれていると感じる。

・各種業務において組織的な対応を一層推進する。
・分掌や学年等における情報共有、連携を促進する。


