
(別紙様式３）

○授業改善、授業力の向上　　　
ＰＬ：教務主任
ＳＬ：進路指導主任、
学年主任
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○「付けたい力」を明確にした授業改善を推進する
とともに、各教科で「単元振り返りシート」を作成
し、授業改善におけるPDCAに活用することができ
た。
○１学期、２学期に、互見授業期間を設定し、他教
科の授業にも積極的に参加することができた。
〇第1回中高連絡会における公開授業では、中高
の連携を深めることができた。
○１学期には各教科の校内研究授業を実施した。
２学期には指導主事を招聘して、県内の主幹教
諭・指導教諭による提案授業ならびに本校教諭に
よる研究授業を実施した。
○教科主任会議を週１回定例化し、授業改善等の
諸問題や各種情報を共有しながら、教科会議の活
性化を図ることができた。
〇授業アンケートを年間２回（７月、１２月）実施し、
授業改善の進捗状況や生徒の実態を確認するこ
とができた。
〇全ての教諭が授業において、学期に１回以上
ICTを活用することができ、相互に研修することが
できた。

･「付けたい力」を明確にした授業改善を一層推進
していく。そのためにも、１時間毎の授業の目標を
明確に提示し、「付けたい力」を意識したまとめ、振
り返りの時間を着実に確保していく。
・教科横断的な校内授業研究会を実施し、「主体
的・対話的で深い学び」の深化及び学習評価の充
実に繋げる。
･本年度新たに実施した「単元振り返りシート」の成
果について検証し、今後の改善点を検討し効果的
に利用する。
･授業アンケートの結果の分析から、今後の授業
改善の方向性を検討する。
･令和４年度以降の教育課程や観点別評価につい
ての検討を行う。
･職員全体で授業改善および観点別評価の研修を
行い、今後の授業改善に繋げる。
・本年度導入したスタディサプリ等の活用の仕方を
検討し、家庭学習と連動した授業改善の在り方に
ついて検討する。

・授業改善については、取組指標や学校関係者評
価委員会の意見を参考に教職員がまとまって研究
授業、互見授業、教科主任会議、情報の共有をし
たことは高く評価できる。
・学力格差が広がっていることに関しての対策は
生徒の立場、保護者の考え指導者の立場な等で
慎重に議論をする必要がある。
・生徒の判断力や表現力の低さ、積極的な姿勢の
欠如が懸念材料。系統的、継続的な指導を行うた
めに義務制との繋がりが不可欠である。
・学校満足度調査に書き込まれた生徒や保護者の
声は、学校に対する評価情報の宝庫。肯定的なも
の・前向きなもの・否定的なもの・緊急対応を要す
るものに分類し、分析と対応が必要である。
・「授業が分かりにくい」「退屈で眠くなる」「生徒の
やる気をそぐ」等の否定的な意見については、丁
寧に分析し、適切な対応を要する。

○キャリア教育の充実
ＰＬ：進路指導主任
ＳＬ：教務主任、学年
主任
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○進路に関する項目は、生徒満足度アンケートで
94％であった。
〇6/9小論文講演会、7/28進学ガイダンスを実
施。8/25面接講演会、8/25職業人講話などは、本
校で直接話を聞く機会を作った。10/17夢ナビライ
ブはオンラインで開催した。生徒にとって、進路意
識を向上させるいい刺激となった。
○1年生TCPでは市役所、地元企業創業者との連
携を進め、２年FDRではSDG'ｓをテーマに社会につ
いて考えた。自分の意見を持ち、それを発表する
等の好い機会となり、自分と社会との関係を考え、
行動することの大切さを学んだ。
〇「入試結果総括」はこれから実施する。

・3年間を見通したキャリア教育を構築する。その
ために、「総合的な探究の時間」の内容も見直し、
目的や評価基準なども明確化していく。また、地
域・世界・社会などと自分とのかかわりを意識させ
る。また、活動を通して、自分自身何が変わったの
か、どんな成長があったのかを意識させる。
・オンラインでの行事と実際の経験との違いなども
意識し、効果があるものに関してはネットを積極的
に活用していく。ただし、効果が薄いものはスクラッ
プする。

・TCPは、生徒の調査力、情報活用能力、企画力、
プレゼン力を高めるのに有効である。
・進路指導については6％の生徒が満足していな
い点が気になるが、卒業後でも進路相談ができる
環境が整えば生徒・保護者共に安心できる。
・教科学習だけでなく、外部の講師を招いた講座や
ガイダンスで情報の少ない生徒に自分の将来を考
えさせる貴重な機会を用意している。
・人格は高校3年間で完成される。今の社会で求め
られる優しい心、思いやりの心、忍耐強く努力する
力が育つ取組を今後も実践してほしい。

○３年間を見通した学習・進路指導
ＰＬ：進路指導主任
ＳＬ：教務主任、学年
主任
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○6/29,7/1に進路検討会、6/5学校推薦型・総合
選抜型など方向性を検討する進路検討会予備会
議、、9/9就職公務員激励会、10/8共通テスト100
日前集会、12/3，4と１/22出願校検討会を実施。
○9/16,17、12/15.18進研模試分析会(7月/10月)、
9/14～面接旬間実施。3/12模試反省会を予定
○2年は6/8に、１年は11/2、1/8にNSP集会を実
施。以降毎週月曜日を基本に活動。１,２年のNSP
は全統模試受験。3年は放課後に希望者への習熟
度別講座を実施。3年九大プレ模試や添削指導も
実施。

・考査や模試、学習時間調査などで生徒の状況確
認。学年やクラス、NSPなどの集団と、個人個人を
意識しながら、どうアプローチをしていくかを模試
反省会などで考えていく。面談旬間も生徒の考え
を聞きつつ、個人へのアプローチの良い機会ととら
え活用していく。
・学年任せにならないように、教科会議の場でも学
習指導方法などを話す場として活用する。

・パソコンやスマホを活用する力を、かなりの生徒
が有する。その能力やスキルを活用しない手はな
い。有事だけでなく、平時においても学習や情報発
信に活用させてほしい。
・新型コロナ感染症対策に奔走させられた1年。学
校の臨時休業も予断はならない。そんな中、コロナ
禍をチャンスととらえ、自律性を養ってもらいたい。
・重点的取組、取組指標、自己評価から学習指導・
部活動の指導、生活指導はきめ細かく実践されて
いる。

令和２年度学校評価（年間評価)

次年度の改善策 学校関係者評価

学校名　大分県立竹田高等学校

分析・考察

○基礎・基本の理解及び新学習
指導要領・新大学入試に対応し
た学習・進路指導の充実

重点的取組
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価

学校教育目標

◎ 「自律自尊」・「進取研鑽」・「和衷協同」の校訓のもと、生徒一人ひとりを大切に、
安全・安心な教育環境を整え、知性・感性教育の充実に努め、グローバルな視点を
持ち地域を支える人材を育成する。

○地域の高校魅力化・特色化推進事業を活用し、地域と連携した探究的な学び等、特色ある総合的な学習の時間の取組を行うことができた。
○外部講師を招聘した公開授業や授業研究会等を計画的に実施し、授業改善や授業力向上への取組を推進した。
○命・健康・人権を重視した指導を徹底し、部活動等の安全対策や不登校生徒の支援体制づくりを進めることができた。
■生活面（特に時間厳守や清掃、挨拶）改善のための取り組みをさらに徹底する必要がある。

前年度評価結果の概要

重点目標 達成(成果)指標

○ 基礎・基本の理解及び新学習指導要領・新大学入試に対応した学習・進路指導の充実
○ 安全・安心な教育環境整備、人権・同和教育等の充実による豊かな心の育成
○ 保護者・地域との連携強化による学校の魅力度アップ

取組指標

重点目標中期目標

○ 主体性を持って多様な人々と協働して学び、自分の意見を持ち
行動できる力を育成する。
○　生徒の健康と安全を徹底し、規範意識を養い、基本的な生活
習慣を確立する。
○ 特別活動や体験活動及び人権・同和教育等を充実し、思いやり
の心、豊かな心を育む。
○ 地域と共にあり。地域に信頼され、地域から選ばれる学校づくり
を推進する。
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○生徒満足度及び授業満足度９
５％超
○進路志望達成率１００％
○外部模試及びセンター試験「超
平均」

○年2回の授業アンケートを行い、肯定
的回答を０．２ポイント以上アップさせ
る。
○研究授業は各教科年3回期日を決め
て実施。年度当初の早い時期に年間の
計画を立て、教科会議で進捗状況を確
認しながら、より充実したものにしてい
く。
○ＩＣＴを活用した授業を推進し、すべて
の教員が学期に１回以上は取組を行
う。

進路指導指針に基づき、以下の行事を
計画的に行い、生徒満足度アンケート
の進路指導に関する項目が９０％を超
える。
○「進路指導指針」を活用し職業人講
話（１年）、夢ナビライブ福岡参加（１，２
年）、進学ガイダンス（２、３年）、オープ
ンキャンパス参加（１，２年生中心）、小
論文講演会、面接講演会（３年）を実施
する。
○年度末に「入試結果総括」を行い、次
年度に引き継ぐ。
○「総合的な探究の時間」を充実させ、
目標を設定し、自主的に学ぶ態度を育
てる。
進路指導指針に基づき、以下の取り組
みを計画的に行い、継続性のある進路
指導を実行する。
○各学年の模試分析会、学校推薦型
選抜・総合型選抜研究会（１学期）、出
願校検討会議（年間３回）を実施する。
○面談旬間の実施（4月、9月）。３年生
向けに就職公務員激励会、大学入学共
通テスト１００日前集会を実施する。
○難関大学支援プログラム(NSP)の充
実を図る。



○美しい学校（きれいな教室）
○きれいな言葉と美しい身だしなみ
○笑顔で爽やかな挨拶

ＰＬ：生徒指導主任
ＳＬ：特別活動主任、
学年主任
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〇6月4日情報モラル講演会を実施（1年生）し、携
帯電話の適切な利用について周知徹底を図った。
〇校内美化委員を中心に無言清掃を呼びかけ、
校内の美化に努めた。
○服装頭髪検査(7/1，9/20.11/13）を実施
○生徒会と指導部で合同で朝の挨拶運動を行った
（月に1回）。　　　　　　　　　　　　　　　　　〇美化委
員会活動において３学期・ポスターを掲示してごみ
ゼロ運動・無言清掃を啓発した。

・コロナ禍により計画的な取り組みが難しい中、風
紀・交通委員会・美化奉仕委員会の活動を活性化
できるように指導する。　これら２つの委員会を定
例化し、設定した目標の達成に向けて、具体的な
活動を実施する。
・校則の見直しに向けて、「身だしなみ検討委員
会」を活用し、年度内の見直しが完了するように年
度末までの計画を立てさせる。２月に入り生徒会と
協議を繰り返し実施している。さらに風紀・交通委
員会・美化委員会を活発に動かす仕掛けを考えた
い。

・さわやかなあいさつ、きれいな環境づくり、身だし
なみについては生涯学習の一環。今まで通りの指
導を継続してほしい。
・情報モラルに係る教育は引き続き実践してもらい
たい。人権教育と連動させ、相手の気持ちを容易
に想像できる力をあらゆる指導の中で培ってほし
い。
・自己有用感を醸成するために、教科指導、生徒
指導の中で、生徒をまずは認める姿勢が教員に求
められ、それを職員間で共有する取組を継続して
もらいたい。

○部活動の充実
○生徒の自主性・主体性の育成

ＰＬ：特別活動主任
ＳＬ：生徒指導主任、
学年主任

3

〇部活動入部率は94.2％と目標を達成することが
できた。
〇新型コロナウイルス対策や熱中症予防につい
て、部顧問会議やキャプテン集会を複数回開き注
意喚起することができた。
〇新型コロナウイルスの影響で地域の行事が中止
となり、ボランティア活動に自主的に参加する機会
が例年に比べると激減した。

・引き続き新型コロナウイルス対策、熱中症予防対
策を徹底して行い、安全・安心な教育環境を整え
る。
・生徒の自律的防災力を高め、教職員側の自律的
防災力を高めるとともに、より実践的な防災避難
訓練の在り方を構築する必要がある。
・ボランティア活動に参加する機会を作り積極的に
参加を呼び掛ける。

・入部率では顕著な結果を残した。
・突き抜けた部活動（山岳部、器楽部、書道部）に
より、一生涯心豊かに過ごせるようスポーツや文
化を愛好する心と体験を充実させてもらいたい

○安全・安心な教育環境づくりの推
進、生徒の心身の健康の維持・増進

ＰＬ：保健教育相談主
任
ＳＬ：人権教育主任、
生徒指導主任、学年
主任
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○保健・教育相談分掌会議やスクールカウンセ
ラー（ＳＣ）と連携した生徒支援委員会を定期的に
実施し、支援などを必要とする生徒に関する情報
共有、対応の検討を行った。職員会議で保健室利
用状況やカウンセリング内容の報告を行った。
○学校生活、いじめ、臨時休校中の不安アンケー
ト実施。9/30原付バイク実技講習会、11/11バイク
通学生集会及び自転車通学生に対するマナー集
会を実施。5/28熱中症予防対策講演会実施。
○日常的な感染症予防として校内の消毒液・手洗
い石鹸液設置箇所追加、1日2～3回消毒タイム確
保、授業中の常時換気を実施。生徒指導部とタイ
アップし昼食時の指導を実施した。
○9/23防災教育講演会（生徒・教員）
○9/23防災教育職員研修会（教員）
○12/11防災避難訓練
〇10/29薬物乱用防止教室（1年）
〇2/8心肺蘇生法・AED・ｴﾋﾟﾍﾟﾝ講習会（教員）
〇1/29教育相談研修会（教員）

・アンケートやＳＣの相談内容において、人間関係
に関する悩みや相談が多く見られる。ＳＣには生徒
本人や保護者、ＨＲ担任など教員にも助言を頂い
ている。
・来年度は「人間関係づくりプログラム」を導入し、
生徒同士の良好な人間関係を構築し、いじめ、不
登校を生まない魅力ある学校づくりに向けた取組
を推進する。次年度4月2日に新任教員を交えて、
職員研修を実施予定である。
・交通安全に関しては、交通マナーについての意
識をより高める必要がある。保健委員会によるＷ
ＢＧＴ計測および結果掲示、感染症予防に関する
ポスター掲示などの活動を今後も継続していく。

・年間を通して新型コロナ感染症及び熱中症防止
について万全の策を講じている。
・非接触型体温計、空気清浄機、加湿器、職員室
内のパーテーション、電子黒板を用いてのWEB集
会等、今まで経験したことのない危機に十分対応
できている。
・新型コロナ対策については学校行事の精選（中
止や短縮）や土曜講座、スタディサプリの導入など
で生徒の学力補償を確実に行っている。
・「安全、安心な部活動のために～各部確認事項
～」を毎年、制定し、PTA総会で配布するなど過去
の教訓から得た安全対策が引き続き行われており
安心して子どもを学校に預けられる。

○効果的な情報発信

ＰＬ：総務主任
ＳＬ：特別活動主任、
生徒指導主任、進路
指導主任、学年主任
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○学校HPの更新回数を昨年度より55％増やせ
た。
HPの更新回数（R1：149回→R2:231回）
　　　　　　　　　　　　　　５５％増（2/15現在）
後期は更新回数だけでなく、質の高い読みやすい
記事の掲載を心掛けた。
〇行事に応じて報道機関に案内をし、取材を依頼
した。（文化の部・総探発表会・川端康成記念講演
会ほか）
〇「竹田高校NEWS」を高校説明会の際、資料とし
て管理職が持参し、中学3年生および保護者に配
布し説明時に活用した。

・HPの更新回数は、引き続き毎日更新を目標に伸
ばしていく。
・中学校教員へのアンケートは2月に実施。
・情報発信力の大きいケーブルテレビに本校の魅
力を伝える番組を作ってもらう等の企画を考える。
・保護者から要望のあった学校HP、facebookに掲
載する写真の説明も可能な限り対応する。
・SNS（インスタグラム・Twitter）を利用した情報発
信を検討する。

・昨年度に比べて情報発信は格段に増えており、
引き続き地元に根差した高校、身近に感じられる
高校を築いてもらいたい。
・効果的な情報発信について、学校関係者評価委
員会の意見（質や量の大切さ）を取り入れている。
・竹田高校の卒業生は世界の各地で活躍してい
る。これからも校訓のもとで志の高い人間教育を
貫いてほしい。
・地域や地域の小中学校を定期的に訪問し、新情
報をPRしていけば市民と学校がより近い関係にな
る。

○奉仕（ボランティア）活動の実施
○地域行事への参加

ＰＬ：特別活動主任
ＳＬ：教務主任、生徒
指導主任、進路指導
主任、学年主任
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〇グランツたけたのボランティアスタッフへ10名の
生徒が参加し、地域活性化の一翼を担った。
〇地域奉仕活動を2学期に実施し、竹田市内の環
境整備を行うことができた。
○12/10竹田警察署と連携し、交通安全員会の生
徒8名と顧問が冬の交通安全週間の街頭啓発運
動に参加した。

・地域のボランティア要請があれば、積極的に参加
するよう呼び掛ける。
・生徒、教職員一人一人が竹田高校の広告塔であ
ることを意識する。生徒は登下校中（公共交通機
関の中も含む）の言動や振る舞いに自覚をもち、
教職員は、教育公務員として適切な指導を行う。

・新型コロナの影響で例年のように地域に出かけ
ることはできず、地元中学校へのPRが十分にでき
なかった。
・器楽部は竹田市立豊岡小学校や和気藹音コン
サート（グランツたけた）、書道部は由学館（竹田
市）のオープニングイベントでパフォーマンスをして
いる姿を見て、非常に勇気づけられた。

○保護者、地域中学校との連携

ＰＬ：総務主任
ＳＬ：特別活動主任、
進路指導主任、学年
主任
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○竹高Newsを6回発行。特に5号、6号では竹田高
校の魅力を1年生50名に漢字1文字で表現させ、学
校の魅力発信の手段の一つとした。
○「暁鐘」を発行した。竹高News及び暁鐘は発行
後は近隣の13の中学校（竹田市、豊後大野市）及
び熊本県の2中学校に配布した。
〇『校報』を卒業式前に発行。

・PTA広報誌については、豊肥地区のすべての中
学3年生に届けるよう引き続き発行準備を進める。
また、地域で行われるイベント等で配布し広報活
動を行う。
・校内授業研究会（5教科・10～2月実施）では豊
肥・県南の中学校教員や竹田教育事務所・両市教
委に参加を呼び掛け、多数の参加をいただいた。

・編集スタッフの真摯な紙面づくりに感謝する。
・生徒、保護者アンケート結果について適切に
フィードバックしている。
・学校行事等が縮小や中止される中、紙面づくりに
苦労したと思われるがこれまでどの新聞も読み応
えがあり、生徒の活動の様子もよくわかった。

○安全・安心な教育環境整備、
人権・同和教育等の充実による
豊かな心の育成
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○爽やかあいさつ、正しい日本語
９０％超
○部活動入部率９０％超
○校内事故及び交通事故・交通
違反０件

○携帯電話使用規定の周知徹底を図
り、情報モラル教育講演会を年２回実
施する。
○清掃は無言で行い、校内ゴミ０を目
指し、美しい学校とする。
○身だしなみ検査を各学期、２回実施
し、統一意識のもと美しい身だしなみを
整える。
○笑顔でさわやかな挨拶が飛び交う学
校を目指す（アンケートにより検証）。

○部活動入部率を９０%以上を目標と
し、部活動への入部奨励を行う。
○部活動中の安全に対し十分配慮した
体制を整え、活動中の重大事故件数を
０にする。
○地域の生徒ボランティア要請に対す
る自主的参加率８０％を目指し、行事な
どにおいて、生徒が自主的・主体的行
動をとれるよう仕向ける指導を行う。

○スクールカウンセラーを有効に活用
し、全職員で生徒理解に努める。
○学校生活アンケートで、いじめ･、悩
みの早期発見に努め、学期に一度職員
会議や生徒支援委員会等で情報共有
を図る。
○美化コンクールを学期に１回実施す
る。学校の「整理整頓満足度」１００％を
目指す。
○交通安全の集会や熱中症予防等の
講演会を実施し、健康･安全意識の高
揚を図る。交通事故０を目指す。
○新型コロナウィルス等感染症の予
防・拡大防止に努める。

○「竹田高校NEWS」の発行および中学
生への配布を継続する。中学校教員の
本校に対する満足度アンケートが９０％
を超える。
○学校HP等の更新回数を昨年度より
５％増やす。
○報道各社及び竹田ケーブルテレビ
に、年間行事予定表を配布し積極的に
取材を依頼する。

○地域奉仕活動を年間２回（１・２学期
末考査の最終日）実施する。
○地域主催行事のボランティア活動の
積極的な参加を促し、地域の生徒ボラ
ンティア要請に対する 自主的参加率１
００％を目指す。
○地域からの学校満足度評価９０％以
上を目標とする。

○「竹田高校NEWS」の発行および中学
校配布により、本校活動の広報強化に
努める。
○ＰＴＡ教養セミナー「竹高館」を開催
し、保護者と研修の機会を通して連携
を深める。
○学校活性化事業を活用し、中高連携
研究授業の参加者の増加や中学校と
の引き継ぎや里帰りの内容の充実を図
り、中学校との連携を深める。
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○保護者・地域との連携強化に

よる学校の魅力度アップ
○保護者満足度９０％超
○地域満足度９０％超



〇業務改善の推進
ＰＬ：管理職
ＳＬ：各分掌主任
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〇Googleアンケートの活用件数も前年に比べ増え
ている。
〇職員朝礼・職員会議におけるペーパーレス化を
１００％図ることができた。
〇テレワークやリモート授業に対応できるよう全教
員でZOOMの研修を行い、活用できるようになっ
た。

・質の高い働き方改革を行うために行事の精選お
よび削減については、「生徒に付けたい力（資質・
能力）は何か？」ということを分掌、学年会議等で
ゼロベースで考え、ボトムアップ方式で議論を重
ね、運営委員会で協議し決定していく。
・遠隔会議を行うことをほとんどの職員ができるよ
うになってきたことで、外部との簡易な会議につい
てリモートで実施することも検討していく。

・朝礼・職員会議等でペーパーレスやテレワーク・
リモート授業を全職員ができるようになったことは
たいへん素晴らしい。更なるスキルアップを期待す
る。
・先生方の勤務時間の多さが心配。最大の危機管
理は自らの健康管理。健康あっての教育なので
ワークライフバランスを保ったうえで教育活動に励
んでもらいたい。

〇学校閉庁日の設定、年休・夏季休
暇
の取得推進、時間外勤務時間の削減

ＰＬ：管理職
ＳＬ：各分掌主任
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○振休・代休の完全取得をするよう呼び掛けた。
完全取得にはなっていない。
〇夏季休暇の完全取得をするよう呼び掛けた。夏
季休暇（１人5日）の取得率は平均4.4日
○臨時休業による授業日の確保のため、学校閉
庁日を2日間とした。
〇教育職のうち80時間を超える時間外勤務をして
いる職員は、６月から増え始め40名中8名・7月に9
名となり、これをピークに減少に転じた。令和3年1
月は5名。

・時間外勤務の主な理由は部活動の指導に係る
業務であるが、新たな休養日の設置、指導体制の
見直し等を進めることで改善する。

・教職員が健康に留意し、心身の余裕をもって複
雑、多様化する生徒指導にあたることで、さらなる
学校の発展を目指して頑張ってもらいたい。
・コロナ対応に追われた1年。教員の健康面が心
配。教える意欲を殺ぐことがないよう、物心両面の
配慮が必要となる。
・ICTなど電子機器の活用によりし、ワークライフバ
ランスを取ってもらいたい。
・先生の前には常に生徒がいて1日の業務に切り
がない。管理職を中心に教職員に声掛けをしてほ
しい。

総合評価
次年度への展望等

○地域の小・中学校との関わりを深め、特に両教頭が竹田中学校及び竹田南部中学校の学校運営協議会に参加し、義務制の教育現場における課題を共有し中高連携を深めることで、竹田市内からの志願者の増加につなげた。
〇コロナ禍の中、保健部を中心に全職員で感染拡大を予防することに努めた。同時に教務では学力保障に、特活部では安全な部活動の実施に十分に配慮することができた。
〇竹田コミュニティプラニング（TCP：総合的な探究の時間)も多くの地域人材を活用し、系統的に進めることができ、生徒の進路意識を向上させることができた。
○公開授業や校内授業研究会を実施し、授業改善や授業力向上の取組を推進した。
■アンケート（生徒）において「竹田高校が好き」等の学校満足度が低くなっており、生徒の質の変化に学校が対応しきれておらず、開発的生徒指導の促進が急がれる。また、生徒の居場所づくりのためにも「人間関係づくりプログラム」等の研究・
実践が必要である。
■生徒一人ひとりに確かな学びを提供し、学力を伸長させるための学年を超えた組織的な取り組み（分掌・教科等）が求められる。また、高校入試問題の誤答分析、大学入学共通テストの研究等を通して、義務制との系統的、継続的な指導が図
れるよう中高の連携を一層深めていく必要がある。

〇学校閉庁日の設定（４日）。
〇年休の昨年以上の取得。夏季休暇
の完全取得。
〇時間外勤務時間８０時間超０への挑
戦。
〇部活動の時間や休養日の徹底。
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〇ＩＣＴの活用促進（統合ファイルサー
バーにおける共有、Googleアンケートに
よる集約簡素化、ＯＥＮと、e-officeの活
用徹底）。
〇会議資料のペーパーレス化や会議
回数の削減促進。
〇スクールカウンセラー等専門スタッフ
との連携。
〇テレワークおよびリモート授業の検討

〇働き方を見直し、業務改善を図
りながら、長時間労働の削減や
休暇の取得促進など、ワークライ
フバランスを確保できる職場環境
づくりに取り組む。

〇教職員満足度９０％超


