
 

 

令和４年度 学校マネジメントシート 

 

【様式】 

  学校名（四日市高等学校） 

１ 目指す姿 

(1)目指す学校像 

○知識の基盤となる高い学力とともに、前向きな姿勢や他者と協働しながら新しい価値を生み出す

力をはぐくみ、新しい時代を各分野でリードする人材を育成する学校 

○校是 「遍く険しく、光輝く八稜星のごとく」 

「八稜星」は四日市高校の校章であり、多方面にわたって発展する若人の情熱を表現している。    

「八」は、画一を排し多様な価値観を大切にする懐の深さ、「稜」は高く険しき壁にぶつかっても、心

を動かさず耐え忍び、努力で克服する堅忍不抜の心意気を表象している。 

(2) 

育みたい 

児童生徒像 

社会をリードできる人材として、 

（１） 自主・自律の精神     （オーナーシップ・マインド） 

（２） 幅広い視野         （グローバル・マインドとシチズンシップ） 

（３） 相互に尊敬し合う態度 （協働や多様性の受容から新たな価値を生み出す力） 

といった資質能力を身につけた生徒 

ありたい 

教職員像 

○ 社会のリーダーを育成するリーディングスクールとしての使命感を持っている教職員 

○ 互いに支え合い、研鑽しながら「教科指導力」と「人間育成力」を高め合う教職員集団 

２  現状認識 

(1)学校の価値を 

提供する相手

とそこからの

要求・期待 

＜生 徒＞ 

学力の向上、進路保障、部活動や特別活動の充実、同窓と交友を深め安心して過ごせる学校 

＜保護者＞ 

教員の学習指導力、進路指導力、人間関係力の育成、安全安心な学級学校 

＜地 域＞ 

リーダーとして社会や地域を牽引する人材の育成、リーディングハイスクールとしての進学

実績、豊かな心・人格の形成。 

(2)連携する相手

と連携するうえ

での要望・期待 

連携する相手からの要望・期待 連携する相手への要望・期待 

＜地域社会＞ 

学力と人間力を兼ね備えた人材の育成 

地域とのパートナーシップ 

＜中学校＞ 

四日市高校教員としての指導力 

生徒の希望進路の実現 

＜予備校・学習塾＞ 

 情報交換や情報共有 

＜地域社会＞ 

自治体や地域の企業、団体等の教育力の活用 

 地域人材の教育力の活用（外部指導等） 

＜大学・研究機関＞ 

高いレベルの探究力を育成するための講義

等の協力（ＳＳＨ事業・大学出前授業等） 

＜予備校・学習塾＞ 

授業改善のための研修、大学入試にかかる情

報の提供 

 

(3)前年度の学校 

関係者評価等 

・これまでの学校関係者評価から、新しい学習指導要領の求める「主体的対話的で深い学

び」が、様々な学習活動、特にＳＳＨをベースにした探究活動等を通して十分実践できる

と考えられる。特に令和４年度は第二期ＳＳＨ事業の最終年を迎えるため、次期への継続を

見据えて各行事の精選を進めるとともに、これまでに得られた成果と課題を検証し、さらに各取組

内容が充実したものになるように推進していく。一方で、コロナ禍により各種行事等や外部機関と

の連携が従来のようにはいかなくなっているが、オンラインによる実施により一定の成果もあがって

いるため、さらに効果的な方法を模索しながら柔軟に対応をしていくことが必要となる。 

・コロナ禍の影響で学校教育でのＩＣＴ機器の整備が急速に進められたことから、これらの

教育効果が十分検証されないまま対応が遅れている現実がある。しかし、導入予定の一人

一台タブレットを有効活用するため、先進事例などを参考に内容の濃い研修機会を設定

し、教員個々のＩＣＴスキルを向上させ、より効果的な学習活動につなげられるようにしていく必要

がある。 

・不祥事根絶を目指し、引き続き学校信頼向上委員会を定期的に開催して、全教職員によるコンプ

ライアンス研修をより意義のある取組にしていく。 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 



 

 

(4)現状と

課題 

教育 

活動 

○本校は、１８９９年の創立以来、我が国及び国際社会において活躍する多くの人材を輩出し

ており、三重県を代表する進学校として、生徒、保護者及び県民から大きな期待が寄せられ

ている。とりわけグローバル化や人口減少が進むなか、新しい社会の地平を切り拓くリーダ

ーとしての資質を育む役割が求められている。 

○生徒の視点に立ち、生徒一人ひとりの個性と生きる力（確かな学力、豊かな人間性、健やか

な身体）の育成を図るとともに、全ての生徒に卒業後も高度で優れた学問を学び続け得る質

の高い「学力」を培う必要がある。 

○「文武両道」の校是のもと、学習の充実と活発な部活動を効率的、効果的に行っているが、

主体性・多様性・協働性を育むための取組の在り方について、その成果と課題を検証し改善

する必要がある。 

学校 

運営等 

○生徒一人ひとりが自らの在り方・生き方を確立できるよう、教員との十分な対話の機会を設

けるとともに、引き続きスクールカウンセラー等外部人材とも連携し、教育相談体制の充実

を図る必要がある。 

○教育活動への献身的な取組が教職員の過重労働を生む土壌となっていることから、業務の精

選・重点化を図るとともに教職員相互が協力し合い、助け合う学校組織文化を、一層、醸成

する必要がある。 

３  中長期的な重点目標 

教
育
活
動 

○スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）事業の成果を継承するとともに、スーパーサイエンスハイス

クール（ＳＳＨ）事業（平成３０年度～令和４年度）を活用して、新しい高校教育の在り方を研究し、新

しい社会の地平を切り拓くリーダーとしての資質を育む高校として、その役割を果たします。 

○生徒が学力を高めることができる指導を充実させるために、教職員は、探究的で、主体的・対話的な学び

について研修を深め、本校独自の学習指導方法を実践するとともに、ＩＣＴの活用など授業の改善に努め

ます。また、授業時間の確保に努め、学力の保証、充実、伸長に努めます。 

○生徒一人ひとりの個性の伸長を図りながら、同時に市民性・社会性（シチズンシップ）を育むとともに、

本校に集うすべての人々が相互に尊敬し合い認め合う心で交流する温かい組織風土を培います。 

学
校
運
営
等 

○生徒の学習状況や生活実態及び学級の状態を把握することにより、学力の向上や、いじめ、不登校の未然

防止や早期の対応を図り、生徒が、ここで学んでよかったと思う学校、学級集団づくりを進めます。 

○教育計画や指導方法に関する実質的な議論が行えるように、各種委員会の充実や情報交換会、教員同士の

授業見学等を充実して組織を活性化させ、教員の学習指導力と生徒指導力の両面を高めます。また、働き

方改革にとりくみ、業務の精選・重点化を図るとともに教職員が相互に協力し合い助け合う学校組織文化

を醸成します。 

４ 本年度の行動計画と評価 
（１）教育活動 

教育活動に関する項目は、児童生徒を対象としたものとするのが望ましい。 
（例）「教育課程・学習指導」「キャリア教育（進路指導）」「生徒指導」「保健管理」など 

    また、評価項目・指標等を検討する際の視点は、学校の実態に応じて設定する。 
【活動指標について】取組・活動の具体的な活動量や活動実績を指標にします。 

【成果指標について】取組・活動による具体的な効果や成果等を指標にします。 

【備考欄について】「※」：定期的に進捗を管理する取組 「◎」：最重点取組 

項目 取組内容・指標 結果 
備

考 

ＳＳＨ事業

における

人材育成 

１ 生徒の創造的・論理的・協働的な思考力や判断

力を育成するために、学校設定科目「探究」におい

て一人１テーマの課題研究を実施します。テーマ決

定・研究の実践・論文作成におけるさまざまな学習

場面で、個別に指導・助言を行い、生徒同士での

学びの場を設定します。また、事業の中心となる２

年生において、大学や外部機関等との連携の充実

に努めます。 

【活動指標】中間発表会、論文交流会等の生徒同

士の協働的な学習を年５回以上実施 

【成果指標】生徒アンケートにおける思考力向上の

実感度 80％以上 

 

 

１ 

【活動指標】 

 １年生は夏期休業中に自由研究を行い、９月

にポスター発表会を実施。２年生は年間を通し

て探究活動を行い、９月に中間発表会、１月に

発表リハーサル、四高版「科学の祭典」にて発

表を実施。３年生は論文作成を行い、生徒同

士で論文交流を実施。 

【成果指標】 

「探究の授業を通して、思考力・判断力・表現力

が向上したと思いますか？」 

１年生：84％、２年生：92％、３年生：85％ 

 

 

 

 



 

 

２ 生徒の国際感覚や多角的な視野、表現力を向上

させるために、白熱英語講座、即興型英語ディベー

ト、東大金曜講座、国内研修等、さまざまな課外活

動を実施します。 

【成果指標】課外活動の満足度 90％以上 

 

 

 

 

 

 

 

３ 国内の研究成果発表会への参加を効果的に推進

します。 

 【活動指標】生徒の国内発表（ポスターセッション）

に年５回以上参加 

２ 

【成果指標】 

生徒の満足度調査の結果 

・白熱英語講座：100％、ＳＳＨ国内研修（つく

ば）：97％、ＳＳＨ国内研修（沖縄）：94％ 

・令和４年度オーストラリア科学奨学生（ハリー・

メッセル国際科学学校）プログラムの日本代表

に選出。 

・PDA即興型英語ディベート全国大会出場。 

・第 12回科学の甲子園全国大会に三重県代表

で出場。 

 

３ 

【活動指標】 

 ＳＳＨ東海フェスタ、ＳＳＨ生徒研究発表会、サ

イエンスファーム、日本動物学会で発表。坊ち

ゃん科学論文コンテストで優良入賞。Global 

Classmates 2022 にてアメリカの Desert Hills 

High School と交流。中国の鄭州外国語学校と

交流。みえ探究フォーラム、京都大学ポスター

セッション、ＷＷＬ生徒研究発表会、再生医療

学会、Mie SSH Research Presentation 2022 で

発表。 

学習指導

力向上 

 

 

 

 

 

 

 

授業の充

実、及び

学力向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業時間

の確保 

１ 生徒が興味関心を示し、内容を理解し学力が向

上する授業を実践するために、「授業改善アンケー

ト」を年２回実施する。「説明や発問等の仕方」「教材

の準備や提示の仕方」「指導の工夫」等の視点別の

評価をもとに改善することにより、授業の質の向上を

図ります。 

【活動指標】授業改善アンケート年２回実施 

【成果指標】視点別１２項目平均点３以上（満点４） 

 

２ 習熟度講座、少人数講座等を展開したり、１人１台

タブレット等のＩＣＴを有効活用した授業を実施したり

して、理解や定着を図り、生徒の満足度を高めます。

また、定期試験、実力試験、実力養成試験などの他

に確認試験などを実施し、個人及び学年集団の学

力を分析し、きめ細かい学習指導を行います。 

 【活動指標】 各試験の実施、補習授業等学力補充

の実施、ICT 活用の研究、各学年の学力検討会議を

年１０回以上実施 

 

 

 

 

 

 

 

３ 授業時間を確保するため、年間通して計画的に実

施するとともに、自習時間は時間割変更して対応し

ます。 

【成果指標】自習時間数ゼロ 

１ 

【活動指標】 

 授業改善アンケートを年２回（６月・１２月）実

施。授業担当者には科目別に結果をフィード

バックし、授業改善に生かしている。 

【成果指標】 

 アンケート項目見直しにより全３項目におい

て、平均点前期 3.4点、後期 3.5点（満点４点） 

 

２ 

【活動指標】 

 ２年生の国語（古典）で、習熟度講座を開講

し、アンケートで高い満足度が得られている。 

 １年生を中心に１人１台タブレットを活用した

授業公開を行ったり、実例報告を集約したりす

るなど全職員に共有した。 

 各試験を実施。確認試験は各教科・科目で適

宜実施。 

(１学年）学力検討会議 12 回実施。定期考査の

結果を分析し、教科・学年の指導にお

ける方向性を検討した。 

（２学年）学力検討会議 14回実施 

     11月～1月教科担当者面談実施 

（３学年）学力検討会議12回実施 

 

３ 

【成果指標】 

 曜日や時限によって授業時間数が不均衡に

ならないように計画的に実施している。自習時

間は年間で 16 時間（R3：1 時間、R2：5 時間、

R1：4時間） 

 



 

 

学級経営 

 

 

 

 

 

人権教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読書推進 

１ アンケートや面談を実施し、学級集団の状況や生

徒一人ひとりの状況を把握し、親和的な学級集団の

育成に取り組みます。 

【活動指標】個人面談年間３回以上 

 

 

２ 人権教育推進計画を基盤にし、日々の授業や学

校生活で実践を行います。また、人権学習を実施

し、人権に対する意識を更に高めます。  

【活動指標】人権教育の観点を取り入れた授業、

「人権講話」、人権学習の実施、各クラスの人権委

員長・人権委員によるピンクシャツ運動など、主体

的な人権啓発活動を行います。 

 

 

 

 

 

３ 生徒同士、教職員、来校者等に対して場面に応じ

た挨拶ができるスキルを身につけるために、生徒会

役員、室長、運動・文化部の部長が核となった挨拶

運動など、生徒のコミュニケーション能力向上につな

げます。 

【活動指標】生徒を主体とした挨拶推進運動年５週

以上実施、教職員の当番制による登校安全指導年

間２０日以上実施。 

 

 

 

 

４ 読書活動を推進することにより、生徒が視野を広

げ、思考力・表現力を高められるよう支援します。ま

た、「探究」など生徒のさまざまな学習活動に関連

し、幅広い資料提供に努めます。 

【活動指標】読書活動推進のための情報発信回数：

１２回以上 

１ 

【活動指標】 

（１学年）個人面談 ４回実施 

（２学年）個人面談 ４回実施 

（３学年）個人面談 ５回実施 
 

２ 

【活動指標】 

・人権LHRなどの人権学習・・・人権委員が主体

的に取り組むことができた。 

・いじめ防止を訴えるピンクシャツ運動・・・ 

 （４月）各クラスの人権委員が挨拶運動とピンク

マスク配布。 

 （１１月）生徒会が主体的に企画して啓発バッ

ジとピンクマスク配布、朝の挨拶運動を実施。 

 年２回のピンクシャツ運動の内容がより良くな

り、生徒の意識を高めることができた。 

 

３ 

【活動指標】 

 生徒会が呼びかけ、室長・人権委員・部員な

どの協力を得て挨拶推進運動を予定通り実

施。また、登校安全指導においても年間２０日

以上、教員が当番制で実施。 

【成果指標】 

 いじめ防止啓発として、４月は人権委員、１１

月は生徒会が中心となり挨拶推進運動を行

い、生徒同士の輪が広がり意識づけのきっか

けとなった。 

 

４ 

【活動指標】 

 本校生徒のニーズに留意した選書に努めて

資料提供を行った。また、教科担当者と情報

共有を図り、学習活動に関連した展示を行っ

たり、時事に関する展示をすることで生徒の知

識や関心に沿った情報提供に努めた。 

【活動指標】 

 読書活動推進のための情報発信 

 関連展示回数：16 回実施 

 

改善課題 

（生徒指導）挨拶や身だしなみなどのマナーの向上。 

（１学年）生徒全員がタブレットを持っているためクラス運営や授業において活用を図ってきた。従来紙を配布して

いたものをデータに置き換えて配信したり、授業中にタブレットを使用して問題に取り組んだりと試行錯

誤の1年であった。学習の効率化とその効果をどのように両立していくかが今後の課題。 

（２学年）新型コロナウイルス感染拡大防止に最大限に配慮しつつ、学校行事等をできる限り平常に戻し、活気ある

学校生活を学習意欲・学力向上へとつなげたい。 

（３学年）入学早々休校が続き、初期指導ができずにいた。さらに、理・社含む５教科学習への転換点である２年生の９月

にも休校となった。オンラインでの指導は不慣れなこともあり、十分に生徒の学習に反映できたとは言い難い。

ただ、進路に関してはこちらの想定以上に高い志望を貫いており、教員に頼らず自身で何とかしようとする姿勢

が多く感じられた。 

 

  



 

 

（２）学校運営等 
学校運営等に関する項目は、教職員や施設等を対象としたものとするのが望ましい。 
（例）「組織運営」「研修（資質向上の取組）」「情報提供」「保護者・地域住民等との連携」など 
また、評価項目・指標等を検討する際の視点は、学校の実態に応じて設定する。  

【活動指標について】取組・活動の具体的な活動量や活動実績を指標にします。 

【成果指標について】取組・活動による具体的な効果や成果等を指標にします。 

【備考欄について】「※」：定期的に進捗を管理する取組 「◎」：最重点取組 

 

項目 取組内容・指標 結果 
備

考 

現状把握

と組織改

善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 教科の指導計画や教材の共有化等を図り、教科内の

情報交換を進めます。また各教科、科目指導計画の進捗

状況を確認し、学習指導の品質を整え、充実を図ります。

また、質、量の両面から生徒の実態に合った課題が提供

されているかについて必要に応じて聞き取り、定期的に検

証し、適切な家庭学習が行われているかを把握し、生徒

の学力向上につなげます。 

【活動指標】 教科会を教科毎に１０回以上実施し、進捗

状況を確認。全教員が他の教員の授業に年間１回以上

参加してコメント提供。課題の質、量調査結果と学力向上

の相関性について分析。 

 

２ いじめや体罰の未然防止や早期発見に努め、必要に

応じて関係機関とも連携して、生徒一人ひとりの心のケ

アに努めます。 

【活動指標】 生徒全員の個別面談年間２回、スクール

カウンセラー等の校内外の専門家、教育相談担当者、

養護教諭と学年によるケース会議（※注）の実施。 

（※注）ケース会議とは、チームで子供を支える教育相談 

及び特別支援教育の会議 

【成果指標】 長期欠席生徒数が前年度より減少、 

いじめ・体罰ゼロ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３ 保護者、生徒の希望を把握した上で進路検討会議を

実施し、個に応じた進路指導を組織的に行い、生徒の学

力、適性にあった進路を実現します。また、保護者に最

新の進路情報を提供するとともに、受験への支援や理解

を図ります。 

【活動指標】 保護者面談、生徒個別面談、 

進路検討会議の実施 

 

 

 

１ 

【活動指標】 

・各教科・科目でシラバスを作成し、情報の

共有を行っている。 

・年２回の授業公開日には全教員が他の教

員の授業に参加するように努めている。ま

た、ICTを活用した研究授業を実施した。 

・提出課題を減らしたモデルの学年が卒

業し、その３年間で得られた課題の質、

量調査結果と学力向上の相関性につい

て分析し職員に還元した。 

 

２  

【活動指標】 

・生徒との個別相談を1、2年生４回、3年生
5回実施した。また、学年と情報共有、対
応方針の検討などを行い、連携して支援
できた。 
・生徒の個別案件に対し、スクールカウンセ
ラーやスクールソーシャルワーカー、発達
支援相談員など専門家を交えて、適宜ケ
ース会議を実施した。 
【成果指標】 
・長期欠席生徒数は、２、３年生は昨年度よ
りやや増加した（昨年は９月休校）。 

      現３年   ２年   １年 

20日以上  23人   12人    4人 

     （昨8人） （昨4人） (昨9人) 

10日以上  51人   21人    9人 

     （昨20人） （昨6人） （昨10人） 

                 ［4月～11月］ 

・いじめ認知４件、体罰０件。早期発見早期
対応を心がけた。 
・カウンセリングの充実（週に 1 度、12 月末
現在、実人数：生徒 16名、保護者 6名 
実施回数：生徒46回、保護者28回相談）。
保健室での養護教諭による相談を除く。 

 

３ 

【活動指標】 

（１学年）保護者面談 1 回、生徒全員の
個別面談４回、合同保護者会
(9 月・四日市市文化会館)。 

（２学年）保護者面談 1 回、生徒全員の
個別面談４回、合同保護者会
（9月・四日市市文化会館）。 

（３学年）保護者面談２回、生徒全員の
個別面談４回、進路検討会議
４回実施。合同保護者会（6
月・体育館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

保護者 

連携 

 

４ 保護者や地域へ学校生活の情報発信を積極的にす

すめます。 

 【活動指標】 ＨＰの充実や ICT を利用した情報伝達を

行う。 きずなネットのさらなる有効活用

をする。 

 

 

５ ＰＴＡの支援のもと、土曜学習会や課外授業（夏期講

座含む）を充実させ、個に対応した指導を行います。 

【活動指標】 土曜学習会および課外授業の実施 

【成果指標】 ３学年 11 月時点での第 1志望校への 

出願率 70％以上 

４ 

【活動指標】 

ＨＰは各学校行事が終了後にできるだ

け新着情報をあげて紹介した。ＰＴＡ

役員会の案内等はメール配信に切り替

えつつある。 

 

５  

【活動指標】  

平日課外 

３年生 

（Ⅰ期）：12講座、383名受講 

（Ⅱ期）：14講座、357名受講 

（Ⅳ期）：15講座、336名受講 

（Ⅴ期）：15講座、314名受講 

２年生 

（Ⅰ期）：11講座、461名受講 

（Ⅱ期）：12講座、516名受講 

 

夏期課外 

３年生： 41講座、1,202名受講 

２年生：（Ⅰ期）：12講座、756名受講 

     （Ⅱ期）：10講座、553名受講 

１年生：14講座、903名受講 

 

土曜学習会Ⅰ期～Ⅲ期 

各学年で計画通り実施 

３年生：118 名受講 

２年生：248 名受講 

１年生：425 名受講 

 

【成果指標】 

３学年 11 月時点での第 1 志望校への出

願率 73.9％ 

組織活性

化 

 

 

 

 

 

 

 

組織運営 

 

 

 

 

 

 

不祥事 

根絶 

 

 

１ 進路主任を座長とする「学力向上戦略会議」（校長直

轄）を定期的に開き、授業改善等に先進的な取組を行っ

ている高校の実態の把握、指導方法の工夫、シラバス進

捗状況のチェック、学年間情報連携等を行い、学力向上

のための戦略と戦術を研究する。 

【活動指標】 年間１２回以上実施 

【成果指標】 生徒一人ひとりが学年始めより学年修了

時実施の同種の校外模試等において成績向上 

 

２ 各種面談、アンケート調査、ケース会議などの情報、

知見をもとに主任会議や各種委員会を定期的に開催し

て情報共有を図るとともに、校務分掌や部活動の在り方

等も含め、継続した学校経営改善に取り組みます。 

【活動指標】 中間評価を実施、改善点の各委員会１項

目以上提案 

 

３ 「学校信頼向上委員会」を設置し、生徒への関わり方や

教職員同士の関係性をふまえ、学校の課題を明らかに

し、改善に向け取組を進めます。また、PTA 役員等の意

見も取り入れ、「行動計画」に反映します。 

１  

【活動指標】 

 「学力向上戦略会議」を 11 回実施した。 

【成果指標】 

 各学年の課題解決に向けた取り組みの

提案・現状の共有、次年度以降の戦略等

を協議した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

【活動指標】 

 学校信頼向上委員会実施回数５回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

情報発信 

 

【活動指標】 委員会実施回数 年間５回 

      （４月・７月・８月・１０月・２月） 

 

４ HPの更新 

【活動指標】 更新回数 １００回 

 

５ 外部への発信 

【活動指標】 報道への情報提供 年間１０回以上 

 

 

 

４ 

【活動指標】 

 ＨＰの更新～更新回数 110 回 

５ 

【活動指標】 

 報道機関への情報提供は10回（うち報道

された記事、４例～ピンクシャツ運動、人

権講演会、ＳＳＨ講演会など） 

働き方 

改革 

１ 働き方改革に取り組み、業務の精選・重点化を図るとと

もに教職員が相互に協力し合い助け合う学校組織文化

を醸成します。  

【活動指標】 

・一斉定時退校を月１日以上実施。その日に定時退校 

できる職員の割合 85％ 

・部活動休養日を週 1 日以上設定。予定通り休養日を

設定し実施した部活動の割合 100% 

・放課後開催の会議時間を短縮し 60 分以内に終了す

る会議の割合 85％  

【成果指標】 

・１人当たり月平均時間外労働時間 30 時間以下 （30 

時間/月） 

・１人当たり年間休暇取得日数１９日以上（19日/年） 

・年 360時間を超える時間外労働者数０人 

・月４５時間を超える時間外労働者延べ人数０人 

１ 

【活動指標】 

 一斉定時退校日は、毎月１日実施。その

日に定時退校した職員 94.7％ （昨年

91.8％） 

 部活動休養日を週１日以上設定。休養日

を設定した部活動 100％（昨年 100％） 

 企画委員会以外の放課後の会議の

65.4％が６０分以内に終了。 

【成果指標】 

 時間外労働時間は、１２月末現在月あた

り、３３．８時間で目標を達することができ

なかった。 

 休暇取得は、１２月末までの日数をもとに

１年予想計算すると１７日 

 年 360 時間を超える時間外労働者延べ

人数は１２月末現在 ２３人。 

 月４５時間を超える時間外労働者延べ 

１６７人。 

 

改善課題 

（保健）欠席傾向のある生徒へ早期に対応ができるように、普段からの情報交換・共有や関係機関との連携が必要

である。 

（教頭）会議を迅速に進行するため、内容の精選や資料の事前配布、時間設定の工夫などが必要である。 

平均時間外労働時間についても、業務内容の削減や見直しに引き続き取り組む。 

 

  



 

 

５ 学校関係者評価 

明らかになった 

改善課題と次へ

の取組方向 

・四日市高等学校では、文部科学省の SSH 事業の指定を受け、生徒一人ひとりが異なる研究テ

ーマを定め研究活動を行っている。この「ひとり 1テーマ」の SSHこそが、四日市高等学校の

著しい特徴といえる。本年度は、SSH事業の第２期最終年度を迎えた。生徒への研究支援体制が

確立し、きめの細かい指導・助言に基づく協同的な探究の場が提供できている。生徒の満足度

も極めて高い。また、大学等との連携にも充実が見られ、学校内での「科学の祭典」はもちろ

ん、国内・国外で学会発表を行うなど、顕著な成果をあげた。 

・令和５年度は、新たに第３期事業へと移行する。ここで「ひとり１テーマ」を継続するか、

より協同的に共通テーマを探究する体制に移行するかを検討し、これまでの SSHの成果を基盤

とした新たなステージを構築していくことが望まれる。 

・学習指導では、従前の生徒の学びを管理することを脱し、自立した学びに向かわせることが

目指された。その流れに沿って、令和４年度は「主体的な学び」を実現するための先進的な取

り組みがなされた。その成果が表れ、多数の生徒が第一希望の進路を実現できている。しかし

一方で、学習不安を抱える生徒、長期欠席となる生徒が一定数いるのも事実である。 

・新型コロナによる行動制限が緩和される令和５年度は、コロナ禍で制限されてきた個別指

導、対面指導を再開することができ、より細やかな生徒の支援が可能となる。先生方の過重負

担とならぬよう、生徒の一人一台端末を活用し、個に応じた学習課題を設定するなどして、自

立した「個別最適な学び」の実現を目指していただきたい。 

・施設の老朽化が進んでいる。設置者である三重県には施設改修のための予算措置を求めた

い。なお、光熱費が嵩む実状も踏まえ、生徒の快適な学習環境を担保するため、省エネ型のエ

アコンに改修することが望ましいと考える。エアコンの使用においては、こまめに生徒の声を

聞き対応してほしい。 

・働き方改革に対して、令和４年度は、掲げた成果指標のうち多くのものが達成できていな

い。先生方の強い使命感からくる過重労働が慢性化している。業務内容の削減や見直しに、引

き続き取り組む必要がある。過重労働の主因となっている進学指導や生徒指導、部活動に関し

て、先生方のやりがいを損ねることなく、効率化を図るなどして業務負担を削減することが望

ましい。 

６ 次年度に向けた改善策 

教育活動につ

いての改善策 

・SSHは第３期へと移行する。これまでに得られた成果をもとに、さらに新たな取組をふまえた指導体制を

構築していく。その一つとして大学・地元企業・卒業生との連携・協働体制を構築したり、一人一台端末を

活用した効果的な探究方法を開発したりする。 

・SSH とともに 2本柱の一つであるオーナーシップマインドの醸成をさらに推進していく。これまでの成果

と課題をふまえ、「自律した学習者の育成」へ向け、学校全体として具体的にどのように進めていくのか検

討しつつ、実践を進める。 

・授業力向上については継続的に重視していき、さらに授業アンケートもより効果の高い方法を模索して

いく。また、授業におけるＩＣＴの使用方法もさらに研究を重ねるとともに、学校生活に不安を抱える生徒

や休みがちな生徒の情報をいち早く把握し、個別指導などの学習支援にも効果的に活用できる体制を

整理する。 

・BYODが 2年目を迎え、一人一台端末の教育活動への活用をさらに推進していく。端末保有者も１・２

学年となり、さらに多くの教職員が ICTを活用できるようなスキルを上げるとともに、効果的で効率の良い

使用方法を探る必要がある。また、生徒の個別最適な学びの実現と、生徒及び保護者とのコミュニケーシ

ョンツールとしての活用も探っていきたい。 

学校運営につ

いての改善策 

・引き続き全教職員に向けた研修を中心に、職員のコンプライアンス意識を高めるとともに、最新の情報

にアップデートしていく。学習不安や長期欠席などの生徒も依然として一定数いることから、生徒の不安

や困っていることにどのようにアプローチしていくことが有効かなど、普段の生徒とのかかわりの中から気

づきを得られる方法を話し合うなどして、丁寧な指導のための体制づくりを進める。 

・教員の働き方改革については、決定的な打開策が見つけられないままであるが、次年度はまず会議の

迅速な進行について、内容の精選や資料の事前配布、時間設定を工夫するなど検討していく。また、休

みの取りやすい日程には会議を入れないようにするなど、具体的な改善策を提示できるように検討する。

さらに、抜本的な業務の削減や分担の見直しにも取り組む必要がある。働き方に対する教職員一人ひと

りの意識を変革し、各自のワークライフバランスを見直すことがよりよいパフォーマンスにつながることを意

識してもらえるような取組も模索し、今後も継続して改善を目指していく。 

 


