
多忙化の解消に向けて

１ 中学校、高等学校の部活動における課題と対策

平成24年度 多忙化対策検討会議



はじめに

平成２０年度、学校における事務量を軽減するために、庁内に「学校を対象とする

事務量軽減検討チーム」が編成され、主に、学校から教育委員会に対する各種報告や

諸届などの文書事務等について、事務量の軽減を図ってきました。

同検討チームは、事務量の軽減についての役割を果たしてきており、次のステップ

として、校内における効率的な学校運営や時間外勤務の縮減をはじめとした総労働時

間の短縮に取り組むため、今年度から、庁内に「多忙化対策検討会議」を設置しまし

た。

同会議では、今後、様々な視点から多忙化に対する対策を検討していきますが、平

成２４年度は、部活動指導にポイントを絞り、具体的な事例を検討するため、中学校

の部活動指導における多忙化対策については、平成２４年度小・中学校管理運営研修

会における教頭へのアンケート調査から、また、高等学校の部活動指導における多忙

化対策については、平成２４年度に県内高等学校の教頭へのアンケート調査から、負

担軽減、多忙化の解消に向けた具体的な取組を庁内各課の協力を得ながら検討してき

ました。

多忙化の問題は、様々な要因が有機的に絡まり、一朝一夕に解決できるものではあ

りませんが、本年度、調査、検討してきた内容をまとめましたので、学校での参考と

なれば幸いです。
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中学校における部活動の課題と対策

(平成２４年度小・中学校管理運営研修会における県内中学校のアンケート調査)

複数顧問の配置

課 題 解決に向けた取組 取組の成果

○年齢構成で４０歳代 ・全職員に部活動顧問をお願いす ・顧問同士で調整したり、声を掛け合

５０歳代が高い。 る。 ったりし、負担を軽減できるように

○年齢構成がベテラン ・複数で１つの部を担当する。 なった。

と若手に２極化して （顧問２人制） ・複数で対応し、主、副顧問なしとし

いる。 ているが、実情は、主顧問が中心で、

負担が大きい。

・小規模校では、顧問２人制は難しく

副顧問が２つの部を掛け持ちしてい

る。

保護者との連携

課 題 解決に向けた取組 取組の成果

○保護者の部活動への ・部活動保護者会の実施する。 ・指導方法、年間計画等が理解された。

期待が大きい。 ・部活ルールを徹底する。 ・保護者の協力、後援会組織のバック

○保護者からの様々な ・「部活動公開」「子どもがコー アップが高まった。

要求があり、対応が チ」等の行事を設定する。 ・保護者会は、年度初めだけでなく、

難しい。 年度途中や学期１回行うことで、共

通理解が進んだ。

○若手職員が顧問にな ・若手職員と中堅、ベテラン教師 ・保護者対応を学校全体で、とらえる

ることで、保護者対 と組み合わせる。 ようになった。

応に苦慮する場面が ・保護者対応等、管理職も若手へ ・若手職員との連携がうまくいってい

ある。 の指導を行う。 る部と、うまくいかない部がある。
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部活動休止日の設定

課 題 解決に向けた取組 取組の成果

○教材研究、成績処理 ・体育館使用割振に合わせて、週 ・計画的に休養できる効果は大きい。

等が部活動終了後の １回平日に休養日を設定する。 ゆとりができる。

時間になる。 ・ノー部活デーの設定 ・部活動がない日は、事務作業に集中

・月曜日の放課後をノー部活デー できる。

としている。 ・月曜日の放課後を会議にあてること

・毎週水曜日を「学級の日」とし、 で、ある程度、負担が減少している。

ノー部活デーとしている。 ・ノー部活デーの有効活用で、早めの

・生徒の最終下校時間を早める。 退勤ができるようにもなってきた。

・職員会議の日は、部活動は原則 ・下校時間を早めることで多少余裕が

なしとする。 生まれた。

・ノー部活デーが定着してきているた

め、事務仕事に集中できるが、退勤

時間は変わらない。部活だけでなく、

すべてを統括した見方でスリム化し

ていくことが必要。

・月１回ノー残業デーを実施す ・ノー残業デーで余裕が生まれるとい

る。 う意見と必要ないという意見があ

・「定時退勤努力日」を設ける。 る。

・呼びかけを継続することで、職員が

退勤時間を意識するようになってき

た。

・週休日に活動した部は、翌日の ・朝練習なしで、生徒、職員に休養が

朝練習は行わない。 でき、一定の効果を上げている。

・定期試験５日前（３日前）から ・テスト問題作成に集中できた。

諸活動停止期間を設定してい

る。

○夏季の総合体育大会 ・７月から終業式まで、短縮日課 ・現状として、職員は、短縮日課でも

前は、成績処理もあ とし、事務処理期間を設ける。 部活動を早めに終えるという意識に

り、職員の負担は計 ・管理職から職員の体調管理を呼 なりにくい。

り知れない。 びかける。
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休日のノー部活動デーの設定

課 題 解決に向けた取組 取組の成果

○週休日が練習や試合 ・１か月の週休日の中で、最低１ ・顧問の複数対応もあり、交代で休め

のため休みが取れな 日は、「家庭の日」とする。 る体制ができてきたが、大会等が近

い ・夏期休業中の活動日数の制限と づくと、休めない。

年休取得をすすめる。 ・活動日数の制限について、保護者か

・参加する大会やコンクールを精 ら反対意見があったが、話合いの中

選する。 で理解を得た。

・土日や長期休業中の活動時間を ・生徒が落ち着かない学校のため「部

原則４時間とする 活動で生徒指導が保たれている」と

・土日、どちらかを必ず練習なし いう意見がある。

の日とする。 ・土日の練習は、保護者からの要望も

・土日の活動一覧を毎週作成す 強い。

る。 ・計画的な練習で、生徒、教員が目標

・月単位で活動計画を提出する。 設定、練習量に見通しがもてた。

外部指導者の協力

課 題 解決に向けた取組 取組の成果

○未経験の部活指導で、・外部コーチを招聘する。 ・外部コーチの招聘により、技術指導

技術面で苦労する。 ・部活指導者を市の予算でお願い 面で成果が見られた。

○専門外の部活指導で、 する。（予算的に不十分） ・顧問の負担はかなり軽減された。

保護者からも指摘さ ・専門教諭が所属する中学校、高 ・非常に助かっている。

れストレスがたま 校への合同練習、コーチ依頼。 ・外部コーチとの指導方針の違いがあ

る。 ・「外部指導者活用事業」（１回 り、綿密な打合せが必要となる。

２時間、年３０回の事業） ・外部指導者により、技術指導面で効

・｢技術指導ボランティア｣の活用 果が上がるが、土日の来校のため、

・｢市部活動サポート事業｣の利用 職員が土日を休みにできない。また、

・「体育協会部活動支援室（ボラ 外部指導者との日程調整が難しい。

ンティア）」

・「国体選手活用事業」
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その他

課 題 解決に向けた取組 取組の成果

○部活以外の仕事も集 ・教頭が早い時間に見回りを行 ・若手職員が孤立しないよう、中堅や

中するため、若手職 い、早めに退勤するよう働きか ベテランの職員が声をかけ、効率よ

員の退勤時間が遅く ける。 く仕事が進むよう助言している。

なる。

○顧問教師の不足 ・顧問がいないとき、管理職も部 ・顧問同士が連携して部活動を見合う

（小規模校） 活動指導を補助する。 ようになっている。

・「顧問会議」「懇親会」を開催 ・顧問がつかない部活の練習はなくな

する。 ってきた。

○部活動数の調整 ・生徒数の減少から、部の数の削 ・部を１つ減らしたが、大変だった。

○部員数の減少(野球) 減を検討する。 ・削減は、職員や保護者からの反対意

・「部活動再編会議」で部活数の 見が多いが、チーム編成や単独での

精選を行う。 練習が難しくなっている。

○練習試合や大会場所 ・保護者送迎の協力と現地集合で ・練習試合の交通手段の手配事務は、

への移動方法、移動 対応する。 副顧問が行う。また、部活動保護者

時の安全対策 ・楽器等の運搬は、管理職や他の 会で交通手段の手配、飲み物、クー

○吹奏楽部の楽器の運 職員に協力をお願いする。 ルダウン等の手配をお願いしたこと

搬 で、顧問が練習に専念できた。
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中：ケース１ 東葛飾教育事務所管内大規模中学校

キーワード：複数顧問、ノー残業デー、保護者会、活動時間の明確化

＜活動状況＞

○朝練習 ７時～８時

○放課後 夏季１６時２０分~１８時３０分 冬季 １６時２０分~１８時３０分

○土、日曜日両方の活動（合計約１２時間）

○各学年６学級 計１８学級 職員２７名 運動部１１・文化部３

＜課題＞

１ 職員の年齢構成が高く、健康面が心配される。

２ 教材研究、成績処理等の時間が部活動終了後になる。

３ 保護者の部活動への期待が大きく、顧問への要求も大きい。

改善点１ 複数顧問による指導

・全職員が部活動顧問を担当し、複数で１つの部活動を担当する。

改善点２ ノー残業デーの設定

・週１回、ノー残業デーを設定した。

改善点３ 保護者会の実施

・部活動保護者会を実施し、年間計画や部活動ルール等を確認した。

改善点４ 活動時間の明確化

・土、日曜日の活動一覧を毎週作成する。

取組の成果、課題点

・顧問同士の調整で交替で休養がとれるようになったが、すべての部ではない。

・冠杯の大会が多いため、休養がとれるスケジュールが組めない。

・ノー残業デーは、部活動の休養としては効果が高いが事務作業の面からは、厳しい。

・部活動ルールの確認や土、日曜日の活動一覧は、効果的に活用でき、部活動保護者会での説

明にも使用できた。
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中：ケース２ 葛南教育事務所管内中規模中学校

キーワード：複数顧問、部活動数の削減、保護者会、活動時間の明確化

＜活動状況＞

○朝練習 ７時１０分～７時４０分

○放課後 夏季１６時５分~１８時４５分 冬季 １６時５分~１７時

○土日曜日両方の活動（合計約８時間）

○各学年 ４学級 計１２学級 職員２６名 部活１６

＜課題＞

１ 部活動が盛んで、実績があり、保護者や地域からの期待や要望が非常に高いため、職員

の負担となっている。

２ 生徒が減少しているにもかかわらず、部活の種類が多岐にわたっているため、顧問の振

り分けが大きな課題である。

改善点１ 複数顧問による指導

・複数顧問で担当し、役割を分担している。

改善点２ 部活動の再編

・生徒の実態を踏まえ、募集停止等の部活動の再編を行った。

改善点３ 保護者会

・部活動保護者会で年間計画や部活動ルール等を説明した。

改善点４ 活動時間の明確化

・土、日曜日の活動一覧を毎週作成する。

取組の成果、課題点

・顧問同士の調整で交替で休養がとれるようになったが、すべての部ではない。

・冠杯の大会が多いため、休養がとれるスケジュールかが組めない。

・ノー残業デーは、部活動の休養としては効果が高いが事務作業の面からは、厳しい。

・部活動ルールの確認や土、日曜日の活動一覧は、効果的に活用でき、部活動保護者会での説

明にも使用できた。
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中：ケース３ 南房総教育事務所管内小規模中学校

キーワード：外部指導者の協力、部活動休止日、活動時間の明確化

＜活動状況＞

○朝練習 ７時１５分～７時５０分

○放課後 夏季１６時１０分~１８時１５分 冬季 時期により変動

○土、日曜日両方の活動（合計約８時間）

○各学年 １学級 計３（１）学級 職員１４名

＜課題＞

１ 小規模校のため、副顧問が複数の部活動を受け持っている。

２ 職員の年齢構成が若手とベテランの二極化している。

３ 部活動の経験者の負担が大きい。

４ 指導する部活動の経験のない顧問が指導し、不安を抱えている場合がある。

改善点１ 朝練習の停止

・毎週月曜日の朝練習を停止している。

改善点２

・夏季休業中の部活動日数を学校全体で制限している。

改善点３ 外部指導者の活用

・学校支援ボランティアや外部団体の協力を得て、部活動の指導について、支援を受けてい

る。

改善点４ 活動時間の明確化

・下校時刻が早まる冬季期間は、早く退勤できるよう校内体制を整えている。

取組の成果、課題点

・外部指導者等の協力を得ることにより、経験の乏しい顧問の不安を解消することができた。

・部活動休止期間や休業中の練習日数を制限することにより、多少、職員の負担を軽減できた。

・部活動日数を制限した場合、生徒や保護者から反対の意見が上がったが、趣旨を説明し、あ

る程度理解を得ることができたが、未だに活動日数の増加を求める声がある。
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高等学校における部活動の課題と対策

(平成２４年度県内高等学校へのアンケート調査－教頭回答－)

複数顧問の配置

課 題 解決に向けた取組 取組の成果

○職員の年齢構成が高く、・複数配置の場合、ベテランと若 ・年齢の高い職員から、若手職員

健康面が心配される。 手を組み合わせる。 へ切り替えが進んでいる。

・若手職員とベテラン職員とのコ

ミュニケーション、協力体制、

交流が進んでいる。

・若手職員にとって授業の準備と

部活動の両立が厳しく、ベテラ

ン教員がサポートしいる。

○顧問が地区や県の専門 ・１部に３～４人の複数顧問を配 ・顧問同士で、指導、引率等を調

職員を兼ねている。 置した 整し計画的に従事している。

○大規模校で部員数が多 ・２人で１つの部活を担当してい ・複数顧問を配置し、週休日の活

く主たる顧問に負担が る。運動部には、男女別に２名 動は交代で行っている。

偏りがちである。 以上の顧問を配置した。 ・大会や練習試合の引率を交代で

○出産、育児、看護、自 ・顧問を複数配置とし、部員数、 行っている。

身の病気等で土日や時 活動状況、大会数の実態等で人 ・土、日曜日の交代制、大会引率

間外の指導が難しい職 数を決め、特定の顧問が加重負 の交代制が進み多忙感は多少減

員が増えている。 担にならないように配慮してい 少してきた。

○顧問によっては、土日 る。 ・複数顧問の配置で主顧問の負担

も含め休まずに指導に ・運動系の顧問は３人体制、文化 軽減が図られた。

当たっている職員がい 系は２人体制。 ・運動系部活では、３人の顧問で、

る。 ・運動系部活動顧問以外は、複数 完全分担制を行っており、かな

○部活動、特に運動部の の部活の顧問を兼ねる。 り有効である。

活動は、生徒の健全育 ・二つの顧問を要請する場合、文 ・複数顧問としたため、安全面に

成において重要だが、 化系と運動系とする。 配慮した指導が行えている。

一部の職員に負担がか ・管理職が年数を区切り、年齢構

かるため、全職員で分 成も考えて委嘱している。 ・複数顧問を配置したが中心とな

担できる体制を整えて る顧問の負担は、なかなか軽減

いきたい。 しない。

・複数顧問を配置しても、大会や

練習試合では引率があるため、

休めない。

・複数顧問の組み合わせによって

は、問題が生じることがある。
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保護者との連携

課 題 解決に向けた取組 取組の成果

○ＯＢ会、保護者からの ・ＯＢ会、保護者からの要求は、

要求が多く、負担に感 管理職が対応する。

じる。

○保護者との連携がうま

くいかず、トラブルと

なったことがある。

○部員、保護者の思い、 ・保護者会を開催し、部活動の方 ・保護者との連携を活発にし、支

他部の活動状況の影響 針や年間活動計画を伝えている。 援体制を整えた。

からプレッシャーを感 ・野球部では、父母会が結成され、

じる者もいる。 週末の練習を支援してもらって

いる。

・運動系の部活の多くは、保護者

会を設けて、合宿や練習試合の

時に協力を得ているが、保護者

の部活に対する期待は大きく、

練習時間、休日の活動を減らす

ことは、難しい。

部活動休止日の設定

課 題 解決に向けた取組 取組の成果

○教科指導や学級経営の ・部活動休止の設定（月曜日）。 ・部活動休止日の設定により、負

時間がとれない。 ・各部ごとに、週に 1 度は部活動 担が減少し、休養等を図ること

○平日の練習時間が長く、 休止日を設定する。 ができた。

顧問の帰宅時間が遅く ・平日に 1 日は、活動休止日とす ・平日のノー部活デーは、全部の

なりがちである。 る。 部で定着してきた。

・体育館部活は活動休止日を週 1
回設けている部もある。

・週休日の試合後の月曜日を部活

休止日とする。

・定期考査１週間前は、原則部活 ・部活動休止日やノー残業デーの

動休止。 設定は、一律に設定ることは難
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・年間をとおして、午後７時を完 しい。各部の状況によって対応

全下校としている。 する。

・部活動の終了時間を明確化した。

・各部活動の練習時間を管理職が

確認し、生徒の完全下校と施錠

確認も合わせて指導した。

休日のノー部活動デーの設定

課 題 解決に向けた取組 取組の成果

○週休日、休日の部活指 ・一月に 1回、土日を休みにする。・1 か月、週単位で、計画的に休
導で負担が大きい。 ・土日の活動は、どちらか 1 日と 養日を設けるようになってきた。

○職員の高齢化による休 する。 ・複数顧問を配置し、週休日の活

日指導の困難。 ・年度当初に各部で年間活動計画 動は交代で行っている。

○運動部については、平 を作成し、生徒や保護者に伝え ・土、日曜日の交代制、大会引率

日、土日すべて練習が ている。 の交代制が進み、多忙感は多少

ある。 減少してきた。

○部活動が盛んであり、

週休日に勤務すること

が多い。

○文化系の多くは、週休

日は、活動がないが、

吹奏楽や運動部の多く

は、土日も休みなく、

活動している。

○部活動の熱心な顧問は

平日遅くまで、また休

日返上で指導を続けて

いる。顧問が強く希望

していることや保護者

からの要望や期待が大

きいからである。

○週休日の祝日に大会等

がある。特業出張の扱

いで対応としているが、

代休とはならない。

。・
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外部指導者の協力

課 題 解決に向けた取組 取組の成果

○技術指導のできる職員 ・スポーツエキスパート活用事業 ・スポーツエキスパート活用事業

が少ない。 や外部指導者を要請している。 は、非常に有効であるが、指導

○専門的に指導できる職 ・外部コーチやトレーナーを導入 日数に制限がある。

員が不足している。 している部がある。 ・スポーツエキスパート活用事業

○外部指導者の導入も考 ・卒業生や地域のボランティア、 は１校につき１名、希望が通ら

えたが、システムや経 団体を活用している。 ないこともある。

費について課題がある。

○外部指導者の予算措置 ・外部指導者の協力により、専門

が課題である。 的な技術指導は、ある程度カバ

○近隣の専門的技術を持 ーできてきた。

った外部指導者に関す

る情報が少ない。 ・外部指導者の協力を得ても、大

会、練習試合等の引率は、顧問

が行うため、負担軽減には必ず

しもつながらない。・

・外部指導者へ任せた場合、怪我

等の安全面との兼ね合いが心配

である。

・外部指導者と顧問と指導方針に

違いがある。

・外部指導者の協力を図る場合、

人間関係づくりの工夫が必要で

ある。
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顧問会議の充実

課 題 解決に向けた取組 取組の成果

・なかなか、顧問会議が ・顧問会議の日程を管理職が調整 ・一斉顧問会議日が設定できた。

開けない。 して設定する

・定期的に顧問会議を設定してい ・顧問会議の中で、部活動経営の

る。 協力体制作り、負担軽減策を検

・部活動顧問会議を年１２回開催 討できた。

している。 ・顧問同士で相談したり、協力し

・部活動運営委員会で全体的な連 合う場面が多くなり、共通理解、

絡、調整を行っている。 連携、協力が図られた。

・部活動顧問会議が部活動の諸問

題解決に役立っている。

その他

課 題 解決に向けた取組 取組の成果

○職員の年齢層が高くな ・若手への部活動顧問の移行を進 ・若手職員が増え、活気が生まれ

っているため、部活動 めている。 ている。

の持ち手がいない。（特 ・複数顧問の配置をし、ベテラン

に運動部） と若手を組み合わせている。

・週休日の部活動で振替を確実に ・週休日の振替、休暇の取得を管

とるよう管理職が指導している。 理職が促進している。

・休暇等については 、計画的な取

得が増えてきた。

・部活動指導の振替が長期休業中

又は定期考査等でなければ取得

できない。

○運動部系の部活を引き ・力量を向上するための研修会の ・他校の教員との交流は、技術指

受けても直接指導でき 情報収集。 導に不安のある職員にとっては、

る技術を持っていない ・部活動顧問研修会を実施し、ス プラスである。

（安全面への配慮） トレッチ、実技指導などを研修

○専門的指導に不安があ する。
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るため、自信を持って ・練習試合や合同練習をとおして

指導できない。 顧問が他校の顧問から技術を学

んでいる。

○県外への遠征や校外合 ・県外への遠征や校外合宿の教頭 ・県外への遠征や校外合宿につい

宿が活発である。 への企画段階での事前相談。 て、内規を整備し徹底できた。

○部活動数の削減が必要 ・部活動の精選（複数年休部して ・活動が極めて不活発、又は、部

である。 いる部の廃部等）によるに顧問 員が減少し、部員がいない部を

不足の解消 廃部にしたことで、複数の顧問

・生徒会を中心に部活動の活動状 （正、副）を配置することがで

況を定期的に調査し、精選を図 きた。

っている。

・複数年部員ゼロの部活動を廃止

する。

部員確保の厳しい部が ・学校説明会や学校訪問をとおし ・中学校への働きかけが効果をあ

多い て部活動を紹介している。 らわしている。

・中学校と計画的に合同練習を行

っている部がある。

・団体種目で、単独のチーム編成

が困難で、他校との合同チーム

を編成している。

・生徒による部長会を組織し、部 ・部長会がより機能するように、

活動の課題等を生徒主体で取り 職員側の対応が重要である。

組むようにした。 部員による自主性、主体性を引

き出す練習も考えられるが、安

全面々を考えると限界がある。

○顧問によっては、勝利 ・事故発生時、保護者や生徒との

至上主義的な考えをも トラブルでは、顧問任せにせず、

つ職員がいる。 管理職が連携し、対応する。

○多くの部で優秀な成績

を上げている。顧問の

熱意と実績が高い分、

指導時間や活動時間が

長くなる。

○部活動の熱心な顧問は

平日遅くまで、また休

日返上で指導を続けて

いる。顧問が強く希望

していることや保護者

からの要望や期待が大

きいからである。
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高：ケース１

キーワード：複数顧問、保護者会、顧問会議

＜活動状況＞

○朝練習：特に規定はない。

○放課後：部室使用時間を決めている。

○土、日曜日の活動時間 （合計約８時間）

○ 運動部１４、文化部１３

＜課題＞

１ 各部の主顧問は、平日２～３時間、休日は４～８時間部、部活動指導に当たっている。

２ 公式大会や宿泊を伴う校外指導が年間１０～２０日ある。

３ 職員の高齢化により、週休日の部活動指導が困難になってきた。

４ 部活動指導で、専門的技術をもった職員が不足している。

改善点１ 複数顧問による指導

・全職員が部活動顧問を分担し、各部２～３名の複数顧問を配置している。

改善点２ 顧問会議の充実

・定期的に顧問会議を開催し、部活動指導の共通理解や協力体制を確認している。

改善点３ 保護者との連携

・保護者会などの活動を活発にし、部活動への支援体制を整えることで、顧問の負担軽減

を図っている。

取組の成果、課題点

・顧問を複数配置したことで、主顧問の負担軽減が図られている。今後、若手職員への指導方

法の蓄積と引き継ぎが課題である。

・若手職員の活動が、組織の活性化とベテラン職員への刺激となっている。

・職員の積極的な指導意欲が、部員数を増加させ、学校全体の活性化につながっている。

・人的資源の確保が最大の課題である。
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高：ケース２

キーワード：部活動休止日、休日のノー部活デー、外部指導者

＜活動状況＞

○朝練習 ７時～８時１５分

○放課後 １９時まで

○土、日曜日両方の活動（合計約４時間）

○運動部１３、文化部１３

＜課題＞

１ 運動部は、すべて、平日と土日の練習があり、長期休業中は、合宿を行っている。

２ 運動部の顧問が、地区や県の専門委員を兼ねているため、練習をみれない。

３ 教科指導や学級経営などの時間がとれない。

４ 職員の高齢化が進み、運動部顧問の確保が課題である。

改善点１ 部活動休止日

・部活動休止日を週１回設けている部がある。

改善点２ 休日のノー部活デー

・一月に１回、土日を休みにしている部がある。

改善点３ 外部指導者の活用

・「スポーツエキスパート活用事業」や外部指導者を招聘している部がある。

取組の成果、課題点

・多忙化対策は、学校として対応しているというよりは、各部活動顧問の裁量で自身の負担軽

減を図っている。

・今後、学校全体として、特に運動部を支える方法を検討しなければならない。
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高：ケース３

キーワード：複数顧問、部活動休止日、外部指導者

＜活動状況＞

○朝練習 規定していない

○放課後 １５時４０分~１８時３０分

○土、日曜日両方の活動（合計約８時間）

＜課題＞

１活動が活発な部と活発でない部の差がある。

２部活動指導において、技術面を専門的に指導できる職員が不足している。

３放課後も、生徒指導や会議等で部活動をみれないことがある。

改善点１ 複数顧問による指導

・部活動の活動状況を見て、顧問数を調整する。

改善点２ 部活動休止日

・各部ごとに部活動休止日を決めている。

改善点３ 外部指導者の協力

・練習試合や合同練習を通して、他校から指導方法や専門的技術を学んでいる。

取組の成果、課題点

・複数顧問の配置で、土、日曜日に活動する部活動の負担軽減になった。

・週１回の休みを設定することで生徒も休養でき、顧問も他の校務や生徒指導の時間がとれる

ようになった。


