
平成30年度　榛生昇陽高等学校　学校評価総括表

ルールを守る心を育て、礼儀やマナーを身に付けさせる
自らの健康を保持増進できる実践力を育て、安全や時間を管
理できる力を養う
最後まで諦めないで努力を続ける力を養う

生徒の基本的な生活習慣
について、遅刻指導の改
善などの重点的な取組に
より一定の成果はあった
また、学校全体の規範意
識の向上も見られるように
なってきたが、さらに指導
方法の改善が必要である
　

B

基礎的な知識・
技能の習得と定
着により、着実な
学力向上を目指
す

生徒の能力・理解度を把握した上で、効果的な教材や授業法
を工夫・改善する
学んだことを活用する力の育成と主体的に学ぶ態度を涵養する
学習支援の必要とする生徒への対応を検討する

自己理解に基づ
き、自己実現へ
の積極的な態度
を育成する

キャリア教育の推進を図る
各種検定の受検および資格取得の推進を図る
進学・就職の実力養成講座の充実を図る
個に応じた指導に積極的に取り組む

命を大切にし、他
者への思いやり
の気持ちを持っ
た豊かな心を育
む

介護実習、教育施設実習の充実を図る
人権尊重の精神と生命に対する畏敬の念を深め、他者とともに
主体的に生きる能力と態度を養う

自発的・自主的
な態度で自立的
に行動できる生
徒を育成し、自
信と誇りを持たせ
る

地域との交流を積極的に推進したり、ボランティア活動に積極
的に参加したりするなど、社会に貢献する態度を養う
生徒会・各種委員会活動や部活動を活性化する

基礎学力の充実について
は、全職員がさらに意識を
高め、「学び直し」や家庭
学習を充実させる取組を発
展させていく必要がある

地域連携については、文
部科学大臣表彰など、これ
までの取組に対する一定
の評価は得られたが、学校
全体としての参加体制とは
言いがたい　今後、たくさん
の生徒が幅広く参加できる
ように、さらに地域との交流
を深め、広報活動ももっと
積極的に行う必要がある

基本的な生活習
慣を確立し、正し
い判断力と強い
意志を養うこと
で、規範意識を
高め自主的な生
活態度を育成す
る

教　育　目　標
　日本国憲法、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づ
き、人権を尊重する民主的な社会の形成者として、豊かな人間性と創造性をそな
えた国民の育成を目指す

総合
評価運　営　方　針

　基本的な生活習慣の確立と学力の向上を目指すとともに、リーダーを育成する
（生徒の変容）

　教科指導力及び生徒指導力の向上を目指し、指導法をたゆみなく探究する
（教師力の向上）

　各分掌や学年が機能するよう、部長・主任がリーダーシップを発揮し、意思の疎
通を図るとともに、適切にアドバイスする
（組織力の充実）
　報告・連絡・相談の徹底と迅速な対応に心がけるとともに、保護者への連絡を密
にし、家庭との連携を図る
（リスクマネージメント）
　各科、コース、部活動、生徒会等が連携して地域交流を積極的に展開し、社会
に貢献する態度を養う
（地域連携の推進）

　効率的な業務の遂行に努め、職場改善を推進する
（職員の健康管理）

○平成29年度の成果と課題 本年度重点目標 具　　体　　的　　目　　標



平成30年度　学校評価総括表 No.1

分掌
具体的目標
(小目標）

具体的方策 評価指標 進捗状況（2学期）
自己
評価 年度末成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

実施要項
の再考

式典での各職員の役割分担を明確化し、
業務内容を精選する オープンスクールに
ついては、体験授業の内容を検討する・

・各分掌の協力を得て儀式が厳粛かつ充実
したものになるようにする。
・オープンスクールのアンケートで“わかりや
すい内容だった”　“興味がもてた”とする回
答90％以上を目指す。

・入学式、オープンスクールはスムーズ
に運営することができた。
・オープンスクールの参加者の95％がわ
かりやすい内容で興味がもてたと回答し
た。

A

・各分掌と連携をとりながら計画どおりに式典等を実施できた。
・オープンスクールの参加中学生は過去10年間で少しずつ減少傾
向にあるため対策が必要である。

A

高等学校適正化で本校が新高校になるにあたっての
情報を適切な時期に広報するとともに、魅力的なオー
プンスクールの運営を目指す。

広報資
料・方策
の工夫

Webページや学校案内などの資料をより見
やすく、わかりやすい内容にする。

中学校向けに送付するリーフレットのレイアウ
トを工夫し、最新の写真を掲載する
（昨年度より50％以上の更新を目指す）

・学校紹介リーフレットを大幅に刷新し、
資料の重複を避けた。春・夏・秋にそれ
ぞれ最新のデータや写真を掲載した。
・中学校への資料送付の内容と時期を検
討する必要がある。

B

・学校紹介資料やWebページは、担当者の努力により、以前に比べ
てかなり見やすいものとなった。
・各クラブ、分掌へ更新を割り振ったがあまり更新されなかった。担
当者一人に負担がかかっている。 B

・部活動紹介のWebページ作成の説明会を年度初め
の１回から回数を増やし、担当者を複数にする。
・更新については、他の分掌にも協力を求めていく。

各団体事
務局運営
の円滑化

・学校と育友会の連携をさらに密にするた
め、役員数を維持し、活動を活性化する源
とする。
・同窓会では周年行事を見据え、理事会と
の調整を図る。

・育友会役員を12名以上依頼し、保護者総
会への出席数10％増を目指す。
・同窓会については、理事と協力して広報に
努め100名以上の参加を目指す。

・育友会役員は例年並みの人数確保が
でき、精力的に活動していただいてい
る。
・育友会総会への出席者は40名と少な
く、同窓会総会は80名（うち教職員11名）
の出席であった。

C

育友会活動は役員の方々の協力により、活性化している。一方で育
友会総会、同窓会総会の出席者が伸び悩んでいる。また、100周年
行事に向けての計画・立案が必要である。

B

・総会出席者増に向けて育友会、同窓会の役員の
方々と共に広報のあり方を検討する。
・100周年行事については、各方面からの意見を取り
入れて準備委員会を立ち上げる。

教育課程
の実践と
作成

・現教育課程を有効に実践する。
・新教育課程の作成に向けての方針作
成。

・「授業がわかった」以上の自己評価できる生
徒の割合を80%以上を目指す。
・新教育課程作成の方針・たたき台を作成す
る。

新教育課程および総合学科について，
調査研究中。さらに進めたい。

B

新教育課程や総合学科についての資料収集や研究を順次進めて
いる。

A

さらに、新しい情報や資料の収集と研究を続け、形あ
る成果としての教育課程表の作成を目指す。

授業の工
夫と教材
の開発

「学び直し」「授業の工夫」「ＩＣＴ機器の有
効活用」により、生徒一人一人の力を最大
限に伸ばす取組の積み上げを全校体制で
進める。

各教科で工夫した取組を実施し、それらを全
体で共有できるようにまとめる。

まずは、授業公開の実施から教職員の
研修としたいが、まだあまり実施されてい
ない。特に今月(11月)は進めたい。 C

「基礎学力定着に向けた取組」や、授業交流を通して互いの資質向
上に努めた。

B

各先生方の折角の取組の成果や、授業の取組や工
夫も共有する場を設け(発表と研修)、互いの資質向上
に努めたい。

学ぶ態度
と活用す
る力の育
成

・授業交流・研究授業や研修講座への参
加を通じ教科指導の実践力の向上に努め
る。
・授業を中核にし、小テストや課題などを活
用し、学習サイクルの定着を目指す。

全教員が、授業交流・研究授業・研修講座の
いずれかに年間5回以上参加する。

管理職の先生方の授業観察と共にお互
いの授業公開も、積極的に進めたい。

C

・11月を中心に授業交流を実施した。コメント記入も積極的に行われ
ていたが３学期にはなかった。入試業務を始め、学年末のための日
常業務に追われているものと思われる。

C

来年度以降、更らなる多忙が予想されるが、効率よく
年間を通じた研修・交流を実施したい。

学習支援
の充実

学習支援を必要とする生徒に対し、学校教
育指導員とともに適切に対応する。

各学期の欠点保持者を各科目5％以内を目
指す。

各学年を中心に欠点保持者対象の学習
会・学習支援員の先生の活用で学力向
上に努めたい。 B

教職員及び学校教育指導員による放課後の学力補充講座を実施
した成果として、やや、欠点保持者の人数が減った。１学期143人・2
学期137人 C

放課後の学力補充講座を継続するとともに、生徒が授
業を理解し習得できることを少しずつでも増やしたい。

自己分析
と成長

自らの生き方を考え、将来に対する目的意
識をもち社会に貢献できる生徒を育成す
る。そのためにＳＳシート・進路講演会や学
年集会・個人面談などを通して自己を知る
機会を提供する。

・毎学期、学年進路集会を１回実施すると共
に、講演会や講座なども１回開催する。
・ＳＳシートには具体的に毎日の目標を書か
せ、自己実現への積極的態度を養う。

・２年を除いて各学期進路集会や講演会
を実施した。
・ＳＳシートにほぼ毎日一言を書かせるこ
とができた。 A

・１年・３年は各学期進路集会や講演会を実施した。
・ＳＳシートにほぼ毎日一言を書かせることで担任とのコミュニケー
ションを図ることができた。

A

・今後も進路集会や講演会を通して、自己を見つめ生
き方を考えさせたい。
・ＳＳシートに目標欄を設け、毎日の目標を設定し自己
を見つめさせる。

基礎学力
の確立・
向上と基
本的マ
ナーの養
成

四則計算や割合、漢字の読み書きなど義
務教育範囲の基礎学力を確立し、生徒指
導部と連携をとり、服装・挨拶・敬語など社
会人としての常識や基本的なマナーを身
に付けさせる。

・ＳＳシートの復習プリントを毎学期１回全生
徒の宿題とする。
・One week トライアルを授業の中で展開し、
考査範囲に入れることで学習意欲を高め基
礎学力の確立に努める。
・服装・敬語などは授業や講座以外の場面で
も指導していく。

・ＳＳシートの復習プリントは実施できな
かった。One week トライアルは数学国語
の授業で展開し考査の範囲に入れた。
・服装・敬語など指導した。

B

・ＳＳシートの復習プリントは実施できなかった。
・One week トライアルは数学国語の授業の中で展開し考査の範囲
に入れた。
・挨拶・服装・敬語など基本的マナーに関しては厳しく指導した。

B

・ＳＳシートやone week トライアル、その他の教材を利
用して、漢字の読み書きと計算問題を中心として一般
常識を身に付けさせたい。
・基本的マナーに関して先生方の協力の下、より一層
指導していきたい。

各種検定
試験・模
擬テスト受
験の推進

漢字・英語検定の受検を軸に、看護模試
や数検など各種検定を受検することで基礎
学力の定着を図る。また、学習に対する動
機付けや自己肯定感を育成する。

・漢字検定および英語検定３級以上の合格
者を50人とする。
・看護模試や各種検定、模擬テストののべ受
検者を100人とする。

・漢字検定は３学期に２年生全員が受験
するので合格者数は増加予定である。
・各種模試受験者は40名である。３学期
に期待したい。 B

模擬試験・看護模試受験者は約40名、英検受験者は約30名、漢字
検定は2年生全員約160名が受験、数学検定も６名受験し、3級以上
の合格者は約40名であった。

B

・英語・漢字・数学検定について受検者をさらに募ると
共に事前学習の充実、課題の提供で実力を養成した
い。
・国語科以外の授業教材も積極的に取り入れたい。

インターン
シップ・各
種セミ
ナー参加
の奨励

夏・春のインターンシップに参加させ自己
を磨き自己実現の機会を与え、職業観の
育て自己を知る手立てとする。また、看護
セミナーや美容師体験など様々なセミナー
を提供し体験しながら自己実現を図る。

・２回のインターンシップの参加者の合計を
20人とし事前・事後指導を充実させる。
・各種セミナーを年間３回実施する。

・インターンシップの参加者は、夏冬併
せて15名であった。
・看護セミナーを６月に実施した。

B

・インターンシップの参加者は、夏冬併せて15名
・春の看護や一般事業所には10名程度参加予定
・看護セミナーを６月と1月に実施した。

A

・インターンシップや看護体験をする中で職業意識を
高める。
・看護セミナー以外にも生き方を学べるようなセミナー
を実施したい。

B

B

教
務
部

基礎的な知
識・技能の
習得と定着
のため着実
な学力向上
を目指す

進
路
指
導
部
・
総
合
選
択
コ
ー

ス

未来の展望
をもち、確か
な自己を大
切にしなが
ら社会に貢
献できる人
物の育成を
図る

評価項目 自己評価

総
合
企
画
部

式典や行事
の企画・運
営の円滑化

広報活動の
充実と各種
団体運営の
活性化

B



平成30年度　学校評価総括表 No.2

分掌
具体的目標
(小目標）

具体的方策 評価指標 進捗状況（2学期） 自己評価 年度末成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

ルールを守り、
礼儀やマナー
を身に付けさせ
る。

全校集会、学年集会、ホームルーム活動を
通して規範意識の向上を図る。

集会やHR活動を通して、全体としては
規範意識は向上しているものと思われ
るが、クラスや学年の格差が大きい。悪
ふざけによるトラブルが後を絶たない。 C

各担任や教科担当の指導の格差をどのように埋めていくかが、緊急
の課題と思われる。まずは担任と生徒との信頼関係を構築すること
が大切で、特別指導の生徒に対してはもちろん、日頃からの指導に
おいて副担任・生徒指導部の協力が不可欠である。学年主任の尽
力もあり、学校全体で見れば規範意識の向上が見られたが、生徒
指導部のフォローが不足していたように思う。

B

・まずは教師全員が危機感を持ち、ぶれない指
導をする必要がある。
・特別指導になる前に、生徒指導部が積極的に
関わり引き締まった雰囲気を作るようなシステムを
構築する。

制服をきちんときこなすことができるよう、指
導の指針を見直し、指導方法を工夫する。

男子では制服をきちんと着こなす生徒
が増えているが、女子でジャンパース
カートを着用しない者がおり、化粧・カラ
コンも指導が徹底できていない。今後も
指導が必要である。

B

制服の着こなし・化粧などについては、校門指導以外の普段の指導
（週１程度の頭髪服装検査など）が必要である。頭髪に関しては基
本的には生徒・保護者が学校の方針を理解・協力し、学校の指導
にも素直に従っている。保護者とのトラブルもほとんどない。通学マ
ナーに関する苦情もほぼなくなった。

B

・生徒・保護者とのコミュニケーションを図り、信頼
関係を築きながら、指導をしていく。
・頭髪検査などの回数を増やし、定着を図る。

遅刻を減らし規律ある学校生活が送れるよ
う、放課後遅刻生徒を全員残すなどして指
導を強化する。

遅刻指導を毎日行い、遅刻を減らすこ
とに一定の効果を上げている。さらに指
導が必要である。

C

年度末に向かって、クラス間での格差が顕著になってきた。担任の
指導が効果を上げているクラスもあるので、どのような指導方法が効
果的なのかを研究する必要がある。放課後の遅刻指導の成果もあ
り、現在の遅刻数に抑えられているが、特に累積数の多い生徒に対
して生徒指導部が積極的に関わる機会も設けるべきである。

B

教師の考えや物事に対する姿勢が、生徒の行動
に反映するので、生徒のできていないことを指摘
するだけでなく、たとえば教師が率先して清掃に
取り組むなど、教師自身が変わる必要がある。

生徒教師ともどもにチャイムで授業を始め
チャイムで終わる習慣を付ける。

チャイムで授業を始めることは習慣に
なっているが、授業中にトイレに行く生
徒もおり、さらなる指導の徹底が必要で
ある。 A

特定の生徒の入室遅れが目立つ。クラスでの指導が必要だが、細
部まで担任の目が行き届いていない。授業中に騒いでいる生徒が
いても教科担当者が指導できないケースもあり、授業崩壊となって
いる場合もあるので生徒指導部の教師が授業開始時に指導するな
どの対応も考えるべきである。

B

・生徒の様子を注意深く見て、常に指導を工夫し
ていく必要がある。
・生徒個々に応じたやり方を研究していくべき。

登下校の見守り活動を組織的に確立し、切
れ目なく安全を確保する。

交通安全委員による下校時の生徒によ
る見守り活動も行い、安全に対する生
徒の意識を高めるべくいろいろな場面
で指導をしている。 B

登校時については全職員の協力体制の元、生徒の安全が確保され
ており、マナーの指導も効果を上げている。また、生徒による巡視活
動などにより、安全やマナー向上の意識は高くなってきているが、下
校時の見守りについては人員が足りず課題となっている。 A

・生徒の中に校外では自由にしてよいという風潮
があるので、校外でこそルールを守れるよう規範
意識を高めていく必要がある。
・下校時の巡視・指導の人員を確保し校外での
指導の機会も増やす。

自律心を高め、
自己の可能性
に気付かせる。

生徒活動推進部による部活動、清掃活動、
ボランティア活動、学校行事への取組を生
徒指導部としてもできる限りサポートし、自
己有用感、達成感を抱かせる。

部活動生徒、生徒会役員、各種委員会の
学校行事へ参画意識を高めるため地域社
会に貢献できる体制を生徒活動推進部と共
に整える。

地域社会への貢献はすっかり定着し、
生徒の積極的な参加が見られる。今後
も継続していきたい。 A

地域への貢献だけでなく、学校への貢献を意識して行動できる生徒
が増えてきた。

A

今後も取組を継続していく。

学習内容の創
造・充実や展開
の工夫。

人権学習ホームルームの早期から計画・立
案し、ホームルームの学年打ち合わせを充
実させる。また生徒の心にひびき、一人一
人が自分との関わりに気づいていける教材
を発掘する。

・余裕を持って指導案を作成し教育環境部
会で協議し得たか。
・ホームルーム学年打ち合わせは十分な時
間を確保し、おさえるべきポイントを共通認
識したか。

人権学習ホームルームに際しては部内
での調整を踏まえ学年研修を行えてい
るが各担任においてその内容を押さえ
てのさらなる工夫が必要である。 B

人権ホームルーム、さらにホームルームに向けての部内、学年にお
ける準備はともに滞りなくできた。特に２学期、高人教の公開ホーム
ルームでは参加者から高い評価をいただくことができた。ただ、ホー
ムルームに向けての学年の研修がホームルームをこなすためのもの
になってしまっているように思われる。

B

人権学習ホームルームに向けての研修がたんに
ホームルームをこなすためだけのものにとどまら
ず教員の意識向上に資するような研修の有り様
を模索する。

人権教育の日
常化、教職員研
修の充実。

ホームルームや学習会に限らず、人権教育
を日常的なものにするため、「教職員の実
践的な力量」を高める研修を実施する。

・全体研修は年１回以上を堅持するととも
に、他に外部研修及び自主的な研修へす
べての教職員が最低1回は参加できたか。

全体研修にはほとんどの教員が参加で
きているが、外部及び自主的な研修に
おける参加率が向上していない。 C

自主的な研修に関しては、延べ人数においては一人一回以上参加
したように見えるが、複数回の参加者もおり、一度も参加していない
先生が３分の１ほどいる。また、高人教の研究大会以外では外部の
研修会に参加したのは１名のみである。

B

外部の研修に参加しやすくするために、早期に
日程の確認を行い広報するとともに、自主的な研
修においてもその広報をより確かなものにする。

生徒理解の深
化と、それを踏
まえた教育実践
の推進。

生徒理解のための教職員研修をはじめとし
てSNEチームを中心として、特別支援教育
を進める全校体制を充実する。

・生徒理解のための研修の機会をどれだけ
設定できたか。
・具体的な支援の仕方を提示し実践できた
か。

中学校訪問、個別面談を踏まえ、個々
の生徒についての共通認識は測ってい
るが、具体的な支援の有り様について
充分に提示しきれていない。

B

問題事象にかかわって、事象にかかわる生徒の情報共有はかなり
の点でなしえていたと思う。

B

教員間において、より頻繁に生徒の情報の交換
がおこなわれるよう職員研修などを通じて意識の
向上を図る。

学校の環境美
化と自ら環境を
整備しようとの
意識の向上。

清掃活動の徹底を図るため環境整備委員
とともに清掃用具の点検を行い、美しい環
境を作り上げようとする意識を育成する。

・清掃用具・清掃状況の点検でおおむね
80％のプラス評価があったか。
・意識向上のための取組をどれだけできた
か。

清掃用具・清掃状況の点検においては
おおむね80%以上のプラス評価を得て
いるが、箇所により格差がある。 B

80％を越える清掃区域において良好であるとの評価が下されてい
る。監督者の適切な指導による成果であると思うが、若干のばらつき
は見られないでもない。 B

通学路におけるゴミのポイ捨てが見られる現状を
鑑み、個々の生徒の環境意識を高めるために環
境整備委員を活用し広報を行う。

施設・設備の安
全の徹底。

施設・設備の安全点検および保守管理を行
う。特に、耐震工事中の箇所の安全確保を
徹底する。また、施設設備の適切な使用し
ようとする態度を育成する。

・施設設備の正しい使用方法を啓発する機
会がもてたか。
・修繕を要する箇所に対して速やかに対処
できたか。

修繕を必要とする箇所については速や
かに対処できている　施設設備の正し
い使用のあり方についてはもう少し時間
を掛ける余地がある。

B

修繕を必要とする箇所については速やかに対処できているかと思
う。ただし施設設備の使用のあり方や意識の持ち方についてはまだ
まだ向上の余地があるように思われる。

B

公共物に対する意識を高めるために環境整備委
員を活用し広報を行う。

地震・火事等か
らの安全の確
保。

・災報知器の正しい使用方法の徹底、消火
器、消火栓の正しい使用方法の確認、実践
ができるようにする。
・避難経路の確認と避難時対応マニュアル
の徹底を行い、安全や防災に関する意識
付けを行う。

・教職員の防火訓練にかかわる研修を持
ち、火災報知器の使用方法、消火栓の使
用方法及び、非常時における対応マニュア
ルの理解。
・経営計画にある非常時の組織分担の役割
との関わりを理解し得たか。

職員の防火訓練や生徒を対象にした防
災訓練にかかわっての研修を行ってい
る。

B

火災報知器、緊急放送や消火訓練に関して言えば、少数に分かれ
ての研修等で効率よくできている。避難経路に関しても、より効率的
に改善することができた。

A

・研修等を通じて各教員は一定程度のスキルは
身につけたと思うが、事は人命にかかわる問題で
ある。
・スキルをさらに向上するための工夫が必要とさ
れる。

人権意識の
向上を図
り、差別や
偏見をなく
し、共に理
解し、生きよ
うとする資
質や行動力
を育成す
る。

B学校の環境
美化を通し
て、生徒の
環境保全に
対する意識
を高めるとと
もに、防災・
安全に関す
るスキルを
養う。

教
育
環
境
部

自己評価

B

評価項目

生
徒
指
導
部

基本的生活
習慣の確立
と規範意識
の向上を図
る。

各学期に１～２回の全校集会を開催、また、
警察等関係諸機関による外部講師を招きイ
ンターネットトラブル等高校生の抱える諸問
題について考えさせる機会を確保する。

時間を守り、安
全、安心を確保
する。

毎月登下校の見守り計画を立案実施する。
また、生徒活動推進部との連携を密にし、
登下校の生徒による見守りや週番活動を展
開し校内の風紀を整えさせる。
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分掌
具体的目標
(小目標）

具体的方策 評価指標 進捗状況（2学期） 自己評価 年度末成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

生徒自ら課題を
見つけ、解決す
るために適切な
指導・支援を行
う｡

生徒の集団的健康管理に対
する自主的な態度を育成す
る｡

・「保健だより」「食育だより」の定期的
に発信する。（年5回以上）
・保健室入室者昨年より5％減少させ
る　啓発ポスターを年間2回作成する。

当初の指標に対して順調に進んでいるといえ
る。

A

様々なアプローチを通し、生徒自ら健康に対する危険
因子を未然に防止する行動を啓蒙したが保健室入室
者は昨年度とほぼ同じであった。原因をさらに精査し
来年度の指標としたい。

B

生徒の危機管理能力向上のために、さらに生徒の健
康状態を生徒にしっかり把握させる必要がある。結
果、すぐに保健室に駆け込むのではなく自己の処理
能力の向上に繋げさせたい。

体力に興味・関
心をもたせ、体
力を向上させる
指導・支援を継
続的に行う｡

授業や体育的行事を通して、
体力に関する意識を向上さ
せ、スポーツに興味・関心をも
たせる｡

新体力テストの数値が前年度より向上
させ全国平均・県平均に近づける。

体力に対しての意識向上は容易ではない。
地道にあ取り組んでいるが目に見えて効果は
なかなか出てこない。 B

授業や体育行事ではいきいきした活動が見られるが、
体力向上やスポーツに対する具体的な興味・関心は
まだまだ不足しているように見受けられる。 B

体力については、日ごろの生活習慣を含めて指導・
啓発しなければ改善出来ない。具体的な方策をさま
ざまな角度から模索する必要がある。

体育的行事のよ
り活性化を目指
す｡

体育大会・マラソン大会を通し
個人や集団における目標を明
確にさせるとともに、より事故・
ケガの少ない企画・運営を目
指す｡

体育大会満足度95％以上、マラソン
大会完走95％以上を目指す。

体育大会は、快晴に恵まれ、生徒相互のコ
ミュニケーションも高まり、満足度95％以上の
成果をあげた。 A

体育大会は概ね成功に終わったが、マラソン大会は２
年連続天候に恵まれず中止になった。生徒が楽しみ
にしている行事ではあるが、天候に左右されるところは
反省材料である。

B

生徒がいきいきと活動できる行事にさらに展開したい
きたい。マラソン大会については、時間をずらす等工
夫したい。

生徒会、各種
委員会活動
の活性化｡

自主的・自立的に行動できる
生徒の育成を目指し、生徒自
ら企画・実践を行い成功体験
ができるよう指導する｡

各種活動において生徒会本部役員や
各種委員会委員長、部キャプテン等
が集まり、生徒主導で計画を立案、運
営できるよう指導する。

各種委員会や文化祭、リーダー研修会等に
おいて、生徒に任せる部分は任せているが、
まだまだ生徒主導とは言いがたく、教師主導
で運営している現状である。

C

年間を通して様々な活動を行ってきたが、まだまだそ
れぞれの活動において完全に生徒主導とは言いがた
い状況である。各種活動の内容や時期を再点検し、
計画段階から生徒に参画させていきたい。

C

各種活動において生徒会本部役員や各種委員委員
長、クラブキャプテンなどが集まり、生徒主導で計画
を立案し、運営していけるよう指導する。

部活動の活
性化｡

部活動加入率の向上を目指
すとともに、生徒の実態に応じ
た部活動のあり方を検討し、
創部や廃部の手続きを整理
する｡

・部員集会や部員研修会を定期的に
行い、部活動生の意識を高める。
・部活動の創部・廃部に関する届け出
用紙の書式を作成し、手続き方法に
ついて検討する。
・部顧問会議を各学期に１回以上行
う。

・部員集会は定期的に行うことはできている
が、顧問会議は１年度初めに実施して以来開
催していない。
・書類の様式についてはまだ検討できていな
い。

C

部員集会や部員合同研修会において、教員による講
話を計画的に実施することができた。顧問会議は年度
初めに実施して以来開催できていない。書類の様式
についてもまだ検討できていない。 C

部員集会の内容を今後も充実させる。部活動の創
部・廃部に関する届け出用紙の書式を作成し、手続
き方法について検討する。クラブ顧問会議を各学期
に１回以上行う。

芸術や文化
に親しむ態度
の育成｡

朝の読書や読書に親しむ会を
中心に読書習慣を身に付けさ
せ、豊かな人間性を育てる｡

朝の読書に集中して取り組めるよう
に、読み聞かせや放送等も視野に入
れ、内容を工夫する。今後も読書活動
の啓発を積極的に行う。

・朝の読書をより豊かなものにするため、「朝
読イベント」を実施したが、生徒の取組状況や
反応は概ね良かった。
・BOOKLANDも定期的に発行し、啓発を行っ
ている。年度末には図書館だよりを発行する
予定である。

A

先生方のご協力をいただき各種文化図書活動を予定
通りに行うことができた。朝の読書も昨年度に比べ充
実させることができた。今後も引き続き読書活動の啓
発を積極的に行い、芸術や文化に親しむ態度を育成
したい。

A

朝の読書に集中して取り組めるように、読み聞かせや
放送なども視野に入れ、内容を工夫する。今後も読
書活動の啓発を積極的に行う。
朝の読書を毎日１０分間実施するなど、再編統合に
向けて実施方法を検討する。

地域交流およ
び貢献活動を
推進｡

地域とともにある学校づくりを
更に充実させ、様々な活動に
学校全体で参加できるような
体制づくりを目指す｡

地域貢献活動にたくさんの生徒が幅
広く参加できるよう、参加案内や啓発
方法を工夫する。また、活動後の報告
等を通して校内外に向けたPRを行う。

ここまで各種イベントに昨年度以上の生徒が
参加している。特に、これまで少なかった総合
選択コースの生徒も積極的に参加している。
活動後の報告等を通して校内外に向けたPR
をもっと積極的に行いたい。

B

既存の地域貢献活動については体系化され、活動の
内容も充実している。また、今年度から新しく参加した
イベントもあり、生徒の活躍の機会を増やすことができ
た。昨年度に比べ総合選択コースの参加者を増やす
ことができた。

A

地域貢献活動にたくさんの生徒が幅広く参加できるよ
う、参加案内や啓発方法を工夫する。また、活動後の
報告などを通して校内外に向けたPRを行う。

保育施設実
習の実践とそ
の充実｡

１年生は年間１日、２年生は年
間３日間の保育施設実習や
保育園との招待交流を実施し
幼児教育の体験値を増やして
いく｡

毎回、レポート等の提出を義務付け、
自己の体験を整理・習得させるよう事
前事後指導の充実・徹底を図る

順調に推移している。

B

二年生は欠席・遅刻者もなく、生徒たちも前向きに実
習活動に参加してくれたように思う。確実に保育への
理解が深まっていると感じることができた。その反面一
年生は家庭の事情等で斟酌する部分もあるが欠席者
が多くなり、来年度の課題が浮き彫りとなった。

B

実習前後の指導の充実をより一層図るしかないと考
える。

ボランティア
活動の実践と
その充実｡

保育施設や地域社会へのボ
ランティア活動やユニセフ募
金活動等を通じて地域社会に
貢献し、リーダーシップを発揮
できる人物を育成する｡

年間の地域ボランティア等の活動に
一人３回以上参加することを目指す

昨年度の生徒よりはやや積極性に欠けている
感もあるがボランティア活動の年間予定の大
部分は順調に消化できた。 B

昨年度よりボランティア活動数が増加していることもあ
り、１人につき３回以上参加するという目標は達成でき
た。また、ユニセフ募金の参加者数は例年の二倍に達
した。

A

人間探究コースの各種ボランティア活動への参加は
既に定着している。今後は活動の精選が必要な時期
に来たのかもしれない。

授業時間の
確保及び授
業の質の向
上｡

･計画を立て事前に周知する｡
･授業の質の向上ために、教
員が研修に参加する機会を
設ける｡

・家庭訪問報告書１単位３５時間の授
業時間を確保できるよう計画する｡
・考査中の授業計画については、１週
間前に職員室に掲示できるようにす
る｡
・福祉科教員が年１回以上の研修に
参加する｡

・1年生の授業時間が不足している。2学期期
末考査後に授業日を設定したい。
・考査中の授業について、職員室に掲示して
いるが周知できていない。
・福祉教育研究会に参加できている。

・授業時間を規定どおり確保できた。
・福祉科の授業計画を周知していけるように努力した
い。
・福祉に関する研修会に福祉科教員は1回以上参加
できている。

A

・学期ごとに授業時間数の確認を行い、規定回数授
業ができるように計画していきたい。
・授業計画について周知できるように職朝連絡シート
を活用したい。
・2020年福祉全国大会で授業研究発表を行うために
来年度も研修に参加していきたい。

国家試験合
格率の向上｡

･国家試験対策講座を夏と冬
に実施する｡
･傾向と対策についての教科
会議を行ってから授業を行う｡
･医師・看護師等の講師の確
保｡
･社会人非常勤登用講座を計
画する｡

･年２回国家試験模擬試験を行い、少
なくとも８０点程度の正解ができるよう
指導する｡
･来年度の1年生84時間､2年生67時
間､３年生40時間を担当する医師・看
護師を探す｡
･年間25時間の社会人講師の授業を
行う｡

・3年生で２回実施した。1回目は73.6点､2回
目は63.7点（自己採点）で、目標は達成でき
ていない。
・長寿福祉人材確保対策課・宇陀市立病院を
訪問し協力を依頼している。
・現在15時間実施している。残り10時間も実
施する予定である。

・３学期には放課後講座を実施できた。国家試験（125
点満点）の平均点は78.4点（自己採点）である。
・来年度40時間程度授業をしていただける医師・看護
師講師が決定していない。
・社会人非常勤登用講座を計画通りに実施できた。 B

・国家試験対策授業について、より効果的な方法を
研究していきたい。
・医師・看護師講師確保のため、多方面への協力依
頼が必要である。
・来年度もさらに多職種の専門職の講師に来ていた
だけるように計画していきたい。

施設での介
護実習の充
実｡

・昨年度の補習対象は12人補
習日数２０日であった､補習人
数・補習日数を減らす｡
・巡回指導や反省会、指導者
様の意見を情報共有し足並
みをそろえた指導を行う｡

･補習人数・補習回数を４割減らす｡
･実習の前後に教科会議を行い、情報
共有を行う｡
･巡回指導を週２回実施する｡

・1年生で2名､2年生で6名､3年生で6名が補
習対象者となっている。
・教科会議で情報共有が行えている。
・巡回指導を規定どおり実施できた。

・今年度補習対象者は20名（１年３名､２年７名､３年７
名）補習日35.5日（１年４日､２年21日､３年10.5日）とな
り、減らすことはできなかった。補習日の増加・長期化
傾向にある。
・規定回数の巡回指導も行い、教員間で情報を共有
し、実習指導を行うことができた。

B

・補習日が複数の施設で土日を中心に計画されてい
るので教員負担が増している。施設実習が無遅刻無
欠席で行えるよう、生徒を指導していきたい。

福
祉
科

社会福祉に貢
献できる人材の
育成｡

B

評価項目 自己評価

生
徒
活
動
推
進
部

自主的な態度
で自立的に行
動できる生徒を
育成し、自信と
誇りをもたせる｡

B

人
間
探
究
コ
ー

ス

小学校教諭・幼
稚園教諭･保育
士を養成する
コースとして豊
かな人間性を
備え、地域社会
に貢献できる
リーダーを育成
することを目指
す｡

B

保
健
体
育
部

生涯にわたり、
心身ともに健康
でたくましく、活
力に満ちた生
活を営む基本
的・基礎的な態
度を育てる｡

B
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分掌
具体的目標
(小目標）

具体的方策 評価指標 進捗状況（2学期） 自己
評価 年度末成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

基礎学力の向上を
目指し、身に付けた
い力・必要な学力を
明確にし、積極的な
学習態度を育成す
る。

①個々の能力に応じた丁寧な指導に努め
る。
②具体的な目標・目的をもたせ、それを達
成するための努力をさせる。
③家庭学習習慣の定着を図るために、家
庭学習課題等を課す。
④朝の読書タイムを利用し、言語能力の
育成を図る。

①生徒アンケート「授業がわかりやすい」
と思う、１，２の割合を65%以上を目指す。
②SSシートの活用やこまめな個人面談に
より、生徒個々の目標・目的を把握する。
③各教科より週２回以上の家庭学習課題
を課す。
④朝の読書タイムを継続的に実施する。

①生徒たちの意識調査を授業に反映させながら、
丁寧な指導に努めた。
②学級担任はSSシートを日々こまめにチェックし、
その都度個人面談などにより生徒の状況を把握し
ている。
③各教科より週２回以上の家庭学習課題を課すこ
とができた。
④朝読の手引きを活用しながら、静かな環境で心
を落ち着かせて読書に親しむことができた。

B

①授業アンケートで「授業がわかりやすい」と思う１，２の割
合は63%で目標数値には少し届かなかった。
②SSシートを日々こまめにチェックし、その都度個人面談
などにより生徒の状況を把握している。結果、積極的な生
徒指導にもつながった。
③定期考査前を中心に補充講座を行い、学力補充に努め
た。
④年間を通じて、朝読の手引きを活用しながら、静かな環
境で心を落ち着かせて読書に親しむことができた。

B

①生徒の能力に応じた授業内容の展開・改善等、引き続き
行っていきたい。
②担任・副担任のこまめな指導により、生徒理解に際して一
定の評価が出ている。
③数学・理科系を苦手としている生徒の割合が高いようで、
今後は苦手教科に特化した講習等の対策が必要である。
④各クラス、継続して読書に親しむ習慣を身に付けることが
できた。

・規範意識を高め基
本的生活習慣を確
立させる。
・自校に誇りをもつ
生徒を育てる。

①積極的な生徒指導を行い、問題行動が
発生しないための開発的・予防的な生徒
指導に努める。
②道徳教育・人権教育を行い、人としての
在り方生き方を大切にする生徒を育てる。
③生徒の自主性を育て、学校行事や生徒
会活動に積極的に参加する姿勢を育て
る。
④チャイム着席の徹底　遅刻や服装に関
する指導を学年教員全体で行う。

①いじめアンケートを各学期に１回実施
する また、定期的な校内巡視を行う。
②学年集会や道徳HRを各学期１回以上
実施する。
③HRや学年集会、学校行事等で生徒が
自主的に活動できる場を提供する。
④始業前の声かけ、遅刻・服装の居残り
指導を輪番制で毎日実施する。

①いじめアンケートを１、２学期に実施した。また、
定期的な校内巡視で積極的な生徒指導に努め
た。
②学年集会を１、２学期で４回実施し、生徒たちの
規範意識の向上を目指した。道徳HRは１、２学期
で１回ずつ実施した。
③文化祭実行委員等で生徒会役員中心に自発
的な活動をする生徒も出てきた。
④遅刻指導を毎日実施した。また、服装等に関す
る指導を個別に実施した。

C

①いじめアンケートや生活アンケートにより、予防的教育相
談を行うことができた。
②学年集会やHRを通じて、積極的な生徒指導の推進。ま
た、集団としての規範意識を高められたと思う。
③日頃のあいさつ等は積極的に行えているが、自主的な
活動（部活動）への参加が少なく今後の課題である。
④遅刻総数が１学期で200回、２学期で253回と非常に多
い結果となってしまった。現状の半数以下になるような指
導に努めていきたい。

B

①担任、生徒指導部と連携しながら、迅速な対応が行え
た。今後も生徒の状況把握に努めたい。
②学年集会やHRを通じて、積極的な生徒指導の推進。ま
た、集団としての規範意識を高められたと思う。今後も継続
して実施したい。
③自主的に活動できる生徒の割合は他学年に比べても、少
ないように感じる。今後は核となる生徒を育てていけるような
方策を取り入れる。
④チャイム着席は授業担当者が５分前に教室に行くなど、
徹底した指導が行えた。遅刻指導はさらに減らすための方
策が求められる。

さまざまな進路があ
ることを理解し、
個々の進路目標を
明確にさせ、その目
標に対して努力さ
せる。

①進路ノートの活用、キャリアガイダンス、
講演会、HR等を通して自己の将来設計を
抱かせていく。
②各種検定試験、資格試験、オープン
キャンパス等への参加に挑戦させる。
③進路指導部や教務部と連携し、基礎学
力の向上はもとより、実力と意欲の養成を
図る。

①SSシートや進路のしおりを活用し、個々
の生徒の状況を把握するとともに、こまめ
な進路指導を行う
②英検、漢検等資格検定を１つ以上持
ち、オープンキャンパス等への参加生徒
の割合が50%以上を目指す
③実力養成講座を継続的に実施する

①進路HRや進路講演会をとおして、進路実現に
向けての意識づけを行った。
②第２学年で漢字検定を全員が受験予定。１年次
より検定のためのワークを使い、次年度に向けて
の対策を国語科で進めている。
③12月より進路指導部と冬期講座を開講し、学習
意欲と学習習慣の確立とともに実力を養成した。

B

①早い段階での意識づけを行うことで、目標をもつ生徒も
徐々に増え出してきた。
②各検定へ向けた対策を授業を中心に進めている。
③12月開催の冬期講座では21名の生徒が参加した。これ
をきっかけに各教科と連携しながら、定期的な進路補習を
行っていきたい。

B

①２学期に学年独自の進路集会をとおして、進路実現に向
けての意識づけを行った。来年度も引き続き、生徒の意欲
をかき立てる環境・体制を構築したい。
②各検定へ向けた対策を授業を中心に進めてきた。引き続
き、教科と連携しながら、合格者が増えるように努めていきた
い。
③生徒への意識づけやアプローチを続け、継続して進路補
習を行っていきたい。

基礎学力の向上の
ため課題や小テスト
を課すことで家庭学
習の習慣を付け、
積極的な学習態度
を育てるとともに
各々の進路目標に
向けた学力向上を
目指す。

①各教科において丁寧に個々の指導に
努める。
②具体的な到達目標をもたせ、達成感を
抱かせる。
③教科の補充講習会を開くとともに、質問
日を設け、より個別にきめ細やかな学習
指導ができるようにする。
④進学希望者や成績上位者に対して、勉
強方法を学ぶ講習会や放課後講座等を
開き、実力の養成を図る。

①生徒アンケートで「授業が分かりやす
い」と思う、1，2の割合を80％以上を目指
す。
②SSシートの活用やこまめな面談により、
生徒個々の目標を把握する。
③定期考査の２週間前より学習計画を立
てさせ、各学期の欠点保有者数・欠点総
数を昨年の半分以下(35名・135科目)に
なるよう指導する。
④実力養成講座を継続的に実施する。

日常的なこまめな指導はよくなさているが、２学期
中間考査の結果は欠点総数357科目・94名の多
数にのぼり、２学期成績不振生徒が多数におよぶ
と思われる。

D

①について「あなたはこの授業をどのように取り組んでいま
すか」の設問に対する生徒の回答の1，2の割合が１学期
81％、２学期77％と高い割合で、個々の生徒への丁寧な
指導に努めることができた。
②各クラスともSSシートの活用やこまめな面談により、生徒
個々の目標を把握することができた。
③定期考査の２週前より週３回以上の補充講習会を実施
し、「２週間前学習計画表」を作成することができたが、１学
期欠点保有者数53名・欠点総数183科目、２学期欠点保
有者数50名・点総数165科目と多数に上った。
④実力養成講座を丁寧に実施することができた上に、各ク
ラス・各教科担当等で講習や補習等を行うことができた。

C

①生徒の能力に応じた学習指導の展開と工夫や、少人数
講座やチームティーチングを取り入れることを考えたい。
②担任・副担任の負担が大きいため、校務分掌を含めた仕
事分担の見直しを検討したい。
③継続して実施していくとともに、保護者との連携により家
庭学習の定着を図ることを考えたい。
④進路実現に向けての意識付けや調査を重ねて行い、継
続して実力養成講座を実施していきたい。

・きれいに制服を着
用する。
・正しい言葉遣いを
身に付ける。
・ルールや期限を厳
守する等、規範意
識を高め基本的生
活習慣を確立させ
る。
・自校に誇りをもつ
生徒を育てる。

①積極的な生徒指導を行い、問題の早期
発見早期対応に努める。
②道徳教育、人権教育を行い、人として
の在り方生き方を大切にする生徒を育て
る。
③生徒の自主性を育て、学校行事や生徒
会活動に積極的に参加する姿勢を育て
る。
④遅刻や服装に関する指導を学年教員
全体で緊密に連携し厳しく行う。
⑤思い出深い修学旅行を念頭においた
なかまづくりや自己の学校生活の在り方を
考えさせる。

①いじめアンケートを各学期に1回実施
する。
②学年集会や道徳HRを各学期1回以上
実施する。
③HRや学年集会、学校行事等で生徒が
自主的に活動できる場を提供する。
④遅刻総数を昨年の半分以下(550)にな
るよう指導し、居残り指導を輪番制で毎日
実施する。
⑤修学旅行参加生徒の割合が100％(全
員参加)を目指す。

日常的なこまめな指導はよくなさているが、遅刻総
数の年間目標は達成できず、修学旅行不参加生
徒も実質10名にのぼり、経済的・身体的・人間関
係等課題をかかえる生徒が多い。

D

①いじめアンケートを各学期に1回実施し、内容把握に努
め、問題解決を図ることができた。
②学年集会や道徳HRを各学期1回以上実施し、規範意識
の向上や学年行事への参加目的・意識の明確化を図るこ
とができた。
③HRや学年集会、学校行事等で生徒が自主的に活動で
きる機会を多数提供することができた。
④遅刻・服装の居残り指導を輪番制で毎日実施することが
できたが、２学期末で遅刻総数が520となり目標は達成で
きず、遅刻の増加を抑制することはできず、欠席日数も多
数に上った。
⑤修学旅行の生徒のアンケート結果は極めて良い内容と
なったが、不参加生徒が11名の多さとなった。

C

①いじめに関するアンケートから得られる内容には重大なも
のがあるため、今後も各学期に１回は必ず実施し、生徒の
状況把握に努めていきたい。
②学年集会や道徳HRを各学期1回以上実施し、規範意識
の向上や学年行事への参加目的・意識の明確化を図ること
に努めたい。
③今後もHRや学年集会等で生徒が自主的に活動できる機
会を多数提供していきたい。
④遅刻指導のあり方を見直すとともに家庭との連携を強化
し、遅刻・欠席を減らす方策を考えたい。

具体的にさまざまな
進路があることを理
解し、各々の進路
目標を明確にさせ、
その目標に対して
努力させる。

①進路ノートの活用、キャリアガイダンス、
講演会、HR等を通して自己の将来設計を
抱かせていく。
②各種検定試験、資格試験、オープン
キャンパス等への参加に挑戦させる。
③進路指導部や教務部と連携し、勉強方
法を学ぶ講習会や放課後講座等を開き、
実力の養成を図る。

①SSシートや進路のしおりを活用し、個々
の生徒の状況を把握するとともに、こまめ
な進路指導を行う
②英検、漢検等資格検定を１つ以上持
ち、オープンキャンパス等への参加生徒
の割合が80％以上を目指す
③実力養成講座を継続的に実施する

日常的なこまめな指導はよくなさているが、進路に
ついてはその具体的な目標・計画をたてている生
徒は極少数である。

C

①SSシートや進路のしおりを大いに活用し、個々の生徒の
状況を把握するとともに、こまめな進路指導・生徒指導に
結び付けることができた。
②英検、漢検など資格検定を１つ以上持ち、オープンキャ
ンパス等への参加生徒の割合が60％以上を目指すように
努めたが、ほとんど達成できなかった。
③実力養成講座を丁寧に実施することができた上に、各ク
ラス・各教科担当等で講習や補習等を行うことができた。

C

①SSシートや進路のしおりを継続して活用し、進路指導・生
徒指導に結び付けていきたい。②英検、漢検など資格検定
を１つ以上持ち、オープンキャンパス等への参加生徒の割
合が60％以上を目指すようにさらに努めていきたい。③実力
養成講座を丁寧に実施することができたが、各自の進路の
実現に向けてさらに多くの受講者の参加を図っていく体制
を構築したい。

B

自己評価

C

第
二
学
年

学習指
導につ
いて

生活指
導につ
いて

進路指
導につ
いて

評価項目

第
一
学
年

学習指
導につ
いて

生活指
導につ
いて

進路指
導につ
いて



分掌
具体的目標
(小目標）

具体的方策 評価指標 進捗状況（2学期） 自己
評価 年度末成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等自己評価評価項目

基礎学力を定着さ
せ、さらに各々の進
路実現のための学
力を向上させる。

①各教科において個々に応じた指導に努
める。
②具体的な目標をもたせ、目標達成がで
きるように指導する。
③教科の補充講習会を開き、きめ細やか
な学習指導を行う。
④各々の進路目標に応じた放課後進路
講座を開き、実力の養成を図る。

①生徒アンケートで「授業が分かりやす
い」と思う、1，2の割合を70％以上を目指
す。
②SSシートの活用やこまめな面談により、
生徒個々の具体的目標を把握するととも
に、目標達成のための指導を行う。
③定期考査の２週前より週３回以上の補
充講習会を実施する。
④放課後進路講座を継続的に実施す
る。

①進路希望に基づき、目標を設定しながら個々の
生徒への丁寧な指導に努めた。
②各学級担任、副担任はSSシートを活用し、生活
指導のみならず、進路指導にも役立てた。
③定期考査２週間前より補充講習会を実施した
が、２学期中間考査では多くの欠点保有者がい
た。
④就職、進学それぞれの希望に応じた進路講座
を放課後に継続的に実施した。

B

①生徒アンケートで「授業が分かりやすい」と思う、1，2の
割合は76％であった｡
②SSシートを活用し、連絡事項を確認するとともに、きめ細
やかな指導を行った｡
③定期考査前に会議の日以外に個別の質問・補充講習
会を実施した｡
④就職、英語、国語、看護の放課後進路講座を継続的に
実施した｡

B

①アンケート結果は良好であるが、成績不審者を出さない
ための取組が必要である ｡
②学級担任の負担は大きいが、担任が生徒を理解する上
でも活用を継続することが望ましい｡
③特定の科目は学習が困難な生徒が多く、よりきめ細やか
な指導が必要｡
④２年生からの実施は成果があったため、今後も実施すべ
き｡

基本的生活習慣を
確立し、自校に誇り
をもつ生徒を育て
る。

①積極的な生徒指導を行い、問題の早期
発見早期対応に努める。
②道徳教育、人権教育をとおして、人とし
ての在り方、生き方を大切にする生徒を
育てる。
③生徒の自主性を育て、学校行事や生徒
会活動に積極的に参加する姿勢を育て
る。
④遅刻や服装に関する指導を学年教員
全体で行う。

①いじめアンケートを各学期に1回実施
する。
②学年集会や道徳HRを各学期1回以上
実施する。
③HRや学年集会、学校行事等で生徒が
自主的に活動できる場を提供する。
④遅刻・服装の居残り指導を輪番制で毎
日実施する。

①いじめアンケートを１，２学期に実施し、いじめ当
事者への聞き取り、対応を迅速に行った。
②１学期は学年集会２回、２学期は学年集会１
回、道徳HR１回を実施した。その他進路講演会を
実施した。
③体育大会や文化祭などで生徒は自主的に活動
し、学校行事を盛り上げた。
④遅刻の居残り指導は毎日行ったが、特定の生
徒の遅刻が目立った。服装については日頃の指
導および校門指導を行った。

B

①いじめの有無を問うアンケートを各学期に1回実施した｡
②学年集会（進路集会を含む）や道徳HR（集会を含む）を
実施した｡
③体育大会や文化祭では生徒が自主的に活動する姿が
見られた｡
④遅刻の居残り指導を輪番制で毎日実施し、服装違反に
ついては面談等で適宜指導した｡ B

①いじめへの対応は、学級担任を中心に聞き取り調査を行
い生徒指導部と連携して迅速に行えた｡
②今後も総合の時間も活用し、必要に応じて集会をもつ必
要がある｡
③体育大会、文化祭、定期考査の時期を考慮し、生徒が積
極的に関われるようにする｡
④遅刻指導は一定の歯止めとなっているが、特定の生徒の
遅刻を減らすため、今以上の家庭との連携、協力求めること
が必要｡

進路目標を実現し、
卒業後社会に貢献
できる生徒を育て
る｡

①キャリアガイダンス、講演会、HR等を通
して自己の具体的進路目標を立てさせ将
来設計を行う。
②各種検定試験、資格試験に挑戦させ
る。
③進路指導部や教務部と連携し、学力補
充講座や放課後進路講座で学力と意欲
の向上を図る。

①進路関係の行事へ積極的に参加さ
せ、SSシートや進路のしおりを活用し、
個々の生徒の状況を把握して進路指導
を行う。
②英検、漢検等資格検定を１つ以上もつ
生徒の割合が50％以上を目指す。
③学力補充講座や実力養成講座を継続
的に実施する。

①面談、放課後進路講習、SSシートの活用をとお
し、きめ細やかな進路指導を行った。
②漢検は多数受験、英検に挑戦する生徒はあまり
いなかった。
③学力補充講座や実力養成講座を継続的に実
施し、成績不振生徒の減少や生徒の進路実現に
つなげた。

B

①進路指導部と連携し、進路希望に応じた集会や講座、
SSシートの活用をとおしてきめ細やかな進路指導を行った
｡
②社会福祉・介護福祉、英検、漢検、情報処理検定など
資格検定を１つ以上もつ生徒の割合は約55.4％であった｡
③学力補充講座や実力養成講座を継続的に実施すること
ができた｡

A

①今後も生徒のi意識の変化が実感できる進路指導を続け
ていきたい｡
②資格検定に自ら挑戦する生徒が減っており、さらなる呼び
かけが必要である｡
③実力養成講座でつけた力を入試で生かす取組を続ける
べきである｡

B

第
三
学
年

学習指
導につ
いて

生活指
導につ
いて

進路指
導につ
いて


