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目指す学校像 :

本年度重点目標

Ｂ
　今年度、名称を「オープンキャンパス」から「オープンスクール」に変更し、統一した。昨年度から引き続き、スポーツサイエンス科説明会とオープンス
クールの２本立てで開催した。『学校案内』と案内チラシも作成されて、より効果的な案内ができている。

　スポーツサイエンス科説明会とオープンスクールの２本立ては、今後も継続していくのがいいと思われる。課題はオープンスクールの内容。中学生に
より魅力的なオープンスクールを検討していく。

・普通科、スポーツサイエンス科それぞれでオープンスクールを開催し、多数
の参加者が集まった。「行きたい、行かせたい学校」につながるよう、魅力あ
る内容の工夫、検討を進めていきたい。

Ａ
　今年度の総会で、会の名称が「育友会」から「ＰＴＡ」に変更された。保護者と教職員がより一体となって、生徒のため、学校のために活動するという
会の性格をより明確にしたい、ということが名称変更の最大の理由である。ＰＴＡ活動は積極的に行われた。役員会・評議員会への参加者も多く、本校
の教育活動に協力的である。

　ＰＴＡの常任役員・評議員の人数が年々増えている。好ましいことではあるが、より動きやすい適正な人数に調整する必要がある。また、各クラスか
らの評議員選出方法の工夫が必要である。ＰＴＡ行事の内容をより充実したものにしていくことが課題である。

・本校教育活動に対して理解のある保護者が多く、育友会役員を希望される
方が50名に迫る勢いである。生徒の諸活動の活性化のためにも喜ばしい限
りである。

Ａ
　関係４団体（同窓会・体育後援会・撫子会・ＰＴＡ）の事務局活動については、その実務を確実に行い、各団体とも円滑な運営ができた。４団体の正・
副会長が参加する創立110周年記念事業企画委員会も定期的に開催し、創立110周年記念式典や記念事業を成功させることができた。

　同窓会常任幹事会への参加者が減少傾向にある。同窓会総会への参加者も少ない。どのように参加者を増やしていくか、検討していく必要がある。 本年度110周年を迎え、歴史と伝統に新たな1ページを加えるた。今後も各団
体との連携を密にし、教育活動への協力をお願いしながら、学校の発展につ
とめてほしい。

Ｂ
自ら進んで授業を受けるという姿勢は不十分ながら、最初の点検を繰り返すことで準備物は用意できるようになった。勉強法が分からない
という生徒も多く、課題も確実に仕上げられない場合も多々あり、学習習慣の定着度は低い面がある。欠点を取っても補習を欠いたり、課
題をやりきろうとしない者がおり、意識の低さがある。

授業については担任とも連携して、クラスとして勉強しようという雰囲気作りをしていく。また学習の意義や方法がよく分かっていない者への
関わりを深めていく様にする。平素からやらないことを看過することなく、確実にやり遂げるように向かわせる体制を整備する。

・欠席、遅刻の原因分析を行い、家庭との連携をもち、協力を得ながらその改
善につとめてほしい。自己の進路実現につながることを理解させ、取組みを
すすめていきたい。

Ｂ
意識の高いものは勿論、最初は伸び悩んでいる者も再テストや様々なフォローアップで理解を深め伸びているが、それでも一斉授業では厳
しいと思われる生徒はおり、そうした場合の指導体制がまだ不十分でさらなる教員間の共通理解が必要となる。各レベルの生徒にはそれ
ぞれの伸びシロがあり、それを活用できるような指導が必要である。

あくまでも教室でも授業がベースになるので、昼休みや放課後に個別学習の機会としていき、授業に遅れる者を減らすように努める。また、
形式はいろいろ研究しなくてはいけないが、プラスアルファの学習材料を用意し上位層のやる気を活かし、より高い力を付けさせていく。

・実力テスト等の結果分析を行い、個に応じた指導、進路実現に結びつく取組
みを進めたい。

Ｂ
欠点保有者が減ることもなく、追試の合格率も向上していない現実がある。欠点を取る生徒には一斉授業ではついてこられない場合が多
く、個別指導の必要性が高い。普通科とＳＳ科の共通科目が増えたため、下位層は厳しく感じる者が増えた。平素からフォローが大切であ
る。また、補習や追試もやり方を変えないと現状の打破は難しい。

今までにもまして、家庭との連携を強め、学校だけではなく家庭学習の定着を図り、考査前の準備もしっかりさせるシステムを作っていく。
違う学科で同じ教科書を使っても補充講座の持ち方に工夫をして、より生徒の学力の補充に効果的な方法を探る。

・生徒自身にも自己分析をさせながら、各自の課題の克服のために、教科指
導は無論、学習のやり方等から指導助言をし、その克服に努めさせたり、ま
た、保護者との連携を密にし、家庭学習のあり方の協力を求めていきたい。

B
・学校朝会等の各集会において、挨拶の必要性を訴えた結果、積極的に挨拶をする生徒が増えた。 ・朝の校門指導等を有効利用をしてさらに徹底をする。 ・アンケート結果から、人より先に挨拶することを心がけ実践している生徒の

割合は78.0％（昨年78.4％）である。挨拶がただの儀式でなく、心からできる生
徒を育てたい。

B
・「マニュアル」をもとに共通理解を図り、ある程度は徹底できた。 ・「マニュアル」をもとに共通理解を図る。特に学年間、クラス間にばらつきが出ないように徹底する。特に服装については、女子のベストの着用を考

え、端正な制服の着こなしをめざす。
・3年生において、社会人としての言葉遣い等のマナーを含めた講座を外部
講師を招いて開催している。1･2年次からも計画的な取組みを推進する必要
がある。

B
・各種集会で集団生活の大切さを訴え徹底できた。 ・前後のSHRで身の回りを点検し、毎日の清掃活動を積極的に取り組ませる。さらに各種集会で集団生活の大切さや思いやりの心を育てる。 ・アンケート結果から、校内を美しく保つことを意識している生徒の割合が

63.7％と、半数は超えるものの、心がけが低いように思われる。今一度校内
美化について生徒一人ひとりの心がけの大切さを訴えていく必要性がある。

B
・生徒の実態把握をして共通理解を深め事前に個々に対応できたことは良かった。 ・共通理解を深めることは大切である。常に情報を共有して指導にあたる。 ・朝のSHRで、担任からの講話などができる時間的ゆとりを持ちたい。

A
・生徒の実態把握をして共通理解を深め事前に個々に対応できたことは良かった。 ・共通理解を深めることは大切である。常に情報を共有して指導にあたる。 ・４月以降の生徒の成長度を把握し、学年後半（将来）の展望を話し合う場と

して９月の個人懇談を位置づけていきたい。

A
・有効利用の点においては、できてなかった。 ・カウンセラー室の有効利用と指導体制をさらに確立する。 ・教育相談同様、心のケアを必要とする生徒が急増している現状があるの

で、相談室の充実と専門書の購入や、専門家の意見もいただける環境の整
備が必要である。スクールカウンセラー配置を要望する

A
・定期的に教育相談委員会を開催して、生徒の実態把握をすることにより、共通理解を深めることができた。さらに共通理解を深めることにより事前に
個々に対応できたことは良かった。

・指導体制をさらに確立する。

A
・生徒の実態把握をして共通理解を深め事前に個々に対応できたことは良かった。 ・職員研修等で、「マニュアル」をもとに共通理解を図る。

B
･進路指導部による企業訪問により、企業と求人の情報を収集し、必要に応じて生徒に伝えた。　・夏休みを利用して応募前企業見学を実施、一人３
事業所の見学を目指した。　　・面接練習計画に基づく面接練習と管理職、運営委員を含む全職員での個人面接練習を実施した。　・キャリアカウンセ
ラーによるキャリアカウンセリングと面接・履歴書等の助言と指導を行った。

・早い時点での生徒への就職に対する意識付けと試験対策に自発的に取り組む姿勢を待たせる指導の工夫。 ・キャリア・進路相談カウンセラーの来校日を増やし、学年集会やHR活動に
参加してもらう機会を増やす。

B
・１年生を対象に職業に関する職業内容と職業選択に関するキャリアセミナーを実施した（５月）。　２年生対象に予備校より講師を招聘し、進学説明
会を実施した（１２月）。　・１，２年を対象に各種学校より講師を招き、学習会を実施した（２月）。　・進学関係資料の配布を適宜行った。

・会議を重ね、より体系的、系統的なキャリア教育を立案・実施し、改善を重ねる。 ・３年間を視野において、日々の学習と基礎学力向上策をうまくリンクさせる
ような取組みが必要。　・体系的、継続的、計画的な指導計画の立案と実施。
・計画的な進路特別講座の継続的実施と生徒への意識づけ、動機づけへの
取り組み。

B
・校内実力テストは年間４回（４月、５月、１０月、１月）実施した。生徒の学力把握に活用できた。しかし、学力向上と学習指導の為の結果分析と指導
法の改善という点では大いに課題を残した。
・模擬試験は基本的には希望者を対象に年間８回（土曜日実施）実施した。進学希望者の実力判定と受験指導には役に立った。

・各模試、実力テストの分析と研修会の実施。
・データを元にした前向きな進路指導の実施と各担任への適切なアドバイスの実施。

・校内実力テストの活用時期と内容を見直す必要があるが、特に１・２年生の
活用方法・活用内容について改善する必要がある。

B
・１年生を対象に職業内容と職業選択に関するキャリアセミナーを実施。　・全学年希望者に、自衛隊、消防、警察より講師を招き説明会を実施。　・
１，２年生を対象に職業感、就労意識育成のための進路ミュージカルを実施。　・３年生就職希望者はジョブサマースクールに参加。　・県教育研究所
主催のインターンシップや看護体験、警察学校体験、各種見学会等に多数参加。・生徒に対するアンケートで  「Ａ．進路に関する補習や個人指導が
十分に行われている」の項目は６８．２％であった（１４年度は７３．７％、１５年度は７３．９％）。目標の８０％以上には及ばなかった。

　・インターンシップ、各種職業体験、体験入校等への参加啓発を強化する。 　・インターンシップ、各種職業体験、体験入校等への参加啓発を強化する。
・個々の生徒への面談・相談を強化する。

B
県からのいじめアンケート調査を実施し、全職員に情報を共有できた。9月の人権HRでいじめのHRを実施する予定でいたが、学校行事の関係で、人
権講演会を行う等多少の計画の変更があったものの、なかま学習において一定の目標は達成できた。

来年度もいじめのアンケートし、その情報を全職員で共有したい。いじめは絶対に許されない行為のとの認識が心から思えるよう、HR等で工夫する。 ・常日頃からの教員相互による情報交換を行い、正しい生徒理解につとめて
いく。

A
月一度の人権HRは各テーマに沿って実施できた。一年生には在日外国人問題で在日コリアン一世の問題を取り上げることができた。二年生では高
齢者・障害者疑似体験装置を用いて、実際に装着して体験をすることができ、おおいに成果を上げることができた。

本年度、一定の成果を上げることができてたので引き続き来年度も同様に実施していきたい。人権講演会にはヘレンケラーの演劇を行う予定である。
また、2年生のHRでは自尊感情を高めるHRを新たに行いたい。

・各分掌、教科、関係団体等との連携をはかり、より効果的な人権学習の推
進につとめる。

B
中学訪問を実施し、教育的な配慮、支援しなければならない生徒の把握に努め情報の共有を図った。奨学金に付いては一名の教員に頼りきりになっ
ている状況である。

中学訪問は、中学の先生方にも理解して頂ける状況になってきているので、さらに進めていきたい。奨学金については、事務的な手続きを複数の教員
で行い他の教員も出来るように努めたい。

・各分掌、中学校、関係団体との連携を密にし、ただしい生徒理解につとめ、
よりよい学習環境の構築につとめる。

Ｂ
・体育授業には積極的に取り組む生徒が多いが、一方運動嫌いの生徒にいかに関心を持たせ、楽しさを味あわせることが出来るかが永遠
の課題である。
・体力テストの結果、男女ともほとんどの種目で全国平均より劣っていた。

・各種の研修会や講習会に参加するなど、指導の工夫、改善が必要。また、生徒自身に生涯を通して健康に過ごすためには、体力も一因
となっていることを理解させる。

・体力テスト結果のデータをもとに、本校生の体力の実態把握に努め適切な
運動処方につとめる。また、健康診断後の医療受診率、治療率の向上につと
める。

Ｂ
・基本的生活習慣や集団行動の重要性は指導したが、行動には至らない生徒も多くいた。 ・毎日地道にこつこつと指導する必要がある。 ・集団生活での基本的生活習慣の重要性を理解させることにより、自己の健

康安全を向上させ、他者理解につながることを理解させる。

Ｂ
・健康や安全に関する知識路理解については、継続指導する必要がある。また、実践するように指導する必要がある。 ・保健の授業は基より、保健だより等をとおして保健指導を行う必要性がある。

・食育については、家庭科との連携を取りながら進めたい。
・生徒の健康や食にかかわる意識等の実態把握をし、家庭科との連携をは
かり、食育の推進につとめる。また、家庭との連携にもつとめる。

Ｂ
・インターハイの出場者は昨年度に比べて激減した。全国大会入賞者は数名出たが、以前に比べると少ない。また、クラブ員の問題行動も多かった。 ・各種の研修会や講習会に参加するなど、指導の工夫、改善が必要。クラブ員にも道徳指導やマナー教育が必要。 ・日常の活動と意識付けをより精度の高いものへと引き上げ、より多くの全国

大会出場者を出せるよう取組む。やや意識の低い生徒がいることは否めず、
今後も心の成長を含め更なる取組みを進たい。

Ｂ
清掃活動につては、概ね実施できた。清掃担当場所の無い箇所があり、大掃除のみの清掃場所があった。
３年生が家庭学習に入った３学期の清掃割り当てが周知徹底していなかった。

年度当初に作成する割り当てを確実に作成する。 ・１年間を通じて、計画的な校内環境整備の企画、実施を進める。

Ｂ
整備安全委員の仕事は概ねできたが、もう少し委員会活動の充実を図る。
どうしても自分の身の回りの整理整頓ができない者が若干名いることによって、教室の環境が芳しくなかった。ストーブについてはコードの
返却を忘れるクラスが毎日ほどあったのが残念。

委員会の充実と役割の周知徹底をする。 ・環境、美化に対する意識向上につながる指導の推進をはかる。

Ｂ
安全点検を実施することによって、修理箇所・危険箇所が毎月把握できる。 従来通り実施する。 ・より安全な学習環境・条件の整備をはかり、事務室との連携を密にする。

Ｂ
・図書費増額により生徒の興味関心に添った書籍の購入もできた。 まだ生徒の希望を満たすほどの書籍冊数に達していない現状である。
・図書委員とともに図書閲覧室の棚の配置換え、模様替えを行い、生徒が利用しやすい環境に改めた。その際、生徒の興味をひくような本の並べ方、
展示の仕方を心がけた。

調べ学習をさせるには、社会の変化に対応した新しい書籍が必要である。また生徒の興味関心に応じた書籍も不十分であるので、図書費の増額が
必要である。調べ学習に必要な資料を各教科と連携して備えていきたい。

・教科、他分掌との連携をはかり、生徒の学習意欲の向上を進めるための体
制と環境づくりにつとめる。

Ａ
・人権講演会（芸術鑑賞会）では歌手「う～み」さんの公演で、生徒が身近に感じるお話があり、歌とともに生き方を考えさせる内容となった。
・かるた大会は国語科と学年の先生方の協力により生徒は意欲的で大変に盛り上がった。　・年１回発行の「日日新」（生徒の活動記録文集）の内容を
最終学年の生徒の作品を中心に編集し、親しみやすく学校生活の記念になるよう改めた。

文化祭のあり方は教員生徒ともに方向性を問い直してみる必要がある。文化クラブのさらなる充実のために部員同士の交流をさらにすすめていく。
「日日新」は、さらに生徒の生の声を反映した作品を多く取り上げ、本校の生徒の創造性ある作品を毎年記録し受け継いで伝統としていきたい。

・近年、文化部において意欲的な活動と成果が顕著である。更なる取組みを
願う。
・県主催の公的行事のみならず、地元地域活動への参加も積極的に行う。

Ｂ
・各学期に１回「朝読週間」または「朝読月間」を必ず設定し、生徒に集中的に読書に取り組ませた。・図書委員の作成した「図書室だより」を発行し、生
徒自ら読書の楽しさを発信させた。・読書月間に全校放送で小説の朗読をして意識付けを行った。・国語科の授業の中で本の面白さを伝えるポップ作
りを生徒に取り組ませ校内に掲示して紹介した。読書の意義について校内で徐々に理解がすすでいる状況である。

「朝読月間」では毎日連続して読書することができなかった。読書に集中できるように、毎月１回行事のない週に朝読週間を必ず設けて連続して読書
に取り組ませていく。図書室の広報活動も図書委員中心に行っていく。

・「朝の読書」を定期的に実施するだけでなく、常日頃からの読書習慣と、図
書館利用者増加の方策を講じる。

B
部紹介・部活動体験・表彰伝達等例年通り実施したが、目標加入率には数％届かなかった。例年通りの数値（加入状況）であり、経済的・家庭的に厳
しい生徒が少なくない中、悲観すべき結果ではないと思われるが、学校生活の充実・意欲の向上という面から、さらなる向上を目指したい。

部の新設・廃止に関する規約を見直すと共に、同好会活動に関する規約を新設する。生徒総会においてクラブ予算案を示し承認を求めることを通じ
て、生徒会活動に止まらず、クラブ活動に対する本校生の関心を高める。

・クラブ員生徒の意識高揚にとどまらず、他生徒の規範意識を向上させる取
組みを期待したい。生徒会指導部・体育部・文化部が一体となった入部率向
上につとめる。

A
生徒会は、３年生の引退後一時的に執行委員の減少を見たが、すぐに回復し、朝の挨拶運動を始め、現在活発に活動に励んでいる。昨年・一昨年実
施した櫟本駅イルミネーション作りは地元の都合で中止となったが、代わる活動として通学路清掃活動を年数回実施中である。

次年度以降、生徒総会と関連づけた各種委員会活動を年度当初から実施し、生徒会活動に対する意識の向上を図る。
対外的活動が増加する現状を踏まえ、生徒会役員・執行委員の役割分担等を行う。

・より活発な生徒会活動の推進と、校内のみならず、地域との連携を目指した
活動をさらに推進する。

生徒会指導部

・部活動の活性化に努める。
・部紹介・部活動体験を実施することにより、新入生に対して部活動への参加を促す。
・表彰を始めとする校内広報活動を充実させることにより、在校生に向けた部活動アピールを充実させる。
・部員数調査を定期的に実施することにより、本校生の部活動加入状況を把握する（昨年度平均加入率66.5%　目標70%）。

B
・活発な生徒会活動を展開することにより、
　自立的で活気ある校風作りに寄与する。

・生徒会活動（文化祭、３送会、対外活動、その他）を生徒主導で行わせることにより、自主自律の気風を醸成する。
・年度毎に独自の活動を考案・実践することにより、生徒会役員の自発性を高める。
・生徒会新聞を発行することにより、在校生および保護者の学校に対する関心を高める（目標は2回以上）。
・地元自治会等と連携した地域奉仕活動を年1回以上実施する。

文化図書部

・図書館活動の活性化と適切な運営。
・各教科と連携し、学習活動に必要な書籍資料の収集整理を行い、利用者のサポート体制を充実し、生徒の自主的な学習を
促進する環境づくりに努める。

Ｂ
・先人の創った芸術文化を尊重し、生徒自ら創
造する心の育成。

・文化的行事（芸術鑑賞会、文化祭、カルタ大会）に参加し、自ら取り組ませて、生徒の情操を豊かにする。
・文化クラブを活性化するため、クラブ顧問会議の開催、文化部部員同士の交流を密にするよう図る。

・生徒の読書活動の推進。

・「朝の読書」月間を学期に１回設定し、生徒の読書習慣の定着を図る。
・図書委員自ら「図書室だより」を発行するなど委員会活動を活発化し、読書の楽しさを学校全体に発信させ、読書活動推進の
中核的存在として活躍させる。
・学級文庫を各教室に設置し、日常的に読書に親しませるための雰囲気作りを行う。

環境安全部

・身の回りの整理整頓と自主的な清掃活動。

・毎日の清掃活動をきちんと行い、身の回りの環境を整えさせる。

Ｂ・生徒一人一人が、ゴミの分別・収集を徹底する。環境安全委員には、夏期並びに冬期の扇風機やストーブの使用法を徹底さ
せる。

・施設・設備の充実、安全点検の実施。 ・修理箇所を把握するために、全職員による大掃除・安全点検を月１回実施する。

保健体育部

・体力の向上と健康の保持増進を図る。
・体力テスト、健康診断により生徒の実態を把握する。保健体育の授業をとおし、体つくり運動の実践や、各種の運動に親し
み、積極的に体力の向上や健康の保持増進に努めさせる。

Ｂ

・基本的生活習慣を身につけさせる。 ・基本的生活習慣の重要性を理解させ、集団行動を重視させ、積極的に規律のある行動を身につけさせる。

・健康、安全に関する知識、理解を深める。
・保健学習、保健指導をとおして健康、安全に関する知識、理解を深める。朝食の重要性や栄養指導等とおして食育の充実を
図る。

・全国大会への出場者を増やし、また入賞
　者も増やす。

・クラブ員集会等をとおして、クラブ員の意識の高揚を図る。クラブ顧問が実力校との交流、研修を重ね指導力を高める。
  平成２７年度のインターハイ出場者は４９名、平成２８年度の目標は７０名以上。

・職業についての学習会等の実施。職業倫理や勤労意欲を育む進路行事の実施。
・進路指導についての総合評価として、生徒に対するアンケートで  Ａ．進路に関する補習や個人指導が十分に行われてい
る。80％以上（70％）を目標とする。

人権教育部

・よりよい人間関係作りに向けて取組む。
・アンケート調査等を通していじめの早期把握に努める。HR等でいじめのないなかまつくりに努める。9月の人権HRでは放送に
よるアピールを行う。

B・在日外国人、障害者、部落差別等諸問題
　の理解を進める。

・月に一度ある人権ＨＲでそれぞれのテーマに沿ってHR展開を行い、自分自身の課題として取り組む。また1年生の３学期に
は講師を招いてチャング体験を実施し朝鮮半島の文化の理解に努める。2年生では3学期に車いす体験を実施し障害者理解
に努める。

・教育上配慮の必要な生徒の実態の把握、支
援に努める。

・教育相談係の先生と連携し、中学訪問を実施し、必要な生徒の実態、環境の把握に努め、状況に応じて教育上配慮を行う。
特に経済的支援が必要な生徒には奨学金等の案内を行う。

・スクールカウンセリングカウンセラーの有効活用

・特別支援を要する生徒、学校不適応生徒等に対する支援体制の確立。
・教育相談委員会をもとに、職員間での情報交換を徹底し、全職員が一丸と
なって全ての生徒の指導にあたる態勢を整えたい。。

・教職員の連携を密にし、情報を共有。

進路指導部

・就職希望者に対する十分な情報提供と受験
対策指導の充実。
・進学希望者に対する十分な情報提供と受験
対策指導の充実。　　　　　　　　　　　　　　　　　・
生徒の学力測定と分析、学力補充の充実。
・キャリア教育の推進。

・就職希望者への企業情報の提供と応募前企業見学の充実と計画的で体系的な面接指導計画の策定

B

・進学希望者に対する、十分な資料提供、校内学校説明会、進路学習会や講演会の充実。

・生徒の学力の分析と補充について、定期的、計画的な実力テストと模試を実施。学力強化に向けて進路特別講座を実施。

生徒指導部
（教育相談）

・礼儀正しく、けじめのある、溌刺とした
　生活態度を培う。

・挨拶の徹底と心のこもった挨拶の習慣化。

B
・校則の遵守、時間厳守、制服の着こなしの徹底。

・日常的な身の回りの整理整頓と自主的な清掃活動。

・学期に一度、一定期間において、担任・副担任でのSHR実施。

・生徒一人ひとりに対応できる指導体制を
　構築する。

・生徒個人懇談の実施。（４月・９月）

A

教　務　部

・基本的学習習慣の確立。
・授業への確実な参加、授業の準備の点検、当然成すべき事柄を確実にやっているかの点検等で不備の部分は生
徒に返す。

B・学力伸長度合いの向上。
・テストや提出物等より学力を把握し、一斉授業のレベル向上を図り、必要があれば個に応じた学習機会を提供す
る。

・学力不振者の絶無。 ・長期的視点を持ち、教科担当・担任・保護者等の連携を図る。

学校関係評価（結果・分析）及び改善方策
（評価小項目）

総　務　部

・学校の魅力を積極的に発信する。 ・関係部署と連携して、魅力あるオープンスクールを創っていく。

Ａ・保護者との連携を深める。 ・育友会活動への支援と協力を積極的に行い、育友会及び保護者との信頼関係を構築する。

・関係各団体との連携を深める。 ・関係団体（同窓会をはじめとした4団体）の定期的開催に努力し、その意見を学校運営に反映させていく。

評価項目
具体的目標

具体的方策・評価指標(昨年度の数値） 自己評価結果 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

○３年間の見通しをもったキャリア教育を行い、生徒一人一人が希望する進路の実現を目指す

○組織的な進路保障のための補講を行う。

・特色ある学校づくり

○部活動の活性化　：　部活動の教育的意義を啓発しより多くの生徒が部活動に参加する環境づくりを推進する。

○スポーツサイエンス科設置校の特長を生かした取り組みを推進する。また、より魅力あるスポーツサイエンス科となるために、科の改編を検討する。

○本校が地域の一員として、地域との協働事業を推進する。

○ホームページの充実やマスコミを活用し、地域や県外への情報発信を充実させる。

具体的な手立て

・本校で長年にわたり教育課題として取組んでいる「確かな学力」と「けじめある生活」を重点目標の核とし
て、自立した社会人の育成を目指し、個々の課題に取り組んだ。

・「確かな学力」では、進路保障のために必要な学力を身につけさせようと、生徒の実態に応じて取組
　み、就職、進学ともに一定の成果はあったが、より計画的な取組みを推進することで、さらなる成果
　が期待できる。補講については、部活動生徒が参加しやすい体制づくりが急務である。

・本校の特色である部活動への加入率を上げるために、生徒会を中心に取り組みを進めたが、依然
　課題として残っている。

・地域とともにある学校づくりでは、地域の幼稚園や小学校、公民館、商工会、長寿会等様々な団体
　と多くの交流事業や協働を行うことができた。学校も地域の一員としての自覚を持ち、「地域に生徒
　を育ててもらう」と言う認識のもと今後も取り組みを進めていきたい。

・確かな学力の育成
○授業規律の徹底　：　授業規律の共通化と同一指導体制の確立を図る。　　○研究授業等により授業の質を向上させる。

○教師間の連携を密にした指導体制の確立　：　生徒一人一人の特性・進路等に応じた指導方法の工夫改善。　生徒の実態に即した授業・評価方法の検討。

・けじめある生活　～当たり前の事を当たり前に～

○基本的生活習慣の確立　：　校内外における挨拶の励行や正しい身だしなみ、10分前行動、５分前完了などの集団行動を身に付けさせる。

○規範意識を醸成し、社会や家庭、学校生活におけるルールを遵守できる生徒を育成する。

○ボランティア活動の機会を設け、生徒が主体性、自主性をもって参加し、社会性や連帯性を学ばせる。

・進路希望の実現

平成２８年度　学校評価総括表
教　育　目　標 自立した社会人の育成　　～社会に役立つ仕事のできる　仲間とともに働くことができる　心身ともに鍛えられた生徒の育成～ 総合評価

運　営　方　針

未来に「夢と志」を持ち、その実現に向けて剛直な精神と勇気で挑む、活力と自信に満ちた生徒

B

伝統と新しい息吹を備え、「行きたい、行かせたい」と思えるような魅力ある学校

教職員個々の専門性を十分生かした指導を行い、高い知性、健康で逞しい身体、豊かな情操の調和のとれた人間の育成に努めるとともに、地域社会に「夢と感動・元気」を発信することができる学校をめざす。

平成２７年度の成果と課題


