
項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

学習内容を精選し、
分かる授業の工夫
に努めることによ
り、生徒の授業の理
解度および単位修
得率の向上を図る。

◎教職員は昨年度の95％から上昇し、98％となった。教職
員のほぼ全員が、分かる授業に努めることができたと思わ
れる。
〇今年度の生徒の結果は79％となり、70％という目標数
値を上まわったものの、昨年度の84％から減少した。
▼保護者については、昨年度の70％から74％と上昇して
いるものの、80％という目標には届かなかった。
成果を細かく見ていくと、生徒の「授業の内容がよく分か
る」、保護者の「学力が十分ついている」の率と、生徒の
「授業の内容がわからない」、保護者の「学力がまったくつ
いていない」の率がどちらも増えてきている。これは、生徒
の学力の差が大きくなっていることを表している。教職員
は、その差を十分考慮しながら、さらなる取り組みをする必
要がある。

・学力向上委員会を中心に、公開授業、
授業研究会等を実施し、わかりやすい
授業や、学力差のある生徒に対する授
業の工夫に努めていく。
・できるだけ少人数指導を行い、個々の
能力に合わせた指導ができるような体
制作りを行う。

生徒、保護者、教員
の連携を密にし、生
徒の学習状況等に
ついて共通理解を
図る。

○生徒、教職員、保護者とも、それぞれの目標値を概ね達
成することができた。生徒は、遅刻・早退・欠席をしないよう
努力しており、保護者も子どもの出席状況をしっかりと把握
しているようである。

・今後も、生徒に学校を休まず登校し、
授業に出席するよう働きかける。
・全担任が、保護者会や様々な機会をと
らえて、生徒の学習状況、欠席状況を
伝え、情報を共有しながら学校と家庭と
の連携強化を図っていく。

生徒会執行部会、
合同協議会などを
適宜開催し、各コー
スの生徒会の意見
を十分に反映させ
ながら、生徒会行事
や学校祭の企画・
運営にあたり、多く
の生徒の参加とそ
の活動の活性化を
図る。

▼満足に活動できたと回答している生徒は前回より12％減
少し、どちらかというと満足できる活動を行うことができな
かった生徒が増える結果となった。生徒会執行部や一部
の生徒は熱心に取り組んでいたが、その反面、ステージの
盛り上がりに欠け、学校祭当日の早退者は例年より多かっ
た。
◎教職員の取り組みについては昨年とほぼ同じであった。
しかし生徒の満足度は高くなく、来年度も引き続き、生徒の
考えや意見をできるだけ引き出しながら、達成感や満足感
が得られるような活動の工夫を積み重ねていく必要があ
る。

・生徒会執行部だけでなく、他の生徒も
各部門で主体的に活動できる場を工夫
し、学校全体で作り上げる学校祭にす
る。また最後の後片付けまで生徒全員
で取り組める仕掛けを考え、やり終えた
満足感を感じさせたい。
・生徒会行事など、生徒の思いをくみ上
げることができるような取り組みを考え
ていく。

部活動紹介などを
通じて部活動への
参加を奨励する。ま
た、どのコースの生
徒もできるだけ参加
しやすいように活動
時間を調整・確保す
るとともに、継続的
に取り組めるように
工夫する。

○教職員の取り組みについては昨年度から5％増加し、目
標の80％に達した。高い目標を持って練習時間を確保し熱
心に活動している運動部や、生徒の主体性を大事に活動
している文化部が多く見られた。
○生徒、保護者の満足度は昨年同様、目標の70％を超え
た。今年度は団体競技のバレー部や野球部が上位大会に
参加し、全国大会に参加した生徒の人数が例年よりかなり
多く、運動部の練習が活発に行われていた。また、全く参
加していなかったと答えた生徒、保護者は共に昨年より減
少した。顧問と部員とのコミュニケーションが十分に取ら
れ、部活動で満足感が得られたと考えられる。

・年間を通して、部活動への参加や生徒
の活躍をＰＲし、部活動のさらなる活性
化に取り組む。
・アルバイトと部活動を両立できるよう
に、部員との親密なコミュニケーションを
常に心掛け、部活動の活動時間の確
保・調整を進める。
・部活動に登録した生徒の中で、活動に
参加できていない生徒から状況を聞き、
今後の改善策を検討する。

進路指導部、担任、
教科担任、関係機
関及び、ジョブサ
ポーターとの連携を
密にし、生徒の状況
に応じた進路指導
を行い、生徒の進
路実現を図る。

○全てにおいて概ね目標を達成した。教員が進路につい
て生徒に話す割合は目標数値を17％上回った。保護者に
対する質問も目標数値を4％上回った。しかし,生徒の教
員・保護者との進路についての対話に関する質問は前年
度よりも低い数値になり目標数値に届かなかった。学年別
に見ると、3年生は72％と目標数値に近い数字であった
が、1,2,4年生は目標よりも10％以上低かった。1,2年生に
ついては進路についてまだ先があると思っており実感がな
いこと,4年生についてはアルバイト継続を希望する生徒が
多いことから進路に対する意識の低さが原因であると考え
られる。

・担任との連携を強化し、卒業予定者に
ついては5月の三者懇談時には全ての
卒業予定者の進路希望が明確になるこ
とを目指す。また、1，2年生については
しんろ通信やオープンキャンパスの案
内などの掲示物も活用し、進路につい
て教員や保護者と話す機会が増えるよ
うに工夫をする。
・卒業予定者を対象とした就職・進学面
接練習会なども日程や内容を精選し、
生徒の実情に即したものになるよう努め
る。

各学年に応じた進
路ガイダンス等を実
施することで、早い
段階から生徒に自
分の進路について
の興味や関心を高
めさせる。

○全てにおいて概ね目標を達成した。進路ガイダンス等の
行事はほとんどの生徒にとって有意義なものであったよう
だ。学年別で見ると、2,3,4年生は目標数値を上回った。特
に3年生は72％と目標数値を大きく上回った。前年度から
はじめた進路指導サポートプログラムをこれらの学年で実
施しており、その成果といえるだろう。しかし、1年生が59％
と目標数値に届かなかったことが課題である。早期から進
路について考え、意識を高めるために進路指導サポートプ
ログラムを1年生についても実施していく必要性を感じる。

・今後も継続して早期からの進路指導を
積み重ねていく。
・今後もLH等の時間を活用して、生徒が
取り組みやすい進路指導サポートプロ
グラムを複数の学年で実施し、進路に
ついての興味や意識を高められるよう
にしていく。
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注：成果と課題欄の記号について（◎十分に達成　○おおむね達成　▼目標達成できなかった）

学
習
指
導

生
徒
指
導

進
路
指
導



図書だよりの発行
や読書マラソン、学
校祭での展示など
を通して、読書に対
する興味・関心を持
たせる。

▼生徒については目標の数値に達しなかったが、昨年度
と比べて６％の増加となった。憩いの場として図書室を活
用している生徒も多いので、読書に対する意欲・関心が高
まるような働きかけを必要とする。
○教職員については目標とした数値を上回った。授業やＬ
Ｈにおいて、積極的に図書室や視聴覚室を活用してもらえ
た。またＩＣＴ機器の効果的な活用を試みる教職員のサ
ポートをすることができた。

・2年目となる「学校推薦図書」の取り組
みや「図書だより」「希望図書購入」など
を通して生徒に意欲・関心を喚起する。
・生徒の思いを取り入れた展示物などを
工夫し、来年度も気軽に入ることができ
る、わくわく感がある図書室にしていく。
・授業やＬＨでの図書室・視聴覚室の利
用を、引き続き積極的に教職員に呼び
かける。
・新規導入されるＩＣＴ機器の講習会を開
催して、教職員の技術向上を目指す。

役員と協力して広報
活動を行い、学校
行事や育友会関係
行事への保護者の
参加を増やす。

▼保護者の数値は目標値に達しなかったが、昨年度と比
べて3％の増加となった。保護者会にはほぼ全員の参加が
見られるが、育友会総会など育友会活動への参加はなか
なかしてもらえないのが実情である。しかしながら担任の
積極的な働きかけにより育友会による「学校祭模擬店」へ
の参加は昨年に引き続き盛況であった。
◎教職員については保護者への積極的な声かけにより目
標とした数値を大きく上回った。

・育友会活動に参加することによって、
生徒の学校での様子がわかることを保
護者に伝える必要がある。
・育友会による「学校祭模擬店」は、今
年度も好評であった。役員の方々の積
極的な参加が見られた。来年度もクラス
担任との連携や、育友会報での紹介、
呼びかけを通じて保護者の積極的な参
加を目指したい。

個別指導を重視し、
特に健康診断に基
づく指導および保健
室来室者への指導
に努める。

◎教職員の取り組みについては100％を達成することがで
きた。今年度はアレルギー性疾患の生徒への対応や熱中
症対策など、全教職員に周知徹底することにより、担任だ
けでなく教職員全体で生徒の健康状態を配慮する態勢が
醸成できた。
○生徒については昨年度と同じ69％に留まり、目標を達成
することができなかった。しかし「十分できた。」と回答した
生徒の比率は20％から31％に大きく伸びており、健康に対
する意識の高い生徒は増加傾向にある。

・保健だよりや掲示物、またＬＨでの指
導を通して、心身の健康と適切な生活
習慣についての啓発を行い、健康に対
する意識の向上に努める。
・保健室来室者への個別指導や、健康
診断結果に基づく医療機関への受診の
促進を、保護者との連携を図りながら継
続的に実施する。

清掃活動およびゴミ
分別の習慣が定着
するよう指導し、生
活環境の美化に対
する意識を高める。

○生徒の清掃への参加については目標を達成することが
できた。また「しっかり取り組んでいる。」と回答した生徒の
比率も、昨年度の33％から47％へと向上した。
◎ゴミの分別についても目標を大きく上回ることができ、ほ
とんどの生徒がゴミの分別やリサイクルについて意識する
ようになっている。

・清掃やゴミ分別については、担任およ
び清掃監督教員のきめ細かな指導が不
可欠であるため、より指導がしやすい清
掃割当を工夫するとともに、用具やゴミ
箱の整備に努めていく。また掲示等を工
夫することにより、生徒が自主的に分別
に取り組めるような環境作りに努める。

スクールカウンセ
ラー・スクールソー
シャルワーカー等へ
の積極的な相談を
促し、また悩み事を
相談しやすい雰囲
気作りに努める。

◎生徒、保護者ともに目標を達成することができた。現状
に満足することなく、より多くの生徒や保護者が相談しやす
い雰囲気作りに努めていきたい。

・今後も、「保護者会」や「新入生オリエ
ンテーション」「カウンセラー室だより」等
を通して、相談室の活動内容やスクー
ルカウンセラー・スクールソーシャル
ワーカー等に関する情報の発信を積極
的に行っていく。

教育相談について
の校内研修を充実
させ、教師一人一人
の技量を向上させ
ると同時に、教職員
間のコミュニケー
ションを重視するこ
とで、生徒・保護者
への支援体制を充
実させる。

◎目標を達成することができた。今年度は、特別支援教育
センターより講師を迎え発達障害についての講演をしてい
ただいた。また、昨年度好評だったススクールカウンセラー
による教職員対象の勉強会を３回実施した。教職員が生
徒理解を深め効果的な指導や支援につなげていくことで、
生徒が満足したと考えられる。

・今後も、具体的な事例に即した研修会
を行うことで、教師一人一人の技量の向
上を目指す。また、学校単独で対応の
難しい事例については、関係機関との
連携を進めることで、適切に対処する。
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