
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、ほぼ全員がわかる授業に努めることができ
たと思われる（97％）。この結果、生徒の「授業の内容がわ
かる」と答えた割合が昨年度 79% から今年度 86% と上昇
したと考える。しかし、「授業の内容があまりわからない、ま
たは、わからない」の割合が約 15％ あることから、今後も
わかりやすい授業に努めていく必要がある。
〇保護者は、こどもの学校での取り組み（授業や様々な学
習活動）についておおむね意欲的に取り組んでいたと思っ
ているようである(85%)。しかし、「あまり取り組んでいなかっ
た、または、まったく取り組んでいなかった」の割合が 15％
あった。意欲的に生徒一人ひとりが取り組めるよう、教職
員が様々な学習機会で工夫する必要がある。

・視聴覚機器を有効に用いるなど、今後
もわかりやすい授業に努めていく。ま
た、公開授業や授業研究会等を実施し
て、教職員間で切磋琢磨していく。
・できるだけ少人数指導を行い、個々の
能力にも合わせた指導をし、生徒が達
成感を持たせられるようにしていく。

生徒、保護者、教員
間の連携を密にし、
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十分に
達成することができた。教職員は、保護者や教員間で生徒
の状況を連絡して情報を共有している（100％）。生徒は、
遅刻・早退・欠席をしないよう努力している（88％）。しかし
その反面、あまり努力していない生徒の割合が 10% 強あ
り、今後も教職員の働きかけが必要だと感じる。保護者
は、子どもの出席状況をしっかりと把握している（97％）よう
である。

・引き続き、生徒の学習状況や欠席状
況を連絡して情報を共有していく。
・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。

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。

○生徒会行事や学校祭に積極的に活動できたと回答して
いる生徒は目標の80%に届いてないものの前回より５%増
加し、どちらかというと積極的に活動を行うことができた生
徒が増える結果となった。学校祭では生徒会執行部や多く
の生徒が熱心に取り組んでいた。ステージではパソコンを
駆使した動画が各部門の紹介や教職員出し物など多くの
場面で使用され、全員の視線を集めた。また片付けの場
面でも例年よりも多くの生徒が取り組み、早退者も少な
かった。
◎教職員の取り組みについては、昨年とほぼ同じで満足
感を感じている。生徒の満足度は前年より高く、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。

・学校祭は今年度のように生徒会執行
部だけでなく、他の生徒も各部門で何ら
かの形で参加できる場を工夫し、学校
全体で作り上げる学校祭にする。
・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。

◎教職員の部活動の取り組みについては目標の80％を6
ポイント超える結果となった。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。
○生徒の部活動の活動時間などに関する理解は、目標の
70%に届かなかった。しかし保護者の理解度は、目標の
70％を超える結果となった。今年度はバレー部や柔道部、
ソフトテニス部が上位大会に参加し、全国大会にも参加し
た。他の運動部の活動も活発に行われていた。しかし、全
く理解していなかった、あまり知らないと答えた生徒が35%
いて、部活動の活動の周知が必要と考える。

・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。
・部活動の紹介の場を増やす、掲示物
などを貼る、直接生徒に声をかけるなど
して、各部の活動時間や活動場所、活
躍などＰＲし、部活動のさらなる活性化
に取り組む。

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。

◎教職員間や関係機関との連携を密にして進路指導を行
う目標を十分に達成した。生徒の教員や保護者との進路
についての対話については昨年度比11%増となった。保護
者においても家族で話した割合が昨年度比13%増となっ
た。教員が生徒・保護者に話す割合も81%と目標数値を上
回った。今後も教職員間や関係機関と連携を密にして指
導していく必要がある。

・担任との連携をますます強化し、卒業
予定者については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。
・しんろ通信やオープンキャンパス案内
など進路情報を発信し、有効に活用し
てもうことによって教員や生徒・保護者
と進路について話す機会を増やし理解
を深める。

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。

◎早い段階から進路についての興味や関心を高めさせる
目標を十分に達成した。生徒が自分の進路について考え
る割合が昨年度比13%増となり、目標数値を大幅に上回っ
た。進路ガイダンスや個人面談等に加えて一昨年度から
始めた進路指導サポートプログラムによる成果だと思われ
る。今後も早い段階からの継続的な指導が必要である。

・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などの時間を活用して、生
徒が取り組みやすい進路指導サポート
プログラムを各学年で体系的・継続的
に実施して進路についての興味関心や
意識を高められるようにしていく。
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読書や学習内容に
対する興味、関心を
持たせるために、図
書室や視聴覚室、Ｉ
ＣＴ機器の利用促進
を図る。

▼生徒の図書室利用は、生徒の利用が考えられる時間を
幅広く設定して問い掛け、昨年度比、4%増加はみられたも
のの目標の数値に達しなかった。憩いの場として図書室を
利用している生徒も多い中で、読書に対する意欲・関心が
高まるような書籍の配置をして図書室利用をより根気よく
促す必要がある。
◎教職員については、昨年度比、8%増で目標数値を上
回った。授業やＬＨにおいて、積極的に図書室や視聴覚
室、ＩＣＴ機器を活用した実績が覗える。また、ＩＣＴ機器の
効果的活用を試みる教職員のサポートをすることができ
た。

・3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・関心をより喚起す
る。
・生徒が創意工夫した展示物などを配
置して、来年度も気軽に入ることができ
る憩いの空間である図書室にする。
・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。
・新規に導入されたＩＣＴ機器の活用を促
して、教職員の活用スキルの向上を図
る。

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。

▼保護者の参加に関する数値は、目標値に達せず、昨年
度と比べ7％の減となった。前期の保護者会にはほぼ参加
している実情が覗えるが、育友会総会など育友会活動へ
の参加がなかなか叶わない保護者が多いのが現状であ
る。前期保護者会に参加したか否かによりスポットを当て
る問い掛け方に改める必要がある。それでも、担任などの
積極的な働きかけにより育友会主催の「学校祭模擬店」へ
の参加は昨年同様に盛況であった。
◎教職員からの保護者への学校祭など学校行事参加に
ついての呼び掛けは、積極的な声かけにより目標とした数
値を大きく上回っている。

・育友会関係行事に参加することで情
報交換の場となり、学校での生徒の様
子などが分かってくることを引き続き保
護者に伝えていく。
・育友会主催による「学校祭模擬店」
は、今年度も好評で、役員、保護者の
方々の積極的な参加が見られた。来年
度も担任との連携や、会報での紹介、
呼びかけなどを通じて保護者の積極的
且つ気軽な参加を促す。

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より健康への意識が2％落ちた。
規則正しい生活が身につくよう啓発活動及び個別活動を
行う必要がある。

・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。
・保健室来室者への個別指導や保健だ
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。

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。

○清掃への取り組みのよい生徒は88％という良好な結果
となった。
◎生徒の93%がきちんとゴミを分別しており、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。
・ゴミ箱の大きさと色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
シャルワーカー等と
積極的に連携し、悩
み事を相談しやす
い体制作りに努め
る。

◎心身ともに安定した学校生活を送れていると回答した生
徒が83％おり、目標の70％を大きく上回った。安心して学
校生活を送っている生徒が多いことが分かった。一方で、
17％の生徒が心身ともに安定した学校生活があまり送れ
ていない、もしくは送れていないと回答している。とても残
念な結果であるが、今年度の相談室利用者が在籍生徒の
19％であったことから、悩みや不安を抱えている生徒の多
くは相談室を利用していたのではないかと考えられる。相
談室では、普段から生徒とのコミュニケーションを図り不安
や悩みを受けとめ心のケアに努めてきた。相談内容が深
刻な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカーと連携し支援に努めてきた。今後も悩み事を相談
しやすい体制を整え、多様化・深刻化している生徒の悩み
を早期に受けとめ支援することで、より多くの生徒が安定
した学校生活が送れるよう努める必要がある。

・「保護者会」や「新入生オリエンテー
ション」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
を積極的に行い、今後も相談しやすい
体制作りに努める。また、生徒が悩みを
抱え込むことなく心身ともに安定した学
校生活を送れるように支援していく。

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。

◎教職員の取り組みについて100％を達成することができ
た。今年度も特別支援教育センターより講師を迎え発達障
害や通級についての講演をしていただいた。加えてスクー
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法を知ること
で、生徒の心のケアに努めることができたと考えられる。ま
た、教職員の生徒や保護者への対応について、生徒と保
護者どちらの満足度も目標値を大きく上回った。

・今後も、具体的な事例に即した研修会
を行い生徒理解を深めたり効果的な指
導法を知るなど、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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