
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、
わかる授業の工夫に
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（100％）。しかし、生徒の「授業の内容がわかる」と答
えた割合が昨年度86%から今年度84%と若干下降した。この数
値を上昇させるには16%いる「授業の内容があまりわからな
い、または、わからない」生徒の割合を、わかりやすい授業に
努めて減少させていく必要がある。
〇保護者は、子どもの学校での取組（授業や様々な学習活
動）について意欲的に取り組んでいたと思っているようである
(86%)。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14%あった。意欲的に生徒一
人ひとりが取り組めるよう、様々な学習機会で工夫する必要が
ある。

・タブレットなどのＩＣＴ機器を有効に用い
て、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
感を持てるようにしていく。

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（90%）。しかしその反面、あ
まり努力していない生徒の割合が10%あり、今後も教職員や保
護者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（96%）ようである。

・今後も、生徒の学習状況や欠席状況を
連絡して学校と家庭で情報を共有してい
く。
・今後も、生徒に学校を休まず、授業に出
席し、意欲的に学習に取り組むように働
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。

○今年度は新型コロナ禍の影響で生徒会行事は遠足と学校
祭だけになった。しかし、生徒は積極的に活動できたと回答し
ている数が昨年より３ポイント増えた。学校祭では生徒会執行
部や多くの生徒が熱心に取り組み、各役割を果たしていた。ま
た準備や片付けの場面でも多くの生徒が熱心に取り組んだ。
◎教職員の取組については全員が一人一人の生徒に対し、
達成感や満足度を味わうことができるよう工夫を凝らしたと答
えた。
◎当日、早退者のチェックを生徒玄関前に設置したことによ
り、生徒たちの早退者はほとんどいなかった。

・新型コロナ感染予防に十分な配慮をし
つつ、学校祭は生徒会執行部や、他の生
徒も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ようにする。
・新型コロナ感染予防に十分な配慮をし、
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組を考えていく。

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組については、昨年と同じく目標の
80％を6ポイント超える結果となった。コロナ禍により学校が長
期間休校になり、十分な部活動の紹介がでなかったり、各大
会が中止になり、高い目標を持って練習することが困難だっ
た。しかし、新型コロナ感染予防に十分な配慮をしつつ、楽しく
活動に取り組んだ。
▼生徒の部活動の活動時間などに関する理解は、新型コロナ
感染の流行により、学校が長期間休校になったり各大会が中
止になるなどしたため、十分な部活動の紹介や活動ができず
目標の70%を、下回り56％になった。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。

・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、新型コロナ感染予防に十分な配
慮をし、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、掲示物を
貼る、直接生徒に声をかけて、各部の活
動時間や活動場所、活躍をＰＲし、新型コ
ロナ感染予防に十分な配慮をし、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。

◎教職員や保護者が生徒と進路の話をしたと答える割合は、
それぞれ91％、83％と高く、目標を達成している。
〇一方、生徒は70％にとどまっている。そのことを受け止め、
教職員や保護者は、生徒と対話的に進路の話をすることが望
ましいと思われる。今後も継続して各機関と連携し、進路実現
を図っていく必要がある。

・生徒や教職員が必要な情報を得るため
に、今後も、継続して資料閲覧や掲示の
環境を整備する。
・担任、関係機関と連携し、生徒がスムー
ズに助言や支援を受けられるようにす
る。
・進路希望調査の実施や担任と連絡を密
にすることで、悩んでいる生徒に早い段
階で気づき、解決を図る。

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。

◎生徒が自分の進路について考える割合が昨年度より2％増
え、進路について興味や関心を高めさせる目標を達成した。し
かし、自分の進路について「あまり考えなかった」「全く考えな
かった」という生徒が21％いるので、生徒が進路について関心
を高められるような手立てを工夫することが課題である。

・今後も早期から進路指導を積み重ね
る。
・担任が、クラス単位でもより充実した進
路指導ができるよう支援する。
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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、ＩＣＴ
機器の利用促進を図
る。

◎生徒の成果指標は93％と高く、目標を十分に達成すること
ができた。生徒がＩＣＴ機器の利用や図書室でのＬＨについて、
好意的に受け止めていることがわかる。
◎教職員に関しても80％と目標は達成しており、ＩＣＴ機器等を
活用した実績がうかがえるが、一方で「あまり利用しなかった」
「全く活用しなかった」が20％あり、今後も授業やＬＨにおいて
生徒たちの興味・関心を喚起するために、教職員のＩＣＴ機器
の効果的活用を試みていく必要がある。

・新規に導入されたＩＣＴ機器の活用を研
修会等を通して促し、教職員の活用スキ
ルの向上を図る。
・推薦図書の取組や図書だより、希望図
書購入などを通して生徒の意欲・関心を
喚起する。
・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図書室に
する。

保護者会や役員と協
力して発行する育友
会報を通して、保護
者に情報を提供す
る。

◎保護者の成果指標は95％と高く、目標を十分に達成するこ
とができた。保護者が保護者会などの情報を通して、生徒の
学校での様子を把握できたことがうかがえる。
◎教職員に関しても、82％と目標は達成しており、今後も保護
者会などを通して、保護者が学校での様子を把握できるような
継続的な働きかけが必要である。

・今後も、保護者会や育友会報などを通
して、生徒の学校での様子がわかるよう
な情報を保護者に積極的に提供してい
く。

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。

◎教職員の取組については100％を達成することができた。今
年度は感染症対策や熱中症対策など、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。
◎教職員によって、登校時に、毎日、検温・手指消毒とマスク
の着用の指導を行った結果、感染予防に努めた生徒の割合
が94％という良好な結果となった。

・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、
心身の健康と感染症対策についての啓
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。

◎清掃への取組のよい生徒は85％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。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が、今後も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、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
行う。
・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が送れるように、普
段の生活からは見えにくい生徒の内面を
探り、悩みを早期に知ることができる学校
生活アンケートの実施を検討する。

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。

◎教職員の取組は97％と高く、また、教職員の生徒や保護者
への対応についても、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。今年度も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。今後も教職員はカウンセリングマインドを身
につけ、相談室は悩み事を相談しやすい体制を整えて、多様
化・深刻化している生徒の悩みを早期に受け止め支援していく
必要がある。

・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。
・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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