
項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策
a 校内の授業研究体制を確立し、
教材を工夫したり、ICTを活用した
りすることによってわかりやすい
授業による学習内容の定着を図
る。
目標【生徒がわかりやすい授業が
展開されていると感じている：生
徒80％以上】

・授業内容に対する興味、関心の数値に関して
は、生徒・保護者とも目標値に達している。
・今年度は全教室にプロジェクターが設置され
た。多くの教員がICTを活用している。
・わかりやすい授業と感じているかについて、国語
と理科がわずかに目標値に届かなかった。

・学習実態調査や県の調査結果を踏まえ
ながら、各教科で生徒の理解の程度や定
着を確認し弱点の補強などを行う。
・ICTの有効な活用法について各教科で
共有する。
・「がんばろう会」や個別指導など、生徒の
能力や個性に応じたきめ細やかな指導に
取り組む。

b 学力向上チームを中心に、生徒
の主体性を育み、思考力・表現力
の向上をめざす授業改善を図る。
目標【思考力・表現力の向上をめ
ざす授業改善に取り組んでい
る。：教員70％以上】

・今年度授業改善プロジェクトチームが発足し、
若手教員を中心に新たに導入される大学入試
制度に備えた授業を実践するために活動して
いる。11月には「深い学びについて」をテーマ
に公開授業・研究協議会を開いた。教員の授
業改善の取組に関する数値も目標を上回って
いる。

・来年度入学生が受験する新たな大学入
学共通テストに向けて、各教科でその対
応について検討していく。
・校内外の公開授業や研修会に積極的に
参加し教科会で共有する。

C 家庭学習の実態を把握し、面談
や適切な課題を通して自学自習の
習慣・態度を養う。
目標【平日の家庭学習を2.5時間以
上している：生徒50％以上】

・家庭学習時間については、1，2年生2.5時間
以上、3年生3時間以上の割合は昨年と比べや
や増えたものの、1,2年生に関して目標を下
回った。学習時間が1時間未満の生地が全体
の1割をしめており気がかりである。

・学年会を中心に家庭学習時間調査を
行い、特に家庭学習時間が少ない生徒
については担任が個別に面談をし、時
間の使い方などを指導する。

a 集会やクラス等の場で継続的に人権
尊重を啓発し、ライン等による過剰な
連絡を生徒同士が自粛し合う風潮を、
生徒会や保護者と連携協力して作って
いく。
目標【夜９時以降、ライン等で友人に
連絡をしていない：生徒60％以上】

・95%の生徒が「人権を尊重する言動を心がけた」と
いうが、「夜９時以降は連絡をしていない」生徒は
35％に過ぎない。人権を侵害していても気付かない
生徒の増加と呼応している。
・95%の教師は人権教育を心がけているつもりで、生
徒の69%はそう思ってくれている(微増)が、生徒の3
人に1人は「人権教育が重視されていない」と感じて
いる。

・具体的にどういう言動が侵害行為となり得るの
か、あるいは、同じ言動でも不快に感じる人と感じ
ない人がいる場合、多数決で決めていいのか等
を考えさせるプログラムを、ＬＨ等に組み込んでい
く。
・対人的な生徒の言動に注意し、心が傷付けられ
ている生徒がいないか目を配り、指導が学習成
績の事に偏らないよう、全教員が心がける。

b 挨拶推奨、校則遵守・マナー向
上指導の頻度を増やし、生徒がそ
の大切さを理解して挨拶や正しい
服装等ができるよう指導する。
目標【頭髪・服装検査時の違反者
数：２％以下（20人以下）】

・3/4以上の生徒が頭髪・服装を注意されたことが「全くな
い」という生徒が2/3から3/4に増。月に2,3回以上注意さ
れている生徒も昨年の40人から28人に減。違反が減って
いるようには見えないので、多忙のなかで注意する教員が
減っている可能性がある。
・生徒の1/4が、歩きスマホ、自転車スマホを「時々orよく
する」。
・校内携帯電話ルールを「時々orあまり守らない」生徒は
昨年の6%から3%に減。ただ、見つかった違反数は<6.8人/
月>と、倍増した昨年よりも増。

・服装に関しては、違反でだらしない格好をして
いても注意されずに済んでしまう生徒を作らない
よう、どういう服装がだらしないと見られるかを根
気よく教え、違反者を見逃さずに指導する。
・歩きスマホ・自転車スマホについては、マナーの
悪さが他者に迷惑をかけていることに気付かせる
よう、真剣な啓蒙を持続する。

c 一定時間内で部活動に集中し、
学習と両立できるよう、担任や顧
問が生徒の実状をきめ細かくつか
み、サポートする。
目標【両立が自分なりにできた：
生徒75％以上】

・当初97%あった部活動加入率は1年の間に94%
まで減り、3年引退時まで続ける生徒は87%程
度。部活動等と学業を両立させる努力が「でき
た」という生徒は66％。

・「両立」の努力を生徒任せにせず、部
顧問、担任、教科担任が、折に触れて
具体的な方法をアドバイスしたり、意識
付けを継続して行っていく。

a 個人面接やロングホームを通し
て、生徒の自己意識を育成し、早
期の進路目標設定を図る。きめ細
かな初期指導や個々の進路希望に
応じた課外や講座を実施し、国公
立大学に合格する確かな学力を培
う。
目標【国公立大学合格者数：現役
216人以上】

・将来の進路希望を持っているか（生徒）で、Ａまた
はＢの回答者が、1年60.8％、2年69.7％，3年
89.2％，全学年71％と，学年が上がるにつれ上昇し
ている。２年で昨年より減少し，3年で増加した。１年
のはたらきかけが弱い。2年で5ポイント上げたい。教
職員・保護者ともに目標の70％を上回った。
・課外，特講で学力向上指導が十分行われているか
（生徒）で，ＡまたはＢの回答者が，1年77.2％、2年
71.0％，3年83.7％，全学年77％と高い。これも2年
が減少した。教職員，保護者ともに目標の70％を上
回った。

・部活動の定休日をきちんととり、放課後担
任の個人面談をする時間を確保するように
する。
・今後も継続して学力向上に努める。
・生徒に進路について考えさせるのに有効
な掲示物を今年も廊下や階段に掲示する。
・文系，理系ともに数学が弱い。センター試
験に対応できるように，国数英の学力をつけ
るのはもちろんだが、２年から理科の学習時
間を確保させることが重要である。理系にい
ながら、数学と理科が苦手な生徒が増加し
ている。

b 進路講演会や大学訪問等を通し
て、本人および保護者の進路意識
を啓発し、高い目標を持って学び
続ける集団作りを行う。特別講座
や個別指導を通して、難関大を突
破する高い学力を培う。
目標【難関10大学＋医学科合格者
数：45人以上】

・進路関係の行事（進路講演会、大学訪問等）が，
高い志望を持ち続ける参考になっているか（生徒）
で，ＡまたはＢの回答者が，1年82.0％、2年71.0％，
3年82.0％，全学年78％で目標の70％を上回った。
これも2年で減少した。教職員94％，保護者83％で
ともに目標の70％を上回った。
・3年のセンター試験5教科総合偏差値は，52.8であ
り、昨年より0.4ﾎﾟｲﾝﾄ下がった。Ｂの54までは，あと
15点であった。理系が昨年より0.7ﾎﾟｲﾝﾄ下がった。
厳しかった理系が、最後の伸びがなかった。

・次年度も継続して進路関係の企画を続け
る。
・3年の大学別模試で夏の結果を気にせず，
最後まで志望校を下げないよう指導する。ま
た，志望校が高すぎる生徒には、がんばれ
ば手がとどく大学を個人面談で提示する。
・理系で数学や理科で学力不足の生徒が増
加している。文理分けで失敗していると思わ
れる生徒がいる。文理選択の面談を密に行
い，慎重に指導し、自分で判断してもらう。

保健管理
（保健部）

a 身体計測の統計データの公表や
各種検診の事後指導の徹底、丁寧
なカウセリング活動、健康に関す
る情報の適切な発信を通じて、生
徒の心身の健康管理意識の高揚を
図る。
目標【自己の健康管理に対する意
識が高まったと感じている：生徒
70％以上】

「保健だより」や集会を通じて健康管理意
識の高揚に努めてきた。また、今年もイン
フルエンザが流行する前に、早めに消毒液
を各クラスに設置したが、例年以上に感染
者が多い。83％と目標値はクリアしている
が、今後はさらに意識の向上をめざして、
何ができるかを検討していくことが課題で
ある。

･引き続き、あらゆる機会をとらえ
て生徒の意識高揚に努める。
･朝の健康観察や保健室の利用状況
に気を配ることによって生徒の健康
状態を把握し、生徒への声かけを積
極的に行っていく。
・今年はインフルエンザが大流行し
ているので、感染者が多いクラスは
マスクの着用を促している。
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b 生徒にとって一番身近な美化活
動である毎日の清掃活動とゴミの
分別の徹底を図り、生徒の主体的
な活動が快適な学校環境を実現す
ることを意識させる。
目標【学校環境の美化に主体的に
取り組むことができた：生徒70％
以上】

清掃活動84％、ゴミの分別94％と生徒の意
識としては環境美化に取り組んでいるよう
である。ただ、「校舎内外の清掃はきれい
にされている」と感じている保護者の割合
は、昨年度の80％から79％へと少し数値を
落としており、一昨年は84％だったので、
２年連続で数値が下がっている。

トイレの汚さについて指摘されるこ
とがあるので、引き続き、トイレを
中心にその他の清掃場所も含めて清
掃指導の徹底を図る。具体的には、
学期ごとに実施される美化週間にお
いて、清掃点検報告を美化意識の向
上につなげるようにしたい。

a ＰＴＡ各会議・各部会の活動を
とおして全保護者にＰＴＡ活動方
針の理解と協力を得る。
目標【ＰＴＡ活動を理解し充実し
ている：保護者75％以上】

ＰＴＡ活動への満足度は90%という結果を
得ている。広報活動について、ＰＴＡだよ
りやＨＰを「ほとんど見ていない」は保護
者14.6%、教員3.2%。保護者は昨年17.4%か
ら今年は2.8%減となった。保護者のこの層
を除いての満足度は80.3%となる。

ＰＴＡ活動は充実した実践をしてい
るが、全会員に取り組みを理解して
もらう手段とそれを適切に評価でき
るアンケートのあり方を検討する。

b ＰＴＡ等と連携を図りながら防
災体制の整備を行う。

学校では避難訓練は行ったが、ＰＴＡと連
携した取り組みがなされなかった。

今年度中に、ミサイル、Jアラート
対応、生徒の保護者引き渡し計画に
ついて検討する。

c 生徒が充実した学校生活を過ご
せるよう奨学金、購買等の諸事業
を推進する。
目標【学校生活のサポート体制が
充実している：生徒75％以上】

奨学金情報提供についての生徒の受け止め
方は学年で偏りがあり「知っている」が
１・２年生は３割だが３年生は約９割とな
る。生徒全体としても昨年より５％増であ
り、特設コーナーとこまめな教室掲示によ
る情報提供によるものと考える。

奨学金に対する生徒の関心が学年で
異なる実態の中で、情報提供につい
てその評価も考慮しながらよりよい
取り組みを検討する

a 本の紹介・図書館の展示・教養
講座・朝読書等の取り組みを通し
て、読書への啓発活動を行い、生
徒の読書への興味、関心を深め
る。
目標【年間、図書館の生徒への貸
出し：2500冊以上】

読書への興味関心がある生徒は昨年の65％
から62％に減少した。子供が読書への興味
関心があると感じた保護者は昨年と同じ
52%にとどまる。一方で日ごろの読書への
指導は適切に行われていると考えている教
員は昨年の83％から90%に上昇した。

･日ごろ、読書する習慣のない生徒
に対して、読みやすい本を紹介し、
読書を呼びかける。
･図書委員の生徒を中心に面白い本
を紹介していく取り組みを進める。
教員が授業等で本を紹介し、読書の
意義などの啓蒙を行う。

b オープンスクール、学校説明会
等の実施や 親しみやすいパンフ
レットやホームページの作成によ
り、学校教育活動の広報の充実に
努める。
目標【オープンスクールで、学校
の内容を理解できた：中学生90％
以上】

オープンスクールでは、参加した中学生の
99%が学校の内容を理解できたと回答し
た。ホームページがわかりやすいと答えた
のは、生徒が昨年の36％から38%、保護者
は44％から53%に上昇した。少しだけ改善
が見られた。一方ホームページを見たこと
がない生徒が40%、保護者が24%ある。

･オープンスクールや学校説明会で
は、中学生の立場に立ち、本校の魅
力をわかりやすく伝えていく。
･ホームページについては、本校の
生徒、保護者に向けての情報発信を
質量ともに充実させていく。

a 理数教育とSSH事業において、生
徒の科学的な思考、論理的な思考
を啓発し、考える力の育成を図
る。
目標【理数系の授業や理数科クラ
スについて満足している：生徒
75％以上】

生徒(76%)保護者(80%)ともに理数科クラス
について満足しているという結果が出た。
SSH事業を通して、さまざまな施設や研究
機関を訪れたり、課題研究に取り組んだり
と、普通科とは異なり、科学に関わる事業
が多かったからであると思われる。

今後とも、SSH事業を通して、理数
科でないとできない探究、理数科だ
からできる研究を行い、特色ある理
数科にしていく。課題研究について
も全国に通用するような研究に高め
ていきたい。

b SSH事業
本校SSH事業の成果を、地域の小中
学校、高等学校、大学等へ発信す
ることにより、理数教育の拠点と
しての役割を果たす。
目標【SSH事業
武高アカデミア参加生徒の満足度
90％以上】

SSH事業の一つである武高アカデミアに
は、今までで最多の179名もの中学生の参
加を得た。アンケート結果は、ほぼ100％
の生徒が「満足であると」回答している。
さらに、今年度は理科の実習において理数
科・理系の生徒が先生として中学生を指導
し、高校生たちの能力向上も図ることがで
きた。

今年度、武高アカデミアに加え、課題研
究発表会も中学生が参加できるようにし
た。一層様々な機会を利用し、小学生や
高校生に対しても理数教育の拠点として
の役割を果たすことを考えていく。ま
た、成果の発信については、本校ホーム
ページを活用し、さらに積極的に発信し
ていきたい。

a 担任等による面接指導、学習の
個別指導および部活動指導などを
通じて、生徒と心を通じ合える関
係を築く。　　　　　　　　目標
【週2回以上は個別に生徒と関わる
ことができた：教員70％以上】

・個別に係わる機会を週2回以上持つことがで
きた教員数はほとんど変わらず。「ほとんど持て
なかった」という教員が、昨年同様約１割いる。
勤務のあり方の改善も含めて考える必要があ
る。

・会議や行事の見直し・精選に取り組ん
でいるが、業務内容の改善・工夫をさら
に進め、授業以外で生徒と関われる機
会を増やしていく。また、生徒に関する
情報を職員間で共有し指導内容の充実
をはかる。

b 振り返りチェック票の活用や保
護者・外部機関との連携を図り、
いじめの早期発見・早期解決につ
とめる。
目標【振り返りチェック票等から
得られた情報を確認し、必要な対
応を行う：教員100％】

・チェック票から得られた情報や、担任・顧問等
からの情報をもとに確認できた内容について
は、委員や関係教職員の共通認識のもと必要
な対応に当たったといえる。

・生徒の変化やチェック票を注意深くみ
て情報をとらえるとともに、教職員間、外
部関係機関等との連携をさらに密にし
て、早期対応だけでなく、未然防止にも
力を入れていく。

心の環境整備
（いじめ対策
    委員会）

保護者との
連携・防災
（庶務部）

図書広報活動
（図書広報

部）

理数教育
の充実

（理数科・
 ＳＳＨ）


