
項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

a 業務の効率化を図るとともに、
週に1日のノー残業デーを設定す
る。

職員の半数以上は2週間に1日以上、ほぼ定時に退
庁できているが、その一方で、全く定時に退庁で
きていない教員も12名いる。

一斉退庁日と個別指定退庁日の併用で運用した
が、職員の意見も聞きながら実効性のあるノー残
業デーの運用を図るとともに、会議の効率化や業
務の削減や縮小などにも取り組む。

b 平日1日、土日のどちらか1日
を、部活動休業日に設定する。

部顧問会議で、平日と休業日それぞれについて、
休業日を設けるよう申し合わせたが、100%実施と
はならなかった。

休日の休業日について今年度は、年間通して52日
以上と設定したが、必ず土日のどちらかを休みに
しなくてはならないと把握していた教員が少なか
らずいたようである。再度申し合わせを徹底する
とともに、月ごとの部活動計画や、1年を通した休
日の休業日計画を作成する。

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。

・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。
・一昨年度より全教室にプロジェクターが設置さ
れ、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、社
会と理科がわずかに目標値に届かなかった。

・学習状況調査結果をふまえ、各教科会で生徒の
理解の程度や定着を確認しあい、弱点の補強を組
織的に行う。
・ICTの有効な活用法について各教科や職員全体の
研修で共有する。
・「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。

・授業改善プロジェクトチームが、新学習指導要
領や新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月には公開授業・研究協議会
を開いた。
・教員の授業改善の取組・公開授業への参加の数
値は昨年よりよくなった。

・授業改善プロジェクトチームの取り組みを全校
で共有しあう。
・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。
・大学入学共通テストに向けて、各教科や分掌で
その対応について検討していく。

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。

・家庭学習時間については、1,2年生2.5時間以上
の割合が40%、3年生3時間以上の割合が94%であっ
た。1,2年生の数値の減少が目立っている。家庭学
習時間が1時間未満の生徒が14％を占めており、
1,2年生に関して目標値に届かなかった。

・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、家
庭学習の方法や時間の有効な使い方をより具体的
に指導していく。

a 集会やクラス等の場で継続的に
人権尊重を啓発し、SNS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。

・93%の生徒が「人権を尊重する言動を心がけた」
と回答しているが、「夜9時以降はSNSでの連絡を
していない」生徒は微増の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を表して
いると思われる。
・95%の教師は人権教育を心がけていると回答して
いるが、生徒の70%はそう感じている一方で、残り
の30%が「人権教育が重視されていない」と感じて
いる。

・生徒会を中心とした啓蒙活動の充実をはかるととも
に、保護者の理解や協力が得られるような働きかけが必
要である。。
・具体的にどういう言動が人権を侵害する行為となり得
るのか、あるいは、同じ言動でも不快に感じる人と感じ
ない人がいる場合ある等を考えさせるプログラムを、Ｌ
Ｈ等に組み込んでいく。
・対人的な生徒の言動に注意し、心が傷付けられ苦しん
でいる生徒がいないかに目を配り、生徒が相談しやすい
人間関係を築くよう、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。

・98％の生徒が頭髪・服装を注意されたことが
「全くない」「たまにあった」と答えている。服
装検査時の違反者は全体で42人平均と依然として
多く、校章忘れなど不注意によるものが多かっ
た。「折に触れて指導ができた」教員が88％と増
加した。指導部だよりを効果的に活用してもらえ
た効果ではないか。
・昨年同様に生徒の20％が、歩きスマホ、自転車
スマホを「時々orよくする」と答えている。
・校内携帯電話ルールを「時々orあまり守らな
い」生徒は昨年同様の3%であった。違反を指導さ
れた数も<4.0人/月>と、大きな改善が見られた。
指導を受けた1年生が大きく減少した。

・「指導部だより」を活用し、全教員が同じ基
準・意識で指導に当たれるよう工夫する。
・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ことがないよう
に、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、違反者を指導する。
・歩きスマホ・自転車スマホについては、その行
為が自己を危険にさらすだけでなく、他者に迷惑
をかけ、危害を及ぼす可能性のあることに気付か
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。

・当初97%あった部活動加入率はアンケート時には
88%まで減っている。部活動等と学業を両立させる
努力が「できた」という生徒は昨年同様の67％。1
年生の転部・退部が目立つ。
・全体計画を新たに作成した。

・入学当初に高校3年間に対する目的意識・覚悟を
持てるよう指導を工夫したい。
・「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、意識付けを行ったりしていく。

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。

・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55.6％，2年74.1％，3年
80.1％，全学年70.3％と、学年が上がるにつれ上
昇している。1 年で昨年より減少した。1年のはた
らきかけが弱い。2･3年で5ポイントは上げたい。
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
74.5％，2年75.6％，3年81.8％，全学年77.5％と
高い。教職員、保護者ともに目標の70％を上回っ
た。

・部活動の定休日を設け、放課後担任の個人面談
をする時間を確保する。
・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。すべての生徒が時間をかけて
模試の見直しを行えるよう、時間の確保や意識の
醸成を図る。

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。

・進路関係の行事（進路講演会、大学訪問、学部
学科探求、先輩と語ろうなど）で、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78.7％，2年85.0％，3年
80.8％，全学年78.6％で目標の70％を上回った。3
年で+9ポイント増加した。教職員95％，保護者
80％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、51.9で
あった。昨年より1.6ﾎﾟｲﾝﾄ下がった。文系は、
53.1，理系は51.0で、ともにBは達成できなかっ
た。厳しかった理系が、最後まで伸びなかった。

・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、生徒の興味関
心だけでなく適性を見極め、慎重なアドバイスを
行う。
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項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策
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。

「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、今年は学級閉鎖が2クラスも出た。アンケー
トの結果は79％で、目標値の80％をわずかに下
回ったが、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の発症で2クラスが学級閉
鎖になったが、感染者が多いクラスは保健便り
で、マスクの着用を促している。

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。

清掃活動85％、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78％から
79％へとほぼ横ばいで目標値を下回った。1号館2
階のトイレが修理されないままなど、校舎のリノ
ベーション予定に伴い、放置されているイメージ
があった。

トイレの汚さについて指摘されることがあるの
で、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。
また、美化委員を中心に清掃奉仕活動も実施し
て、全生徒への啓蒙活動を行う。

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。

ＰＴＡ活動については、各部の活動や通信、ホー
ムページの内容も充実させてきたこともあり多く
の理解と支持を得ている。

これまで同様、ＰＴＡの活動方針に則って連携、
協力して活動を続けていきたい。

b 避難訓練実施に際し、生徒の防
災意識が高められるような教材等
を準備する。

今年度は生徒に対し新たに防災に関する教材も取
り入れ避難訓練を実施したが理解度は6割にとど
まった。

引き続き教材を使用した訓練を実施するととも
に、教材については秋の防災週間にも実施できな
いか検討したい。

c 生徒が充実した学校生活を過ご
せるよう奨学金、購買等の充実を
図る。

奨学金関係の啓蒙については、全学年でみると認
知度が低いが、3年生になると70%近くになる。

奨学金情報について生徒、保護者にどのように知
らせるのがよいかを検討する必要がある。内容と
方法を再検討する。

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。

・読書への興味関心があると回答した生徒は一昨
年と昨年度が62%で今年度が61%と、同様に推移し
ている。子供が読書への興味関心があると感じて
いる保護者の割合も、生徒と10％低めで同様な推
移を示している。一昨年度52％、昨年度50％、今
年度が51%である。
・教員の85%が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。昨年度の83%とほぼ変わら
ない。

･読書習慣のあまりない生徒に対して、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。
･レイアウトなど、閲覧室の雰囲気をさらによくす
るよう務める。
･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 わかりやすいパンフ
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。

・オープンスクールに参加した中学生の99%が学校
の内容を理解できたと回答した。
・8月にホームページを改善したことにより、わか
りやすいと回答した教職員が81％から94％に増
加、生徒も40％を超えた。しかし、保護者は59%か
ら54%に減少した。さらに残念ながらホームページ
を見たことがない生徒は依然45％(昨年度44%)お
り、保護者も昨年の17%から20%に増加した。

･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。
･ホームページが改善されたいへん見やすくなり、
また各部署・学年から重要なお知らせを毎度送り
続けているので、生徒や保護者にもっと活用して
もらうよう推進していく。
･ホームページの内容を充実させていく。

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。

理数科に入学して理数や科学技術に関する興味関
心が高まった生徒が83％と、目標の85％に届かな
かった。昨年度も86％と、目標と比べて高くな
かった。

研修会や講演等での生徒の感想やアンケート等を
見ると、生徒の反応は決して悪くないため、今後
も生徒の反応を分析しながら、現在の取組を継続
していく。

b 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。

学校外での発表は昨年度の9本を上回り、15本で
あった。1ジュニアISTS　2京大サイエンスフェス
ティバル県代表選考会　3SSH生徒課題研究発表会
4日本学生科学賞県審査会　5県合同課題研究発表
会

生徒にもっと県外での発表の機会を与える。ま
た、左記234のような全国規模の発表会で入賞でき
る質の高い発表ができるよう、研究をまとめる力
やプレゼンテーション力の向上を図る。

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。

・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、昨年比微増の1割超いる。
勤務のあり方の改善も含めて考える必要がある。

・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。

・「指導方針」のなかに「特定の教員が抱えこむ
ことなく情報共有し、組織的に対応する」ことを
盛り込み、会議などで繰り返し要請した。振り返
りチェック票の生徒の訴えを、担任のみで対応し
たケースがあった。

・些細と思われることも、情報を共有しようという認識
を教員間で徹底する。
・サポート班が柔軟かつ迅速に対応できるようにする。
・職員、委員会、外部関係機関の連携をさらに密にし
て、事案対応だけでなく、未然防止にも力を入れてい
く。
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