
項目

 「それぞれの系列の生徒の実態に応じた教材研究をど

の程度行っているか」については、全ての授業またはお

おむね行っていると答えた教職員は93.6％（昨年度

89.7％）で目標指数を上回った。

 「チャイムと同時に授業を始め、終わることができた

か」については、守れたまたはおおむね守れたと答えた

教職員は96.8％で、目標指数に達していない。

 「開始のチャイムが鳴ったとき、授業準備をして着席

していましたか」については、できたまたはおおむねで

きたと答えた生徒は93.5％で目標指数を達成している。

しかし若干守れていない生徒がいることは、教員の授業

開始の遅れが原因の一つになっている。今後改善してい

きたい。

 「毎日の授業についてどの程度理解できますか」につ

いては、ほぼ理解できているまたは半分程度理解できて

いると答えた生徒は89.6％で、昨年(88.8%)一昨年

(82.8%)よりも増えてきており目標指数にほぼ近づいて

きている。

 「本校職員の学力向上の取組に満足していますか」に

ついては、昨年度とほぼ同じ82.6％の保護者が十分また

はおおむね満足と答えており目標指数を達成した。ただ

し、1年生83.2％，2年生73.3％，3年生91.0％と学年に

よって差が出ている。

わかりやすい授業の工夫を行っていることから、生徒の

授業の理解度は徐々に上がっていると思われる。また、

授業をあまり理解できていない生徒の割合も毎年僅かず

つ減少している。

　教員が多くの仕事を抱える中

で、今後とも教材研究不足や授

業の開始が遅れるという教員が

いないように、教員の仕事の見

直しも含めて改善したい。2年生

の数値が低いのは、中だるみの

学年といわれる2年生への学力向

上の取り組み不足が指摘されて

いるのではないか。2年生の学習

指導の取り組みを強化させてい

きたい。

  成績上位の生徒の意欲関心を

高めつつ、授業をあまり理解で

きていない生徒への働きかけを

促すために、アクティブ・ラー

ニングの授業展開やICT機器の活

用も取り入れながら今後とも授

業改善を進めていく。

生徒指導 　遅刻数の減少を目指し

て、個人・クラス毎の集計

を行い、過多者への指導を

行う。

　成果指標である「遅刻指数」は、目標指数を下回り、

目標を達成できなかった。遅刻指数が増加した原因は、

遅刻過多者数が以前より大幅に増加したことによる。

　生徒の成果指標である「遅刻が毎学期０回または特別

な事情以外は０回」は、目標指数を上回ったが、「学期

に５回以上の生徒実数」は目標指数を下回り、目標を達

成できなかった。

　保護者の取組指標「時間に余裕を持って送り出すこ

と」は、目標指数を上回り、目標を達成できた。

　遅刻過多者には、生徒はもと

より保護者にもきめ細やかな指

導・助言を行っているが、改善

が見られない生徒もいる。より

一層家庭と連携を密にして指導

していく。

　きちんとした服装・素直

な気持ちで学校生活を送れ

ることを目指し、日々の

「服装指導」に取り組んで

いく。

　生徒の成果指標である「正しい服装で学校生活を送れ

た」は、目標指数を上回り、目標を達成できた。校内に

おける生徒たちの服装は、昨年度同様に良好である。校

外においても三国高校生らしい服装ができるよう指導し

ていきたい。

　また、教職員の取組指標である「服装指導への取組」

は、目標指数を上回り、目標を達成できた。保護者の足

度指標である「場にふさわしい服装」も目標指数を上回

り、目標を達成できた。

　生徒たちには、教職員の目の

届かない場所でも、自らを律

し、望ましい行動がとれるよう

呼びかけ、系統的に指導してい

く。また、教職員の組織的な服

装指導体制をさらに充実させて

いく。
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教育課程

学習指導

研修

  家庭学習時間が増えるよ

うに、課題の提示や宿題の

提出方法について、工夫・

徹底する。

　「課題や宿題の提出方法を工夫し、提出状況のチェッ

クを徹底している」に対して、十分当てはまるまたはお

おむね当てはまると答えた教職員は96.8％で目標指数に

達しているが,全教職員が100％になるよう提出方法を工

夫し、提出状況のチェックを徹底していくべきだと思わ

れる。その結果「放課後や家庭で課題や宿題等の学習時

間を持つことができた」に対して、十分当てはまるまた

はおおむね当てはまると答えた生徒は71.7％で目標指数

に達していない。学年別に見ると、3年生は77.9％でほ

ぼ目標指数に近いが，2年生が67.1％，1年生は67.4％で

目標を下回っている。1，2年生に関しては3人のうち1人

は継続的な家庭学習習慣が身についていない。「保護者

から見た生徒の学習時間の確保」については、十分また

はおおむね確保していると答えている保護者は58.1％で

昨年(58.2%)とほぼ同じで、目標指数に達していない。

学年別に見ると、1年生保護者58.0％、2年生保護者

49.8％、3年生保護者66.1％であった。

　多くの教科で生徒に基礎力やより高い学力を付けさせ

るために定期的に課題を出しているが、家庭学習時間の

確保ができていない生徒が3割弱存在し、十分に時間を

かけて課題や宿題に取り組めていない。

  生徒の帰宅時間を早め、生徒

の家庭学習時間を増やすと同時

に、昨年と同様に定期的に全校

生徒の家庭学習時間調査を実施

する。

  家庭学習時間が不足している

生徒には、定期考査期間以外で

の宿題の出し方や居残り学習等

での指導の工夫を図ることが必

要である。担任が面談を通じて

学習改善の指導をしていく。ま

た、生徒それぞれの短期的・長

期的な学習目標を持たせるなど

の動機付けを行っていく。

  授業時間を確保し、生徒

一人ひとりに分かり易く、

意欲・関心を高める授業を

目指す。



項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

人権教育   あらゆる教育活動の中で

人権教育の観点を取り入れ

る。

  教職員の人権尊重の姿勢については、常に、あるいは

おおむね行っていたと答えた教職員が100％となり、引

き続き、体罰等に関する正しい知識･理解も含め、更に

人権意識の高揚に努めていく。生徒の意識、保護者から

見た生徒の人権に対する意識については、いずれも目標

指数を達成したが、保護者が生徒に対して感じる評価は

生徒自身の評価よりもやや低かった。

  教職員には様々な人権問題の

研修および伝達講習を通じて人

権意識を高めていきたい。生徒

自身は他者を尊重しているつも

りでも、保護者はそう感じてい

ないケースが考えられるので、

集会・LH・SHなどあらゆる機会

を通して、他者に配慮するよう

に呼びかけていきたい。

経営全般   各種学校行事の実施にお

いて、校務部間、学年間の

連絡を密にし、協力体制の

下で実施する。

  各種学校行事の実施において、校務部間や学年間での

協力体制が十分でなかった部分があった。その要因を探

り、業務内容の見直しや連携、行事の精選などについて

次年度も継続して改善が必要である。

  校務部間・学年間において協

力体制を強化する。さらに、次

年度も業務内容の見直しや行事

等の精選を図りながら、業務の

平準化を意識した組織運営を進

める。

  新着図書の情報・リクエスト機会については教職員・

生徒・保護者共にほぼ前年度並みで目標指数を達成し

た。図書館の利用頻度については、ＬＨや授業でしか利

用しなかった割合が昨年より若干減少したが相変わらず

高い。満足度は目標を充たしているので、来館者にまた

利用したいという実感をもたせる工夫が必要である。

  生徒指導部ＬＨ担当教員、生

徒ＬＨ委員、図書委員の協力を

得て図書館からの情報発信をさ

らに充実していきたい。

  読書意欲を喚起し、読書

体験を重ねていけるような

取り組みを展開する。

  読書タイムが有効であったと答えている割合が多い。

読書の回数が増加傾向にある生徒もいるので、読書習慣

の一層の定着を目指していきたい。

  読書タイムでの朝読書が、継

続的な読書習慣の定着につなが

るように、今年度は３学期の読

書タイムも導入した。

  共有化されたデータやグ

ループウェアを活用し、校

務の軽減化を図る。

  総合学習やLHでｲﾝﾀｰﾈｯﾄを

利用するにあたり､情報モラ

ルの遵守を促す。

  校内LANの活用に関しては、目標指数を充分に満たす

回答を得た。今後も継続して取り組みたい。情報モラル

については、生徒の目標指数は、ほぼ達成したが、情報

モラルの遵守を促す取り組みは、今後も継続的な努力を

積み重ねる必要がある。

  校内ＬＡＮの運用を一層促進

し、会議の省力化を目指した

い。

  情報モラルの遵守を促す取り

組みは、今後も継続的な努力を

積み重ねたい。

  生徒および保護者に愛読

されるような通信内容にす

べく記事の充実を図る。

  「PTA通信の充実」について教職員、保護者ともそれ

ぞれ目標指数を達成した。総務委員会での編集作業も保

護者役員の熱心な活動のもと、充実したものになってお

り、近年は県内のPTA広報紙コンクールで優秀賞等を受

賞している。

  ＰＴＡ通信の内容の満足度を

上げるよう、内容をより充実さ

せ、新企画を設けるなど、さら

に努力していきたい。

  正しい職業観の育成のた

めに１、２年生対象に職業

探求講座を実施する。

  「講座が充実していた」とする教職員、「職業に対す

る理解が深まった」とする生徒がそれぞれ目標指数を達

成した。

  来年度に向けて、保護者へ行

事実施の周知徹底を図り、教職

員・保護者・同窓会の連携をさ

らに密にしていきたい。

図書視聴覚

指導

  新刊・話題作・学習活動

や進路研究に寄与する図書

を精選し、配架する。

保健管理   日常の清掃活動をはじめ

として校内の環境美化につ

とめる。

  教職員・生徒・保護者ともに目標を達成できた。長期

休業中の補習実施日の清掃実施や、「校内ピカピカ大作

戦」のボランティア活動等を通して清掃意識の向上につ

ながったと考える。

  今後も清掃時間だけに限ら

ず、学校生活全体を通じて美化

意識を持つように意識付けを行

いたい。美化週間を有効に活用

し、雑誌・段ボール資源の活用

分別を推進する。

  心身の健康状態を観察

し、適切な保健指導を行

う。

  教職員・生徒・保護者ともに目標を達成できた。健康

に対して、生徒本人および保護者の意識をさらに高める

ことが今後の課題となる。

  健康についての保護者の意識

の向上を目指す。保護者懇談会

の際に、配布物や保健室面談な

どで健康について考える機会を

増やす。

保護者との

連携

進路指導

  模擬試験などを教科毎に

分析しながら、朝補習・土

曜補習・長期休業中の補

習・個別指導等を活用して

学力の向上を図る。

  「補習で効果的な指導ができた」と答えた教職員は

95.7％，「補習の内容や量に満足している」と答えた保

護者の指数は85.5％であり、いずれも目標指数を達成し

ている。「補習により学習に対する理解が深まった」と

答えた生徒の指数は74.9％と目標指数を上回った。3年

生は78％であるが、1年生は67％，2年生は64％しかな

かった。全生徒の理解度を深める補習・個別指導を今後

考えていくことが急務となっている。

  生徒の実態を踏まえながら、

生徒が意欲的に取り組むことが

できる補習の指導内容を検討し

ていく。特に1，2年生では生徒

の理解度に合わせた指導やアク

ティブラーニング授業・ICT機器

を活用するなどして、理解度を

上げる対策を講じていきたい。

  勤労観・職業観の育成を

図り、できるだけ早く自分

の志望する進路を決定して

それが実現できるように、

企画の実施や情報の提供に

努める。

  「進路決定に役立つ企画･情報の量･回数が適切」と答

えた教職員の指数は93.6％、および「進路指導が生徒の

興味関心にあわせて行われている」と答えた保護者の指

数は88.6％であり、いずれも目標指数を上回っている。

今後も教職員や保護者にも十分な情報が届くように取り

組みたい。

  「進路目標を持つ」と答えた生徒の指数は今年度も全

学年で目標を達成した。３年間の系統立てたキャリア教

育を推進し、今後とも進路学習を通してキャリア教育の

さらなる充実を図っていきたい。

  生徒の進路意識を高めるため

の本校の系統的プログラム「３

年間のキャリア教育の流れ」に

沿って、進路学習を進めてい

く。

  今後も総合的な学習の時間等

を活用したキャリア教育の取り

組みを、教務部・学年会と連携

し推進したい。


