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項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

新しい学習スタイルの研究を進め 教職員の大半が、楽しくわかりやすい授業 若手教員を中心に、アクティブラーニング
る等、積極的な授業改善に取り組 を目指して積極的な授業改善に取り組んで を取り入れた授業やＩＣＴを活用した授業
み、楽しくわかりやすい授業の構 おり、生徒の授業満足度は90％以上と目標 がかなり普及し、授業改善の気風は高まっ
築を目指す。 指数を上回った。授業公開週間には様々な ている。この流れを発展させ、さらなる向

教科で公開授業や研究協議会を行い、校内 上に結びつけていきたい。
１ 研修の充実を図ることができた。

教育課程
学習指導 将来の進路を見据え、自ら考え、 目標達成に向けた主体的かつ協働的な学習 学年会とも協力して、生徒の主体的な学習

判断し、主体的に行動できる態度 への取り組みについては、教職員、生徒と 態度の育成を目指す。また、ＨＰの充実等､
を育成するとともに、仲間と協働 も90％以上と目標指数を上回った。また、 適切かつ丁寧な情報発信により、生徒の学
して学習に取り組める態度を育成 学習状況や学校の取り組みに対する保護者 習状況や学校の取り組みに対する保護者の
する。 の理解度は、全体で80％を超え目標を達成 理解度の向上に努める。

したが、１年生は２・３年生と比べるとや
や低い数値となった。

生活指導を通して、進んで挨拶す 教職員、生徒、保護者とも90％以上と目標 生徒指導部だけでなく他の教員の協力をこ
る態度や自主的に身だしなみに気 指数を上回った。また、年度を経る毎に数 れまで以上に得て、さらに意識の向上や自

２ を付け、礼儀正しい生活態度を育 値も向上している。 主性が培われていくように指導を続けてい
生徒指導 成する。 く。

生徒の主体的活動や各種発表会等 教職員、生徒とも80％以上と目標指数を上 今後は新入生および新２年生でも90％以上
への参加を促し、部活動や生徒会 回ることができた。また、２・３年生は、 の数値が得られるよう引き続き、部活動や
各種委員会活動の活性化を図る。 初めて90％以上の数値を得ることができた｡ 生徒会に働きかけていきたい。

企業見学、ビジネスマナー講習会､ 第３学年については、学年会と担当部の連 就職・進学の希望者が十分に情報を得なが
進路ＬＨ、パワーアップタイムな 携を中心とした教職員の協力があり、また､ ら希望実現に向けて努力するとともに、決
どを通して、将来の目標を持たせ､ 保護者のご理解・ご協力を得て、ほとんど 定先においてミスマッチがないよう、さら
進路実現に向けて努力させる。 の生徒が希望の進路を実現することができ なる意識を高めていく必要がある。継続的

た。１、２年生については、多くの生徒が な情報の提供に取り組むとともに、情報過
ＬＨ・パワーアップタイム等を通じて、進 多にも配慮しながら進めていきたい。
路実現に向けた基本的な知識の理解や豊富

３ な情報の受容により、希望進路の実現に向
進路指導 かって前進している。今後、各行事が系統

的に実施され、効果的な進路指導に結びつ
けることが重要となる。

進路情報やＨＰ等の充実を図り、 進路情報や進路通信、ＨＰ等の情報は94.9 進路指導に対する保護者の十分な理解を得
適時に適切な情報を生徒及び保護 ％と高い数値となり、保護者にとって重要 るために、ＨＰの充実や更新の頻度の増加､
者へ提供し、家庭との連携を図る｡ な資料ということがわかる。今後も、必要 また、紙面の充実等を通じて、適切で丁寧

な時に情報発信を行い、家庭での話題提供 な情報発信を継続して実施していきたい。
の一助として継続して実施する。 また、３年生用の情報を１・２年生にも共

有して、効果的な発信に心がけたい。

心身の健康状態を把握し、疾病を 健康管理について生徒・保護者・教員すべ 各クラスに設置した救急セットや保健室を
予防するとともに自己の健康管理 て90％以上と目標指数を上回った。特に３ 適切に利用し、自らの健康管理と健康への
ができるよう取り組む。 年生が健康に留意している。また、教室の 意識向上を図る。また、健康診断後の眼科

救急セットを利用して検温したり、傷の手 ・歯科の受診について、受診勧告・指導・
当をすることで、保健室利用者数も２年連 広報を行うとともに、保護者の協力や保健

４ 続減少している。課題として、健康診断後 委員会の取り組みを通して、受診率の向上
保健管理 の眼科（１・２年生）・ 歯科の受診率が低 に取り組んでいきたい。

いので、受診を促す指導が必要である。

清掃活動に積極的に取り組み、ゴ 生徒・保護者・教員で目標指数を上回った｡ 清掃活動に前向きに取り組めない生徒に引
ミの分別や身の周りの整理・整頓 全職員からの生徒への働きかけが環境美化 き続き具体的な指導をしていきたい。次年
に留意する。 につながったと思われる。課題として、ゴ 度以降も今年度同様地道な活動を行ってい

ミの回収場所まで内履きで出て行くため、 きたい。
校舎内外の境界が曖昧になること、特に、
１・２年生で回収方法を見直す必要がある｡

新入生対象の図書オリエンテーシ 図書オリエンテーション・朝読書・図書講 図書関係の様々な刊行物や学校行事の写真､
ョンを実施し、図書館便りや新着 演会・読書指導・図書館だよりや新着図書 坂井高校生が活躍した新聞記事のコーナー､
図書紹介を発行する。 紹介等の定期的な発行など、生徒たちに対 そして生徒の手によるポップの掲示など、

する図書館活用の働きかけを継続的に行う 今まで以上に工夫して広報活動に努める。
ことができた。更に、今年からは放送部の また、アンケートの際に、担任の先生に協

. 協力により、昼食時の校内放送で「心のオ 力してもらい、図書関係の掲示物等などの
アシス 一冊の本」のコーナーを設け、お 画像を生徒に見せて、アンケートの内容を
薦めの本を紹介して広報活動に努めた。ま 具体的に示してもらう。

５ た、昼休みの開館時には司書教諭の他に図
図書指導 書部の教員２名が図書室で読書指導に当た

り、生徒に好評であった。しかし、図書の
刊行物や校内放送に気付かない生徒が、昨
年の58％から50％と改善されたものの、今
後も対策が必要である。

専門書や学校行事に関する資料を １学期中に各コースに図書購入希望調査を コースと教科に隔年で図書購入希望調査を
充実させる。また、朝読書の時間 行い、希望の書籍を購入した。また、報道 行い、よりいっそう専門書の充実を図って
に活用できる本をそろえる。 で話題となった書籍の中からも選択し購入 いきたい。一般図書購入に当たっては、生

した。図書館蔵書に対する満足度は、生徒 徒や教職員の希望を考慮しながら、幅広い
も教職員も昨年度より向上した。今後も朝 分野での選書に努めたい。
読書を推進していくために、活用しやすい
本を更に数多く購入していく必要がある。



〈２〉

項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

保護者に、学校祭・ＰＴＡ総会な 学級担任を通して、保護者の方に学校行事 庶務部が主管する行事だけで無く、各部署
どの学校行事への参加を促し、協 への参加を積極的に促すことができた。し や学級担任との連携を図りながら、学校全
力・連携の強化を図る。 かし、全学年を通すと保護者の方の参加率 体で保護者の方に参加していただけるよう

が低い結果となったので、協力・連携の強 な企画を立案することで、参加率の向上に
６ 化を図る意味においても参加率を向上させ 繋げたい。

ＰＴＡ活動 る取り組みが重要課題である。
安全管理

生徒の防災に対する意識向上のた 教職員・生徒とも、全体的に防災活動に積 従来の防災教育だけでなく、可能性が低く
め、教育活動全般を通して防災教 極的に取り組むことができていたことから､ ても起こり得る災害等に対する防災教育に
育に取り組む。 防災に対する意識の向上がうかがえる。火 も力を入れていく必要がある。また、学校

災等に対する避難といった、学校内だけの 内にとどまらず、災害時における学校外と
一般的な避難訓練が主であるため、想定外 の連携活動も視野に入れた防災教育に取り
の事態に対する安全管理活動は不十分であ 組んでいくべきである。
る。

実践的・体験的な学習を通して、 地域交流祭に向けての商品開発や地域の販 新しい温室や販売所開設をより実践的・体
生徒の問題解決力育成に努める。 売所（いねす）での学習など、実践的・体 験的な学習の機会として捉え指導していき

験的な学習をする機会が増え、生徒も意欲 たい。また、生徒の問題解決力育成のため
的に取り組むことができた。また、大学と に、教職員も各自が課題を設定し、問題解
の連携がいっそう深まり、生徒がより前向 決に努めていきたい。

７ きに学習に取り組むことができた。
専門農業系
指導 資格取得の推進や農業クラブ活動 生徒が資格取得に取り組む姿勢は目標に達 これまで同様、朝学習や放課後の補習活動

の活性化に努め、生徒の専門力向 した。しかし、残念ながら難易度が高い資 を充実させて、生徒の意識向上や合格率ア
上を目指す。 格は合格率が低くなり、更なる改善策が必 ップに努めたい。今後も農業クラブ活動や

要である。農業クラブでは、意見発表２名 プロジェクト学習を通して、生徒の専門力
とプロジェクト発表が県大会で最優秀賞と 向上を目指していきたい。
なり、近年にない成果が得られた。また、
環境調査などクラブ員全員の活動も積極的
行うことができた。

実践的・体験的な学習を通じて協 他の人と協力しながら最後まで実習に取り 他の人と協力しながら最後まで実習に取り
調性を養い知識や技術を身につけ､ 組むことができたが98％の達成率をあげる 組むことができる生徒が増えたので、今後
職業人としての意識づけに努める｡ ことができた。目標値は昨年より高水準で は知識、技能などをさらに深める指導を考

ある。実習での作業が協調性を養い、知識 えていきたい。
８ や技能の向上に繋がっているのではないか

専門工業系 と感じている。
指導

検定試験や資格試験に取り組ませ 検定試験や資格取得に取り組めたと回答し 検定・資格の案内を徹底させ、どのコース
ることで、進路を意識させるよう た生徒が増えて、92.4％になった。意欲的 からも挑戦可能な環境づくりを行い、少し
に取り組む。 に挑戦する生徒が増えてきている。しかし､ でも合格率を上げることを考えていきたい｡

コース、学年によって検定や国家資格が違 また、生徒が資格に興味を持ち、学習意欲
うので細かく分析し、今後もしっかりと取 が高まるような指導体制を整えたい。
り組んでいきたい。

ビジネスに関する知識や技術に関 約９割の生徒が意欲的に知識や技術の取得 資格検定取得に向けて、結果と過程を前向
心を持ち、将来を見据えて自律的 に取り組むことができた。一方で、検定１ きに取り組めるよう指導を継続して生きた
に学習する能力を育成する。 級を３年間で取得できなかった生徒が数名 い。また、身近に起こる経済の事象等を取

いた。個々の生徒に応じて、商品開発や販 り上げたり、アイデアを形にする学習を導
９ 売実習など課題解決型学習との組み合わせ 入したりするなど、ビジネスに関する興味

専門商業系 の必要性を感じている。 関心が高まるよう工夫していきたい。
指導

地域活動を主体的に捉え、自ら課 観光に関わる事業では生徒全員が積極的に 地域の課題を見つけ、考える授業や地域の
題を解決できる能力の育成に努め 取り組み、目標指数を上回った。また、地 人との交流の場は今後も継続して実施して
る。 域の人を対象としたパソコン講座やエンゼ いきたい。様々な事業に対しては教員が先

ルランドでのワークショップにおいて、学 回りすることなく、計画の段階から生徒主
びの成果を自ら伝えることができ大きな自 体で動けるように支援していきたい。
信となった。次年度はさらに実践的な学習
を進めたい。

実践的・体験的な学習を通して知 学年により少しばらつきはあるものの、ほ 高度技術者招聘事業やものづくりマイスタ
識や技術を身に付け、生活者への とんど全員の生徒が、生活デザインコース ーなどの関係機関の事業を活用しながら、
理解を深めさせる。 での学習が実生活と深く関わっていること 専門的な技術を持つ外部の講師を招き、生

を認識し日々の学習に取り組んでいる。今 徒の興味関心を高める。また、大学見学や
後も、生徒の生活の実態や興味関心を踏ま 企業見学を実施し、学校で学んでいること
え、教材の工夫をしていくことが必要であ が将来進路に繋がっていることを認識させ

10 る。 るなど、生徒が主体的に学習に取り組むこ
専門家庭系 とができるような授業方法を今後も積極的
指導 に取り入れていく。

検定試験や資格試験に取り組ませ 学年により少しばらつきはあるものの、ほ 基礎的な知識技術が定着させられるような
ることで、進路を意識させるよう とんど全員の生徒が、検定試験に意欲的に 教材を選定していくとともに、適切な時期
に取り組む。 取り組んでいる。特に、１、３年生は十分 に、適切な難易度の検定を受けさせるよう

取り組んだと答えている生徒が80％近くい にする。また、３年間の見通しを持って取
る。今後、生徒個々の能力に応じてサポー り組めるよう、授業計画を生徒に示すなど
トしていき、検定の合格率をより高めてい 検定への動機付けを工夫していく。
く手だてが必要である。


