
項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

生徒指導
　生徒会活動については、今年度の取り組みを継続
して、生徒の主体的な活動を促していく必要があ
る。
　部活動や委員会活動、学校行事に対して消極的な
生徒に対しては、主体的な参加を促す指導が必要で
ある。

　図書オリエンテーション・朝読書・新着図書紹介・
読書指導・図書委員会活動（図書講演会・図書館だよ
りの定期的な発行・学級文庫の管理）・放送部の協力
による本の紹介「心のオアシス一冊の本」など、生徒
たちに対する図書館活用の働きかけを継続的に行うこ
とができた。図書の刊行物や校内放送に気付かない生
徒が、一昨年から58％、50％、46％と徐々に改善され
てきているが、今後も対策が必要である。

　コースと教科に隔年で図書購入希望調査を行い、
より一層専門書の充実を図る。一般図書購入にあ
たっては、生徒や教職員の希望を考慮しながら、幅
広い分野での選書に努める。

心身の健康状態を把握し、疾病を
予防するとともに自己の健康管理
ができるよう取り組む。

進路情報やＨＰ等の充実を図り、
適時に適切な情報を生徒及び保護
者へ提供し、家庭との連携を図
る。

進路指導

　学習環境を整えることを自分のことと考える機会
を美化委員会の取り組みなどを通して示していく。
また、清掃活動に前向きに取り組めない生徒には引
き続き具体的な個別指導をしていく。

専門書や学校行事に関する資料を
充実させる。また、朝読書の時間
に活用できる本をそろえる。

企業見学、各進路ガイダンス、進
路ＬＨ、パワーアップタイムなど
をとおして、将来の目標を持た
せ、進路実現に向けて努力させ
る。
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生徒の学習意欲を高め、わかりや
すい授業の構築を目指し、授業改
善に積極的に取り組む。

　教職員の９７％が、生徒の学習意欲を高め、主体
的・協働的に考える授業に取り組んだと回答し、生徒
の授業満足度も９３％と高い数値になっている。今年
度、各教室にＩＣＴ機器が設置されたことや、後期公
開授業週間で研究授業や専門教科の実習を公開する機
会があったことも、授業改善への意識向上につながっ
た。しかし、教職員の校内の授業参観や校外の研究授
業・研修への参加については、５３％と目標の７０％
を大きく下回った。授業参観のための時間割変更等課
題はあるが、さらなる授業改善に向けて今後も引き続
き参加を促していくことが必要である。

　ミドルリーダーを中心とした授業研究の推進やＩ
ＣＴを活用した授業の普及など、授業改善の気風は
高まっている。後期公開授業週間については、昨年
度に比べ中学校の保護者・生徒を含め参加者数は大
幅に増加し、本校の教育を知っていただく機会に
なったので、来年度以降も継続していく。また、教
職員の校内外の授業参観や研究授業・研修への参加
も今後一層推進する。

教育課程
学習指導

　生徒会による集会時の整列指導や朝のあいさつ運
動、ボランティア、募金活動、学校祭の主体的な運営
など、生徒会活動は活性化することができた。
　しかしながら、部活動や委員会活動、学校行事への
取り組みの評価については、教員が９８％であったの
に対し、生徒は８９％となっており、やや意識の隔た
りが見られる。

将来の進路を見据え、自ら考え、
主体的に行動できる態度を育成す
るとともに、明確な目標を持っ
て、  仲間と協働して学習に取り
組める態度を育成する。

　生徒の８９％が明確な目標を持ち、主体的に学習に
取り組んだ。資格・検定試験合格に向けた教職員の指
導や意識づけの成果と言える。また、今年度から定期
考査前の家庭学習時間を毎日記録しクラス担任が目を
通していることも、生徒の学習意欲向上につながっ
た。しかし、学年別に見ると、２学年は他学年と比べ
て１０%前後数値が低いので対策を講じる必要があ
る。

　資格・検定試験の際に全員合格を目標に掲げるよ
うに、定期考査に向けてクラスごとに具体的な目標
を設定するなど、学年会とも協力して生徒の学習意
欲を高められるようにする。また、苦手教科のある
生徒に対しては、個別指導等をとおして、目標を持
ち意欲的に学習に取り組めるよう努める。

生徒の主体的活動や各種発表会等
への参加を促し、部活動や生徒会
各種委員会活動の活性化を図る。

清掃活動に積極的に取り組み、ゴ
ミの分別や身の周りの整理・整頓
に留意する。

　清掃への取り組みに関する項目では学年が上がるに
つれしっかりと取り組めていると考える生徒が多く
なっている。また、身の周りの整理整頓に関する項目
で各学年とも９０％程度の生徒が取り組めたと回答し
ている。今後の課題として自分で考えて動ける生徒を
どう育てていくかである。

保健管理

　１学期中に各教科に図書購入希望調査を行い、希望
の書籍を購入した。また、報道で話題となった書籍の
中からも選択し購入した。図書館蔵書に対する満足度
は、生徒も教職員も例年通り十分目標を達成してい
る。朝読書の推進は今後も継続していくので、活用し
やすい本を更に数多く購入する必要がある。

図書指導

　健康管理について生徒・保護者・教員すべて９０％
以上と目標指数を上回った。特に３年生の数値が高
かった。教室に救急セットを配置しているため、検温
や簡単な傷の手当てでの保健室利用者数は減少してい
る。しかし、健康診断後の眼科（特に１・２年生）・
歯科の受診率が低いため、受診を促す指導が必要であ
る。

　現在進路だよりは３年生には全員配布し、１・２
年生には教室掲示としているが、１・２年生にも全
員配布する。その紙面で、ＨＰについても保護者に
伝えていく。また、それらの媒体を通して得た進路
情報をもとに、親子で進路について語り合えるよう
に内容の充実に努める。

　生徒が自分に適した正しい職業選択をするため、
企業説明会･企業見学等を積極的に開催し、早い時
期から企業の情報提供を行っていく。
　進学に関しては、特に国公立大学・看護系学校・
公務員に合格できる力をつけさせるため、ＰＵＴを
利用し個別指導の充実を図る。

　挨拶や身だしなみ、マナー向上の取り組みについて
は、生徒･保護者・教員のいずれも９０％以上の高い
数値となり、意識を高く持つことができた。また、地
域の方からは、挨拶や身だしなみについて、良くなっ
ているとの意見をいただくことができた。
　しかしながら、自転車のマナーの悪さについては校
外から指摘されることが度々あった。

生活指導を通して、進んで挨拶す
る態度や自主的に身だしなみに気
を付け、礼儀正しい生活態度を育
成する。

　図書室横の掲示コーナーを、寄贈予定の木製パネ
ルを用いて整備し、図書館関係の様々な刊行物や、
坂井高校生が活躍した新聞記事、生徒の手による
ポップなど、今まで以上に工夫して広報活動に努め
る。

　規範意識の低い一部の生徒に対しては、意識を向
上させるべく、粘り強い指導を行う必要がある。
　また、通学時の安全確保の観点からも、自転車マ
ナーの向上について指導を強化する必要がある。

　救急セットや保健室を適切に利用し、日々の健康
調査を継続することにより、自らの健康管理と健康
への意識向上を図る。また、健康診断後の眼科・歯
科の受診について、受診勧告や指導を行うととも
に、保護者の協力や保健委員会活動を通して、受診
率の向上に取り組んでいく。

　今年度は特にＨＰの充実を図り、行事のたびに更新
した。また、進路だよりの発行回数を増やすなど、一
人でも多くの保護者に進路関係の情報を提供しようと
心がけてきた結果、進路情報の量や時期は適切である
という数値は９４％であった。すべての保護者に情報
配信するかの方策を講じる必要がある。

　将来の目標の確立や進路行事への取り組みについて
は、生徒・教員とも高い数値となっている。３年生は
進路決定に向けた面接や作文練習、２年生はインター
ンシップ、１年生は進路ノートを活用した指導など、
全学年を通して様々なガイダンスや進路に関するＬＨ
活動を行うことができた。
　好景気と人手不足に後押しされて、高校生求人は増
加している一方、多くの求人の中から生徒が自分に適
した会社を選ぶことが大変困難になっている。正しい
職業選択のための方策を講じる必要がある。

新入生対象の図書オリエンテー
ションの実施、図書館便りや新着
図書紹介の発行、校内放送による
本の紹介を行う。



 保護者に、学校祭・PTA総会など
の学校行事への参加を促し、協
力・連携の強化を図る。

　各種媒体での情報発信をすることができ、３年生の
模擬面接や体育祭での飲料販売など協力をお願いする
ことで、学校行事参加率の向上につながったと思われ
る。しかし、２学年の保護者の参加率が低い結果とな
り、各学年の保護者に対する情報発信や行事の企画立
案が必要である。

　保護者に確実に伝わる形で、保護者の興味・関心
を高める情報を発信していく。また、広報紙などを
用いて保護者の思いも取り上げるなどの工夫をす
る。

生徒の防災に対する意識向上のた
め、教育活動全般を通して防災教
育に取り組む。

　教職員は、授業や部活動をとおして、防災教育に積
極的に取り組むことができた。学校としての取り組み
は、昨年同様学校内だけの一般的な避難訓練が主で
あったため、想定外の事態に対する安全管理活動は不
十分であった。また、７月の猛暑日実施で、その効果
が十分得られなかった。

　避難訓練の内容の充実を図り、生徒の防災に対す
る意識向上を図る。そのため、避難訓練の実施時期
をより効果を高めることができる時期とする。
　危機管理マニュアルの内容について今一度教員間
で情報を共有し、危険等発生時や想定外の事態への
対応について理解を深めるようにする。

実践的・体験的な学習を通して，
生徒の問題解決力育成に努める。

　新設温室でのトマト、イチゴの生産が開始し、坂高
マルシェもオープンした。校内で販売実習を行い、消
費者の声を直接聞くことで商品価値の向上対策、ＰＲ
方法等実績的・体験的な学習をする機会が増えた。

　新設温室で出た規格外品の商品化を進め、実践的
な学習に繋げていく。坂高マルシェにおいて、主体
的に業務にあたり、経営まで関われるような生徒を
育成していく。

資格取得の推進や農業クラブ活動
の活性化に努め，生徒の専門力向
上を目指す。

　検定試験や資格試験には真面目に取り組み、一定の
成果を得ることができた。また、初めて食品衛生責任
者の資格取得を行う等新たな取り組みもあった。農業
クラブ活動では、他校や他県の生徒と交流を通して、
自主性やコミュニケーション力等が出てきたと感じ
る。全国大会では昨年に引き続き、農業鑑定競技の部
で優秀賞を受賞することができた。

　生徒が興味を持つ資格を紹介するとともに、授業
だけでなく放課後の補習や模擬試験を行う等自主的
に学習できる環境を整備し、生徒の意識向上や合格
率アップに努める。農業クラブへの興味関心を高め
基礎的な知識を底上げすることで、活性化させ、少
しでも良い成績が残せるよう指導していく。

実践的・体験的な学習を通じて協
調性を養い知識や技術を身につ
け、職業人としての意識づけに努
める。

　他の人と協力しながら最後まで実習に取り組むこと
ができたが９９％と昨年に引き続き、高い達成率をあ
げることができた。具体的な取り組みが功を奏し、実
習での作業等が協調性を養い、知識や技能の向上に繋
がっている。

　他の人と協力しながら最後まで実習に取り組むこ
とができる生徒が多くいるが、できていない生徒も
各学年に存在するので完全を目指し、今後も引き続
き協調性を養い、知識や技能などをさらに深める指
導を進めていく。

検定試験や資格試験に取り組ませ
ることで、進路を意識させるよう
に取り組む。

　検定試験や資格取得に取り組めたと回答した生徒が
昨年度より増えて、９４％になった。意欲的に挑戦す
る生徒が全体的に増えてきている。しかし､その意識
もコース、学年によって違いがあるため、さらに細か
く分析・検討する必要がある。

　検定・資格の案内を徹底させ、どのコースからも
挑戦可能な環境づくりをさらに進めていく。また試
験の内容を精査して生徒が資格取得に興味を持ち、
学習意欲が高まるような指導方法、指導体制の確立
に努める｡

ビジネスに関する知識や技術に関
心を持ち、将来を見据えて自立的
に学習する能力を育成する。

　約９割の生徒が意欲的に知識や技術の取得に取り組
むことができた。一方で検定１級を３年間で取得でき
なかった生徒が数名いた。商品開発や販売実習など課
題解決型学習と組み合わせて、個々の生徒に応じたき
め細かな指導が必要である。

資格検定取得に向けて、前向きに取り組めるよう段
階的な学習指導を継続していきたい。また、身近に
起こる経済の事象等を取り上げたり、アイデアを形
にする学習を導入したりするなど、ビジネスに関す
る興味関心が高まるよう工夫していきたい。

地域活動を主体的に捉え、自ら課
題を解決できる能力の育成に努め
る。

　観光に関する授業では、生徒全員が積極的に取り組
み目標指数を上回った。また、地域の人を対象にした
パソコン講座や販売実習などでは、学びの成果を自ら
伝えることができ、大きな自信となった。次年度はよ
り実践的な学習を進める必要がある。

　地域の課題を見つけ、考える授業や地域の人との
交流の場は今後も継続して実施していく。様々な事
業に対しては、教員が先回りすることなく、計画の
段階から生徒主体で動けるよう指導を行う。

 実践的・体験的・対話的な学習
を通して知識や技術を身に付け、
主体的により良い生活を創造して
いくことができる能力の育成に努
める。

　どの学年もほとんど全員の生徒が、生活デザイン
コースでの学習が実生活と深く関わっていることを認
識し日々の学習に取り組んでいる。今後も、生徒の生
活の実態や興味関心を踏まえ、教材の工夫をしていく
ことが必要である。

　高度技術者招へい事業やものづくりマイスターな
ど関係機関の事業を活用しながら、専門的な技術を
もつ外部の講師を招き、生徒の興味関心を高める。
また、企業見学などを実施し、学校で学んでいるこ
とが将来の進路につながっていることを認識させる
など、生徒が主体的に学習に取り組むことができる
ような授業方法を積極的に取り入れていく。

目標を持って検定試験や資格試験
に取り組ませることで、生徒自身
の成長を実感させ、進路も意識さ
せるように取り組む。

　どの学年もほぼ全生徒が、検定試験に意欲的に取り
組んでいる。３年生になると受ける検定数は減るもの
の上位級になるが、意欲的に取り組む姿があった。ま
た、合格したことによって生徒の自信や上位級への意
欲につながっている様子であった。今後、生徒個々人
の能力に応じてサポートし、検定の合格率をより高め
ていく手だてが必要である。

　教材をしっかりと選定し、基礎的な知識技術が定
着させられるように指導していくとともに、適切な
時期に適切な難易度の検定を受けさせるようにす
る。また、３年間の見通しをもって取り組めるよ
う、授業計画を生徒に示すなど検定への動機づけを
工夫し生徒の向上心を刺激していく。

ＰＴＡ活
動・安全
管理

専門商業
系指導

専門家庭
系指導

専門工業
系指導

専門農業
系指導


