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〈１〉

項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

楽しくわかりやすい授業を目指し､ 全職員が楽しくわかりやすい授業を目指し､ 若手教員による新しい授業づくりの研究が
授業改善に積極的に取り組む等、 積極的に授業改善に取り組んでおり、その スタートし、これまで以上に授業改善の気
校内研修の充実を図る。 成果が生徒の授業満足度にも反映されてい 風が高まってきた。この流れを発展させ、

る。授業公開等も進んでおり、校内研修の さらなる向上に結びつけていきたい。
１ 充実も図れた。

教育課程・
学習指導 学習効果と将来の進路の関連を図 教員は、ほとんどの生徒が進路実現に向け １、２年生の達成状況が低いので、進路指

り、主体的な学習態度を育成する｡ 主体的に学習に取り組んでいると感じてい 導部や家庭と連携して早い段階から進路に
る。しかし、生徒の評価は年々向上はして 対する意識を持たせるよう、積極的な情報
いるものの、目標を下回っている。進路指 発信に努める。主体的に学ぶことが進路実
導に関する生徒の評価は、目標を上回って 現へつながることを授業のみならず、様々
いることを考えると、生徒の意識が主体的 な機会をとらえて伝えていく。
な学習態度へつながっていない現状がうか
がえる。保護者の学校や学習に対する理解
度は大幅に向上した。

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 登校指導や検査の方法などを工夫すること
る態度や自主的に身だしなみに気 指数を上回った。しかし、全体では達成で によって、さらに意識の向上や自主性が培

２ を付け、礼儀正しい生活態度を育 きたが、目標指数にわずかではあるが届か われていくよう地道に指導を続けていきた
生徒指導 成する。 なかった学年（３年生の挨拶）もあった。 い。

生徒の主体的活動や各種発表会等 ２・３年生は昨年度と比べ、数値の落ち込 今後も学年が上がっても数値が落ちていか
への参加を促し、部活動や生徒会 みはほとんどなく、教職員、生徒とも80％ ないよう、引き続き部活動や生徒会に働き
各種委員会活動の活性化を図る。 以上と目標指数を上回ることができた。 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て希
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､ 望の実現するとともに、決定先においてミ
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 スマッチがないよう、さらなる意識を高め
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 ていく必要がある。継続的な情報の提供に

た。１、２年生については、多くの生徒が 取り組んでいきたい。
ＬＨ・パワーアップタイム等を通じて、進
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。課題としては、８ク

ラスの新３年生に対する指導体制の確立が
挙げられる。

ＨＰ等の充実を図り、適時に適切 目標値をクリアできなかったが、その原因 進路指導に対する保護者の十分な理解を得
な情報を生徒及び保護者へ提供す は、通信やＨＰは広報的な色彩が濃厚で、 るために、ＨＰの充実や更新の頻度の増加､
る。 差し迫った情報を提供するものではないこ また、紙面の充実等を通じて、適切で丁寧

とが考えられる。また、ＨＰでは更新の頻 な情報発信を目指していきたい｡
度をあまり多くできなかったことや、進路
先の情報が２学期後半になったことが誘因
として挙げられる。

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 各クラスに救急セットの設置を継続し、自
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。教室に ら健康管理を行い、健康への意識向上を図
ができるよう取り組む。 設置した救急セットを利用することで保健 る。また、健康診断後の内科・眼科・歯科

室利用者数も減少傾向となり、自ら健康管 の受診について、適切な時期に受診勧告・
理をする生徒も増加してきた。課題として 指導を行うとともに、保護者の協力や保健

４ 健康診断後の内科・眼科・歯科の受診率が 委員会の働きかけのもと、受診率の向上に
保健管理 低いので、受診を促す指導が必要である。 取り組んでいきたい。

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へは
ミの分別や身の周りの整理・整頓 美化委員による呼びかけや、教員からの生 具体的な指導が必要と思われる。そういっ
に留意する。 徒への働きかけが環境美化につながったと た指導を十分行うなど、次年度以降も今年

思われる。しかし、積極的に清掃活動に取 度同様地道な活動を行っていきたい。
り組んだり、環境美化を考えて動いたりで
きる生徒は多くない。

新入生対象の図書オリエンテーシ 今年は司書が着任されたので、効率的に仕 各クラスの図書委員が、図書関係の刊行物
ョンを実施し、図書館便りや新着 事を進めることができた。図書オリエンテ がきたことをＳＨで皆に知らせる。また、
図書紹介を発行する。 ーション・朝読書・図書講演会・読書指導 掲示場所を教室だけに頼らず、たくさんの

・図書館だよりや新着図書紹介等の定期的 生徒が目にする図書館写真ニュースや学校
な発行など、生徒たちに対する図書館活用 行事の写真、坂井高校生が活躍した新聞記
の働きかけを継続的に行うことができた。 事のコーナーにも工夫して掲示する。その

. 図書室の利用者や貸出冊数は昨年と比較す 他、放送部に依頼して、お薦めの本を校内
ると、約10％増加している。しかし、教室 放送で紹介してもらい、広報活動に努める｡

５ 掲示の図書刊行物に気付かない生徒が58％
図書指導 もいたので対策が必要である。

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

た。図書館蔵書に対する満足度は、昨年度 徒や教職員の希望を考慮しながら、幅広い
は85％であったが本年度は97％に向上した｡ 分野での選書に努めたい。
今後も朝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 生徒・保護者・教職員ともに目標指数を上 地域交流祭の案内に関しては、主管を明確
どの学校行事への参加を促し、協 回り、特に、昨年目標に届かなかった教職 にしながら、案内を出す時期を改善してい
力・連携の強化を図る。 員対象の指数が100％と向上し、学級担任 くのがよい。

の努力がうかがえる。また、ＰＴＡ進路委
６ 員会における初の活動実績を残すことがで

ＰＴＡ活動・ きた。
安全管理

生徒の防災に対する意識向上のた 教職員・生徒に対するアンケートで、いず 従来の避難訓練は火災や地震が起きた場合
め、教育活動全般を通して防災教 れも90％を超え、目標指数を達成している｡ の初期対応的な訓練であるが、今後は大災
育に取り組む。 しかし、これからは通常の避難訓練に満足 害が起きた場合の、地域住民・保護者と連

しないで、新しい訓練も取り入れるように 携した訓練、また、緊急地震速報装置を用
したい。 いた緊急訓練なども視野に入れていくべき

であろう。

実践的・体験的な学習を通して、 インターンシップや地域交流祭に向けての 今後も大学や企業との連携事業を増やし、
生徒の問題解決力育成に努める。 商品開発・販売実習・植物工場での生産開 また、地域の販売所（ゆりの里公園農産物

始、大学との連携など、実践的・体験的な 販売所やいねす）を活用して体験的学習に
学習をする機会が増え、生徒たちもより前 取り組ませ、校内販売所運営へとつなげて

７ 向きに学習に取り組むようになった。 いきたい。
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を達 目標となる資格取得の受験回数を増やした

の活性化に努め、生徒の専門力向 しているが、達成率は昨年より下降した。 り、放課後の補習活動を充実させたりして､
上を目指す。 農業クラブでは学科全体への環境調査依頼 生徒の意識向上や合格率アップに努めたい。

や、地域交流祭を利用した活動報告など広 資格取得や農業クラブ活動に対して、生徒
報活動を行うことができた。しかし、担当 への活動の呼びかけや取り組みなど、教職
者だけが指導に当たるため教員間の連携が 員全体で行っていく。
不足し、教職員の達成率が目標値を下回る
結果となった。

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 取り組みが出来なかったと回答した生徒が
調性を養い知識や技術を身につけ､ 組むことができたが96.6％の達成率をあげ 実際にいるため、基礎・基本を定着させ、
職業人としての意識づけに努める｡ ることができた。実習など実践的・体験的 さらに興味関心がもてるような指導を通し、

な学習を通じて仲間と協力する大切さなど 着実に成長できるよう指導して行きたい。
８ 職業人になるための意義が育まれていると

専門工業系 考えられる。
指導

検定試験や資格試験に取り組ませ 89.9％の生徒が取り組めたと回答している。 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 意欲的に検定試験や資格取得に挑戦する生 からも挑戦可能な環境づくりを行い、挑戦
に取り組む。 徒が増えてきている。また、国家資格取得 させその成果をアピールすることで、生徒

率は１年生41％、２年生累積80％、３年生 自ら次の目標を見つけ努力できるよう指導
累積76％と高水準にある。 していきたい。

外部講師の授業や地域活動を主体 楽天との事業では９割の生徒が積極的に取 地域の課題を見つけ、考える授業や地域の
的に捉え、課題解決能力の育成に り組み、目標指数を上回った。また、地域 人との交流の場は今後も継続して実施して
努める。 の人を対象としたパソコン講座では、自分 いきたい。様々な事業に対しては教員が先

たちが学んだ成果を伝えることができ大き 回りすることなく、計画の段階から生徒主
９ な自信となった。今年度の反省点を次年度 体で動けるように支援していきたい。

専門商業系 につなげていきたい。
指導

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 検定試験を一つの目標とし、資格を取得す
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。３年生は約７割 るという結果とともに前向きに取り組む過
に学習する能力を育成する。 の生徒がコースで学んだことを活かした進 程の大切さを今後も伝えていきたい。また､

路選択をしており、３年間の成果が出てい 検定試験のみを追うのではなく、身近に起
る。しかし、若干名の生徒ではあるが、不 こる経済の事象等を取り上げるなど、ビジ
満を持っており、個人に対応したきめ細か ネスに関する興味関心が高まるよう工夫し
い指導の必要性を感じている。 ていきたい。

実践的・体験的な学習を通して知 生活者への理解を深めさせるため、実験・ 専門的な知識や技術を身に付けさせるため､
識や技術を身に付け、生活者への 実習を多く取り入れ、教材を厳選した授業 外部講師を招聘したり、大学見学や企業見
理解を深めさせる。 を行ったり、外部講師を招聘したりした。 学に行ったりする。

保護者会等で３年間の学習内容案を提示し 教員主導の授業から生徒たちが自主的に研
たりＨＰに掲載したりして、保護者にも本 究する授業を増やす。

10 コースの教育活動や学習内容に比較的満足 本コースの教育活動や学習内容をＨＰ等を
専門家庭系 してもらっている。 通して外部に発信し、理解を促す。
指導

目標を持って検定試験に積極的に ほとんどの生徒が目標を持ち、合格に向け 検定の意義や付けたい力を生徒に説明し、
取り組み、優れた技術を身に付け て積極的に取り組めた。 適切な教材を選定して、しっかり目標を持
させる。 検定科目について苦手意識を持っている生 たせ、取り組ませたい。

徒も少なからずいるので、その意識を払拭 生徒の苦手意識を払拭するために基礎・基
する手立てを考える。 本が定着する手段を検討し、教員同士で情

報を共有していく。


