令和 2 年度
視点

教育課程
１ 学習指導

生徒指導
２ ・支援

進路指導
３ ・支援

学校目標
４年間の目標
（令和２年度策定）

１年間の目標

取

組

の

内

容

具体的な方策
評価の観点
〇組織的な授業 ① 「主体的・対話的で深 ① 「主体的・対話的で深い学 ① グループワーク、課題解決
改善に取り組
い学び」の授業実践及
び」（協働学習）の視点及
学習、プレゼンテーショ
み、生徒一人ひ
び家庭学習習慣の確立
び ICT を取り入れた授業を
ン、レポート作成の指導、
とりに対するき
を進め、基礎基本の定
実践する。自らの知見を高
ICT の活用、G Suite の活用
め細かな指導と
着と向上を図り、思考
め、生徒による授業評価及
に取り組めたか。互見授
家庭学習習慣の
力・判断力・表現力、
び定期試験・模試等の結果
業・研究授業・職員研修・
確立を通して、
英語力、コミュニケー
を授業改善に還元する。互
教科協議を実施できたか。
主体的に学ぶ姿
ション能力等の向上を
見授業・教科会・研究授
生徒による授業評価の「か
勢を育成する。
図る。
業・職員研修を充実させ、
なり当てはまる」の回答率
② 国・県の動向を注視
組織的な授業改善に取り組
を昨年度より高められた
〇国際的視野の
し、新学習指導要領及
む。また G Suite の活用、
か。家庭学習時間は昨年度
涵養と豊かな語
び本校の基本方針に基
面談指導等により、家庭学
より増加したか。
学力・コミュニ
づいた魅力ある新教育
習習慣の確立を図る。
② 新学習指導要領及び本校の
ケーション力等
課程を編成する。
② 新学習指導要領及び本校の
基本方針に基づいた新教育
を育成し、国際 ③ 国際交流事業の体系化
基本方針に基づいた魅力あ
課程を編成できたか。
社会に貢献する
を推進する。
る新教育課程を編成する。
③ 国際交流など国際教育の取
高い志を持った
③ 留学生受入れ、海外研修等
組を行えたか。
グローバル人材
への生徒参加、国際交流等
を育成する。
を推進する。
〇学校生活、特 ① 学校行事等を通して生
徒が主体となって「お
別活動を通して
もてなし」の気持ちを
豊かな人間性と
持って計画的に運営
社会性・規律意
し、達成感を持てるよ
識を備えた生徒
う指導する。部活動を
を育成する。
活性化するとともに、
健康管理・基本的な生
〇自主・創造の
活習慣・自己管理の確
意欲と協調・協
立、学習との両立を図
働の精神を持
るよう指導する。
ち、望ましい人 ② 人権を尊重し、自他の
生命を大切にする「い
間関係を構築で
のちの教育」を行うと
きる生徒を育成
ともに、心身ともに健
する。
康な学校生活を送れる
よう学校内外の教育相
談体制の充実を進め
る。
〇高い志に根ざ ① 高大接続改革に対応す
る進路指導、組織的で
した第一希望の
個に応じたきめ細かい
進路実現に向け
面談指導等を通して、
て、３年間を見
生徒の進路意識を早期
通した進路指
に高め、第一希望進路
導、個に応じた
を実現する指導を行
きめ細かい面接
い、進路実績の向上を
指導などを段階
図る。
的かつ系統的に
②
英語検定等を活用して
実施する。
４技能の英語教育の充
実を図り、英語をツー
〇英語検定、
ルとして使える人材を
「総合的な探求
育成する。また「総合
の時間」等を活
的な探究の時間」の探
用して、４技能
究活動を通して、言語
の英語教育の充
能力、コミュニケーショ
実、言語能力・
ン能力、課題解決力など汎
コミュニケーシ
用的能力の向上を図る。
ョン能力・課題
解決力等を伸長
することで、進
路実現につなげ
る。

① 学校行事・生徒会活動・部 ① 各学校行事等において生徒
活動等の支援体制の充実を
が主体となって計画的に運
図るとともに、学習との両
営したか。生徒アンケート
立を図るよう指導し、主体
では満足度が高いものにな
的な態度を育成する。また
ったか。遅刻者を昨年度よ
生徒に規範・規律の意識を
り減少できたか。また時間
確立させ、全職員で遅刻防
管理を徹底させることがで
止・挨拶・身だしなみ、情
きたか。部活動加入率を昨
報モラル等の指導に当た
年度高められたか。
り、品位ある生活態度と社
会性を身につけるよう指導 ② 「いのちの教育」を実施で
きたか。組織的な教育相談
する。
② 生徒理解に努め、教育相談
支援体制のもと、外部と連
体制の構築・外部との連
携を図りながら生徒を支援
携・職員研修等により、支
できたか。
援の必要な生徒へ適切な支
援に当たる。
① 最 新 情 報 の 提 供 、 面 談 指 ① データ分析会を３回実施でき
導、三者面談、インターン
たか。生徒の進路意識及び進
シップ、個人データ・学年
路実績を昨年度より高められ
通信・学年集会等の活用、
職員対象模擬試験等の分析
たか。
会等により、生徒の進路意
識の早期啓発と高い志の進 ② 英検準２級の取得率を 10％
路実現を支援し、進路実績
向上できたか。探究活動の環
の向上を図る。
境整備・内容の充実を図れた
② 英語科と連携を図り、英語
か。生徒発表会を実施できた
検定準２級取得率 10％向上
に取り組む。また「総合的
か。
な探究の時間」の探究活動
を更に進め、成果を生徒発
表会として実施する。

視点

地域等
４ との協働

学校管理
５ 学校運営

４年間の目標
１年間の目標
（令和２年度策定）
〇PTA・同窓会・ ① 保護者・近隣の小中学
地域との連携・
校、地域との連携を強
交流を深め、地
化し、開かれた学校づ
域に開かれた学
くりを更に進める。
校作りを推進す ＨＰ・まちコミ等で迅速
る。
かつ効果的な発信と内容
〇「国際社会で の充実を進める。地域に
貢献する高い志 おける生徒の交流を進め
を持つグローバ る。
ル人材の育成」
をスローガンに
国際教育、英語
教育、芸術教育
を県民に積極的
に発信し、意欲
ある生徒の獲得
を目指す。
〇教育公務員と
しての高い使命
感と倫理観を持
ち、事故不祥事
防止に取り組む
とともに、協働
とライフワーク
バランスを意識
して職務に取り
組み、働き方改
革を推進する。
〇保護者・地
域・県民からの
信頼と期待に応
える安心・安全
な学校づくりを
進める。

① 事故不祥事防止に向け
た教職員の意識を高め
る取組を徹底して行う
とともに、心身共に健
康で職務を遂行するよ
う協働意識を高め、働
き方改革を推進する。
清掃や美化指導、SDGs の
理念に基づいた環境教育
を通して、生徒自らが学
習環境を整える態度、社
会性や公共心を育成する
とともに、安心・安全な
教育環境を整備する。ま
た防災意識の向上と防災
体制の充実を図り、防災
力を強化する。

取

組

の

内

容

具体的な方策
① PTA 幹事校として PTA 活動を
支援する。小中学校・地域
等と連携した取組を推進す
る。学校運営協議会を開催
し、学校評価及び得られた
意見を教育活動に活用す
る。
ＨＰ・まちコミ等の迅速な更新
と内容の充実、生徒の活躍をア
ピールする学校説明会、地域で
の生徒発表会等を展開し、効果
的に本校の魅力を発信する。

評価の観点
① PTA 幹事校の役割を支援で
きたか。小中学校等と連携
した取組を行えたか。学校
運営協議会での評価を活用
できたか。
ＨＰ・まちコミの更新回数を
10％増加できたか。タイムリ
ーに情報発信できたか。学校
説明会等で効果的な情報発信
を行い、志願者数が増加した
か。地域で生徒が活躍する場
を維持できたか。

① 不祥事ゼロプログラムに基
づき、事故防止会議・職員
研修等を通して、適切な生
徒指導、ハラスメント防
止、成績処理、推薦入試業
務、入学者選抜業務、会計
処理など各種業務での事故
防止を徹底する。業務の効
率化、協働体制の強化を図
り、ICT 機器等の効果的な
活用により働き方改革を推
進する。
清掃や美化指導、 SDGs の理念
に基づいた環境教育、美化委員
会の活性化等を進める。また実
践的な校内・地域での避難訓練

① 生徒の人権を尊重した教育
活動を進められたか。職員
研修を実施し、事故・不祥
事を防止できたか。教職員
が協働意識を持ち、業務の
効率化、ICT の活用を進め
られたか。
衛生的で落ち着いた教育環境
を整備できたか。生徒の環
境・美化意識を高められた
か。生徒が自らの学習環境を
整える態度が見られたか。ま
た実践的な避難訓練を実施で
きたか。生徒の防災意識と学
校防災体制を高められたか。

等を行う。

