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生徒一人ひとりの学力を把握し、教職員が共有する。 A
年2回のコース職員会実施と各学年の模試毎、問題冊子
や生徒の成績を各教科担任に配布した

クラス担任だけでなく各教科担任からも個別に面談して
も良いと思う

個々の学習習慣（家庭学習）を定着させる。（1年） A
HRを使い日常と長期休み中の学習計画を立てさせ、生
徒自ら学習に取り組む意識を高めさせた

家庭学習の重要性を説いたため放課後になると一目散
で下校する生徒が多かった事を検討していきたい（１年）

実態に即しながらも高い意識を持たせ、きめ細かい指導により、それぞれ第1志望校
の現役合格をめざす。（3年）

B
模試データを参考に受験大学を選定したが、コロナによ
る入試変更、新テストなどの影響で進路実現に苦心し
た。

今の受験の特徴を生徒・保護者・教員が理解し、より多
方面から多くのアドバイスができるようにする

「総合的な探究の時間」、「大学見学ツアー」等を通じ、進学意識を高め、目標を明確
にさせる。

A
コロナ禍により大学見学ツアーが実施できず文化祭の発
表もできなかったが独自の調査を総合的な学習の時間
を使ってできた（２年）

大学見学ツアーの再検討（未実施に伴う代替企画案）

模試、８限、特編授業、サプリなどを活用し、個々の学力の伸長を目指す。 B
８限を使い共通テスト対策ができたが途中参加の他コー
ス生徒への対応に苦労した（３年）

８限を含めた特編授業については各科コース系統で独
自実施すべきと考える

生徒一人ひとりの学力を把握し、面談を通して計画的に学習できるように指導する。 Ａ
テストが終わるごとに1，２年共に担任面談をすることが
できた。３年は、進路実現に向けて指導することができ
た。

成績が伸びない生徒への支援をコースが考える。

個々の学習習慣を定着させ、家庭学習時間を持たせる。 Ａ
毎日の学習状況を担任が把握し、家庭学習ができてい
ない生徒には声掛けを行った。

時間をかけるだけでなく、内容を充実させるにはどうすべ
きなのかを考える必要がある。

キャリア教育によって、個々の生徒に適応した望ましい職業観・勤労観及び職業に関
する知識や技能を身に付けさせる。また、生徒それぞれが創造的・創作的にテーマに
取り組みプレゼンテーションを行い、ディスカッションを重ねることで、実践的な自己表
現能力とコミュニケーション能力を磨く。

Ａ
1年次の土曜授業では、今を考えるをテーマにグループ
ワークを行った。２，３年はEnglish activityの中で、英語を
使って表現力を高めることができた。

職業観や勤労観に対する意識を更につけさせる。

部活動・生徒会活動など課外活動への積極的な取り組みと勉強との両立をさせる。 Ａ
部活動や生徒会活動に参加する生徒が多く、それぞれ
で活躍している。

一部の生徒だけではなく、コースに所属する全員が勉強
以外にも充実させられるものがあれば良い。

確かな学力、探究心の育成を目指し、授業の充実を図り「主体的・対話的で深い学び
の実現に向けた授業改善」を行う。

A

年間３回の模試を行い、生徒の成績や学習状況などを
継続的に把握することが出来た。小論文模試も学期ごと
に取り組み、１年生から積み上げ実力を向上させていく
カリキュラムを整えた。
また模試に関しては、ただ受けるだけでなく、事前および
事後指導を確実に行うことで、生徒のモチベーションを高
めながら学力向上へと繋げることができた。

各教科の基礎的な学力の向上と定着を確実に行う。レベ
ルの高い、小論文、面接、プレゼンテーションを行うこと
を可能とするスキルアップを目指していきたい。

キャリア教育を行うことで、１人１人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる
能力や態度を育てる。課題研究、プレゼンテーション、ディスカッションなどの経験値
を積み上げることで、知識から正解を素早く出すことよりも、解決すべき課題を発見す
る力や、学び続ける強い意志、協働により課題解決の道すじを切り開く力を育成す
る。

A

１年生は、土曜授業でのキャリア教育、２年生３年生は、
総合的探究の時間を活用し、各自が課題を設定し、それ
に対し、主体的に、また周囲と協働して、問題解決に向
けて取り組んだ。論理的な思考を重ね、プレゼンテーショ
ンを行うことで自己表現能力を磨いた。様々なテーマに
対し、学年の枠を越えディスカッションを行うことができ
た。２、３年生においては、高校生が作った浅間温泉ガイ
ドブック「Asa　Map」を作成し、地元への理解と学を深め
ることができ、地域の発展にも寄与することができた。

地域との連携、高大連携など、視野を広く大局的に学び
のフィールドを広げていく努力をしていきたい。生徒が身
を乗り出し学ぶ姿勢を引き出していきたい。

部活動・生徒会活動など課外活動への積極的な取り組みを促し、多くの人間が関わ
り合うことで、それぞれの持つ個性を洗練し、確固たる「自己肯定感」を有する生徒を
育成し、現代の社会の適応できる「人間力」の実現を目指す。

A

部活動や生徒会活動などの課外活動を通し、多様な価
値観を持つ人間とのコミュニケーション、寛容の精神の
育成を向上させることができた。
集団での活動の中で、社会性を学ぶことができ、粘り強く
継続して取り組む力、困難に対する忍耐力、他人のため
に頑張ることの意義を、深く学ぶことができた。

部活動や生徒会活動によって終えられたものと、学習に
よって得られたものをどのように融合して、より高い人間
力の育成と、社会参画能力の習得につなげていくかを模
索していきたい。そして、その力を進学においては、多く
の本系統の生徒が利用する、総合型選抜や学校推薦型
選抜などに繋げ、その先にあるグローバル社会の中で、
通用する人間になるためのスキルの拠り所となるものに
応用させていきたい。

教員自らが教科指導力を高め、授業の質的向上を図る。 B

系統会において、各学年の系統所属生徒の進路希望、
成績や成績態度などの情報を共有し、授業およびクラス
運営の参考にすることができた。
通常授業の取り組み関しては、教員個々の取り組みに
なってしまった点が課題であった。

系統ととしてお互いの持つノウハウの共有や、授業研究
などを実践していきたい。研修の機会も設けていきたい。

キャリア教育を踏まえ、進路実現のため、適切な支援を行う。 A
美術系大学、専門学校等進学、身に付けた力を活かした
就職という意識付けで指導を心掛けた。

夏の特別授業美術系進学相談会への参加

専門実習の充実と共に学力向上、美大入試科目の充実を図る。 A
発想力、基礎力の強化、必要となる学力の向上に努め
た。

アートセンター（美大予備校）及び美術大学との連携。 A 講習会をはじめ連携した指導ができた。
教員間の密接な連絡による適切な生徒相談を行う。 A 教員間の連絡、情報交換、連帯ができている。

美術・工芸を通した生徒の向上意欲の増進、成長を図る。 A
映像を使用したり様々な情報を伝えて向上意欲の増進
を図った。

公募展に積極的に挑戦したり、更なる美工展の充実を図る。 A デザインコンクール入賞、美工展は充実した。
様々な機会を設け、生徒達により多くの優れた美術・工芸作品に触れさせるよう努め
る。

A コロナの為、地元の美術館や企画展を見学した。 県内、県外の美術館見学の実施

美大進学―就職を意識した、募集活動の検討、実施。 A
学校見学会や美工セミナーにおいてOB、OGの活躍にふ
れ美大進学、就職を見据えた指導を伝えた。

OB講演会を実施したい。

美術大学と連携して中学生に対するキャリア教育の検討。 B
例年美術系大学の教授を招いて講演を実施しているが
コロナ禍で実施できず。

来年度は実施する方向で計画したい。

ＳＳ特別選抜
コース

文理選抜コース

学術探究コース
美術工芸系統

学術探究コース
総合学術系統

総合的な学力の向上を図るべく、計画的
に高校生活を送り、主体的に自分の未来
を拓く力をつける。

希望進路の実現。

生徒の心身の充実。

生徒が潜在的に持つ知的好奇心を喚起
し、主体的な学習意欲、探究心、問題発
見意識などの向上を図る。
多様な価値観を大局的な視野で理解し受
け容れながら、周囲と協働しながら課題解
決を図れる人材を育成する。

生徒作品の充実。

生徒募集活動の活性化。

２０２０年度学校教育評価表（案）

生徒一人ひとりの学力の伸長、及び希望
進路の実現。
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授業を中心におき、基礎学力の定着を図る。朝ドリルを着実に行う。 Ｂ
３年生対象の引退後の火、金の５，６限の講座を今年度
からスタートできた。朝ドリルに代えて英語の速読を行っ
た。（２年）

このシステムを学校の問題とし発展的に検討していかな
くてはならない。

家庭学習を習慣とする。各教科とは別にクラスでの宿題も課す。 Ａ

自主性を備えている生徒と、自主的に学ぶことが苦手な
生徒が存在するので、ここに応じた宿題等の指示を必要
とした。担任として教科担任と連携を密にして宿題を定期
的に与えてもらうことで家庭学習を生徒に促した。

担当の教科担任と連絡を取りそれぞれの生徒に応じた
基礎力から応用力への定着を図る。そのためには宿題
の量を増やし向上を図る。

安定した規則正しい日常生活を送ることにより、人間力の形成を図る。 Ａ

コロナ禍の為、通常の学校開始が７月くらいになった。５
競技の各チーム作りに時間を要した。学習面では、始ま
るまでの間、宿題の送付、オンライン授業を配信した。ま
た、規則正しい生活習慣を行えるように支援も行った。

１～３年生の集会を定期的に開催することが必要。コロ
ナ禍で得た技術を今後も発展活かしていく。

学力と競技力の両者の向上により文武両
道を目指す

学力と競技力を常に比例させ、日々の基礎課題に向き合い、自らの土台作り行う。そ
のためには「継続は力なり」の言葉の意味を理解させ、向上心を意識できる人材の育
成に取り組む。

Ｂ
競技の実績を以て進路の決定につなげることができた場
合は良かったがが、その他の希望の場合は個人指導を
必要とした。

競技を使わずに進学したい生徒への対応を検討する。そ
の場合、受験の教科担任と連携が必要となる。今後の課
題である。

将来の目標となる進路を設定し、努力し、
実現させる

１年次より希望する進路を（学力・スポーツ問わず）設定させ、外部模試等を効果的に
活用し、上位校への進学意識を高める。2年次には具体的な設定とそれに向かった
実力を備えさせ、3年次には希望進路を実現させる。

Ｂ

将来の夢を実現するべく早い段階で進路先を選択し、8
割程度の生徒は志望校への進学が決まった。しかし総
合型選抜と学校推薦型選抜での進路決定が少ないこと
が今後の課題である。

引退後の学習時間、環境等もあるが、２年次の当初より
目標を明確にさせる。受験に対する姿勢を定着させ家庭
学習を充実させる工夫が今後の課題である。

基礎学力の定着が不十分な生徒に対して継続して学び直しの機会を設け、復習をす
ることでそれを定着させる。応用力へ繋げるためにも家庭学習を習慣化する。

Ａ
自主的に学ぶことが苦手な生徒が多いので、宿題等の
指示を必要とする。

担当の教科担任と連絡を取り基礎力の定着を図る。

定期的な集会を催し、問題提起をし、考えさせ、解答を見出す機会を作る。それにより
リーダーシップの育成を行う。自立心を養いコミュニケーション能力を高める。

Ｂ
コロナ禍の為、通常の学校開始が７月くらいになった。５
競技の各チーム作りに時間を要した。

１～３年生の集会を定期的に開催することが必要。

競技ごとに目標を設定し、それに向けての指導計画を作成し、段階的な指導を行う。
生徒個々の特徴を引き出せる指導法を探究する。

Ａ
休日の遠征、練習試合等コロナ禍ではあったが範囲の
中で積極的に行った。

実績を出し、中学生に魅力的なコースにしていく必要が
ある。

学校内における様々な部署と連携を図り、各競技に合った柔軟な指導体制を確立す
る。ハード面の整備を行う。

Ｂ ３年生の卒業記念品としてハード面を充実させている。 早めにアンケートを取るなどし購入器具を決定する。

競技力・競技実績と学力・人格を向上させることで希望進路を実現させる。生徒に適
した進路選択を考えさせ、実現に向けた支援を学年や担任と連携を取りながら行って
いく。

Ｂ
競技の実績を以て進路の決定につなげることができた場
合は良かったがが、その他の希望の場合は個人指導を
必要とした。

競技を使わずに進学したい生徒への対応を検討する。そ
の場合、受験の教科担任と連携が必要となる。今後の課
題である。

進路開拓のため大学訪問を積極的に行う。各競技独自のセレクションに対応すべく、
進路研究も行う。

Ａ 大学との連携を顧問レベルでは進められている。 学校レベルで行えないか検討する。

３年間を通して知識・技術の定着を図り、応用力を養う。また、料理の仕上げや盛り付
け、味の評価を行うことで、総合的な力を身につけさせる。

Ａ

総合調理実習においては、他学年への提供を行い学習
のロールモデルとすることができた。また卒業記念作品
展においては、3年間の知識、技術を生かし、応用的な
料理に取り組むことができた。

総合調理においては、味の評価を行うことができている
が、調理実習においては、毎回味の評価を行なうことが
難しく、引き続き方法を検討していきたい。

校外実習を通して、社会人として必要なマナー、協調性、忍耐力、コミュニケーション
能力などの力を身につけさせる。

Ｂ
コロナ禍でインターンシップ等の校外実習を行うことが難
しかった。

社会人として必要な能力を身に付ける機会を設け、適切
な指導を行う。就職希望者のインターンシップの実施率
を上げる。

きめ細やかな指導により早い段階から目標を持たせ、希望する進路の実現を目指
す。より一層の進路開拓を行う。

Ａ
生徒が希望する進路を実現することができた。飲食関係
ではない就職者の進路先とのマッチングを慎重に行う。

引き続き進路開拓を行い、希望する進路の実現を目指
す。

自他共にそれぞれの長所を磨き認め合う力を育成する。
自分は真面目人に親切の実践。

A
自らが所属する科コースの目指すべき学びの実践を行っ
てきた。他の科やコースにも興味関心を持たせるきっか
けを作ることができた。

多様なコース利点を生かせる企画活動を考えていきた
い。他を知ることで己を知る、寛容の精神で互いを受け
容れあうなどの成果に結びつけることを目指したい。

主体性を育み自治の精神の確立を目指し社会的自立を果たす。 B
各科コースの日頃の実践やキャリア教育を通じ、主体性
を磨き１人１人の自立に繋がるような取り組みがなされて
きた。

各科コースでのさらなる取り組みの発展はもちろんのこ
と、来年度は各クラスの代表の合議による企画に基づく
学年集会の開催など、今後さらに生徒の主体性を引き出
す活動をしていきたい。

学習習慣の定着とそれぞれの学力観とその成果へ結びつける活動。 A
それぞれの科コースで目指すべき到達点への取り組み
努力が行うことができた。

学習面であれば偏差値やGTZなど、成果に結びつく活動
や取り組みをさらに進めていきたい。食物科や美術工芸
系統など専門性の求められる生徒は、実践的な能力を
高めていく。

時代や社会の風を読める人間とそこで通用する人間力の育成。
社会参画力（勤労観や職業観）と生きる力を育む。

B
コロナウィルスの関係で、例年行っているような進路に関
わるような活動が思うようにできなかった。その中で、科
ごとであったり各コースの取り組みを行ってきた。

１年生での遅れを取り戻すことも含め、有意義で効果的
な取り組みをしていきたい。自分たちの将来にとって必要
なものをしっかりとした実感として得させたい。

高校生としての基本的な生活習慣を確立させる。 B
昨年度よりも遅刻が多くなり、ポイント指導で学年面接に
なる生徒が出てしまった

中だるみの雰囲気を消し、進路を控える者としての自覚
をこれまで以上に促していく

基礎学力の定着に加え、様々な分野に関する思考力を高める。 B 授業に加えて、何か＋αをできたはずだ
小論文に対応するためにも、広い視野で物事を考察でき
るような力をつけさせる

自主・自立の精神を持った生徒を育成する。 B
ＨＲ活動だけでなく、生徒会活動・部活動なども通じて、
自らの意志で行動できる生徒が増えてきた

これからも生徒主体になるような活動を提供していく

自己はもちろんのこと、他者への思いやりの意識を持たせる。 B 昨年度の教育講座で培った意識が継続できている これからも意識継続を図る

将来の進路について意識を向上させ、実現のための行動をさせる。 Ａ
進路ガイダンス・進路希望調査・個人面談などを行うこと
で進路の意識は高まってきている

全員が進路決定できるように意識向上に努め、全力でサ
ポートしていく

沖縄研修旅行を通して、平和に関して意識させ、考えさせる。 Ｃ
主権者としての意識や自覚を向上するための学習を実施する。 Ｃ

社会から必要とされ、自分で考えて行動
し、人のために行動できる人材への発展。

１学年

２学年

スポーツ
サイエンス

コース

高いプロ意識を持ち、食生活の向上及び
食文化の創造に貢献できる調理師の育成
と、希望進路の実現。

競技力・競技実績の向上。

学力向上を伴った人格の形成

希望進路の実現。

「自己肯定感」を確立するため、主体的な
姿勢を有しながら、多様性を柔軟に受け
容れ、周囲との協働により問題解決能力
を育成する。それを社会参画や生きる力
に繋げていく。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で実施できなかった

学術探究コース
専修学術系統

食物科

学力向上・人間形成。
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２０２０年度学校教育評価表（案）

基礎学力の定着に加え、様々な分野に関する思考力を高める。 B
日々の授業を大切に考え、学年会で年間を通じて情報
交換を行った。進路に合わせ適切な模擬試験を計画的
に行った。

家庭学習に関して考察していくことが大切である。

自主・自立の精神を持った生徒を育成する。 A
学年会で年間を通じて情報交換を行う中で、様々な事案
に関して、学年会メンバーで知恵を出し、指導することに
より育成は成ったと考えられる。

ケースに応じて専門的な担当者を指導の中に加えること
も必要な場合がある。

自己向上と他者への思いやりの意識を持たせる。 A
日々の生活を規則正しくすることにより自己の向上は諮
られるが、生活面は概ね良好であった。他者への思いや
りも様々な面で持ち得た生徒の存在も確認できた。

生徒に教師がしっかりと向き合うことで実現できることで
ある。根気のいる事である。

希望進路の実現。 A

毎回学年会で進学、就職ともに議題に揚げ事細かに審
議をした。一人一人の生徒に関して共通の認識を持つよ
うに討議し、最終的に希望進路の実現ができるように協
力した。

コロナ禍での進学、就職とも変則的な日程となった。次年
度も予測できる。情報の収集に神経を使う必要がある。

生徒だけでなく教職員の意識も向上するように働きかけをする。 B
各委員会活動の幅は広がったが、教職員の意識を向上
することは出来なかった。

委員長・副委員長の積極的な委員会活動への参加から
先生達の協力をいただけるように仕掛ける。

日常生活における活動や取り組みを数多くするように提案等していく。 A 各委員会活動の幅は広がった。 もっと積極的に取り組ませられるようにしたい。
東日本大震災の復興支援やインターアクトクラブなど、学校外に対する活動を充実さ
せる。

A
コロナ禍ではあったが、コロナで苦しんでいる方達に向け
て支援金を集め、赤十字社へ送ることができた。

漠然と義援金を集めるのではなく、事前に情報を集めて
学習するなど、目的を明確に持って活動を行う。

文化祭の成功。
生徒の自主性や主体性が発揮されるような文化祭になるよう助言をし、生徒たちが達
成感を得られるような文化祭にする。

A
コロナ禍で例年通りの文化祭は開催できなかったが、全
校に喜んでもらえるような文化祭になった。

執行委員会の活動を増やす。

体育祭の成功。 初めて行う行事であるため、計画的に運営し、成功を収められるようにする。 C 今年度は実施することが出来なかった。 来年度は計画的に実施する。

課外活動の充実。
充実した課外活動になるよう、様々な面における現状にあったサポート体制を構築
し、さらに発展させる。

C
様々な大会が中止となり旅費補助の関係の予算の執行
が行えなかった。

次年度繰越金を有効に活用して、課外活動の発展を計
画する。

いじめや差別がない学校作り、ならびに早期発見と早期解決。（生活相談と連携） A
いじめに関するアンケートの実施、生活相談との緊密な
連携で事前防止に留めることができた。

これまで通りの「いじめは必ずあるもの」との前提で慎重
に当たりたい。

悩みを抱えている生徒への配慮、ならびに相談体制の充実。（生活相談・特別支援と
連携）

A
定期的な会議での情報共有に加え、必要に応じて機敏
に行ったケース会議などで対応できた。

相談室の活用の仕方を再考したほうがいい。

学力向上・部活指導・進路指導が効率的に指導されるための生活指導。 A
ポイント指導の定着と活用が奏功し、実績の向上に役
立っている。

今までと同じ意識で継続していく。

教職員側が足並みを揃え、生徒にとって納得が得られる指導方法の構築。 A
ポイント指導の定着と活用が奏功し、良い校風が維持さ
れている。

今までと同じ意識で継続していく。形骸化させない。

男女交際に関する教育ならびに性教育の充実。 A 性に関する教育講座を中心に計画的に充実させられた。
１学年のみならず全校集会で取り扱う機会が必要であ
る。

情報通信端末類ならびにネット（ＳＮＳ・ブログなど）の使い方に関する指導の充実。 B 教育講座の実施などを中心に充実させられた。
1学年のみならず全校集会で取り扱う機会が必要であ
る。

学年会との連携による有機的な指導の検討。 A 学年主任と密な連絡を取り、慎重な指導ができた。 こちらから積極的に学年主任を補佐したい。

懸念や指摘（被害や苦情）に対する迅速な対応ならびに周知徹底。 A 外部からの指摘には即対応ができ、周知もできた。
丁寧な対応を心掛け、地域からのさらなる信頼を得た
い。

校内での盗難の抑止。 A 明らかな盗難は１件もなかった。 先生方には巡視の協力（継続）をお願いしたい。
自転車による事故の防止、ならびに公共交通機関を利用する際のマナーアップ。（交
通安全）

B
生徒の自転車マナーに関するご指摘を数件受けてしまっ
た。

コロナ禍の影響で中止になったスケアードストレートを実
施したい。

在校生と保護者への積極的な情報提供。 A
コロナ禍で機会は少なかったが、PTA会報、PTA理事会
などで情報を提供することができた。

本校の生活指導方針が一層風土化されるよう、機を逃さ
ずに両社に情報を提供していきたい。

受験予定者と保護者への積極的な情報提供。 A 進路講話などの場で十分に伝えることができた。
今までの成果を保つべく、機を逃すことなく努力を傾注し
たい。

生徒が適性や個性を十分発揮できるよう
な進路選択をし、各自の目標を達成でき
るよう、適切な指導と情報提供に努める。

進路講演等の実施、また進学情報誌、進路情報の案内、通信等配布する。 B

進学者向け情報誌は各クラスに配布されているが、各
科・コースにより希望進路が様々なので、十分に活用さ
れていない状況もある。
コロナ禍によるオンラインによるガイダンスは講座数も多
く、より生徒の興味に即したものとなった。
進路情報の掲示は定期的に実施した。

各科・コースの多様な進路希望に対応すべく、情報誌や
通信などもより適したものを手配したい。
キャリア教育としての職業体験の機会をより充実させた
い。

生徒の希望進路について把握し、生徒の
目標や悩みを把握しつつ、それらの情報
を教員間で共有できるよう努める。

進路希望調査・面接等しながら生徒の実情を把握しつつ、科コース、学年、クラス担
任との連携に努める。

B
進路希望調査をもとに、推薦入試出願など学年で情報を
共有してきたが、各クラスで希望　進路が異なるので、学
年内で統一した目標は持ちにくい。

生徒の悩みをより具体的に把握するための進路希望調
査の工夫と、面接指導の実施、また、進路選択の一助と
してのアセスメントツール(職業適性検査など)も検討して
いる。

希望進路実現のための受験対策と学力
向上のための方策を実施する。

ガイダンスや受験対策講座を企画・実施する。 A
信州大学受験対策講座、公務員試験対策講座の実施は
有意義だった。

県内大学の推薦入試対策講座を実施したい。

社会より必要とされ、自ら考えて他のため
に行動することができる人材を育成する。

進路指導部

生徒会活動の充実。

生徒会

３学年

生活指導部

学校目標に則った生徒の育成。

先生方の実効性ある指導が奏効するため
の下支えとなる基本的生活習慣の定着。

現代的で喫緊の課題に対する予防指導
の充実。

問題行動に対する適切な指導と迅速な対
応。

盗難防止、ならびに交通安全と交通マ
ナーの徹底。

生活指導方針の周知・徹底。
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文書・選択表等を期日を決め確実に集める。 A コロナ禍での変更が続いたが、おおむね良好であった。 早め早めの対処を心掛けたい。
授業変更・自習監督の円滑化。 B おおむね良好であったが、偏った部分もあった。 できうる限りの授業変更をお願いしたい。
学科コース主任会・教育課程委員会との連携。 A 順調にできた。 さらなる連携を求めたい。
各教科との連携。 A 問題はなかった。 さらなる連携を求めたい。

学力向上を目指す。 特別授業の充実・新テストへの対応。 B
コロナ禍で特別授業の実施はできなかった。3年総合・専
修などの一般入試に対応した特別編成授業について検
討したい。

今後は実質的な学力向上を目指したい。

年度変更への対応。 通知表・生徒調べ等所書類の見直し変更。 A 変更終了。生徒調べについては食物科は独自作成。 再来年度学級日誌の変更、印刷。

成績処理の円滑な運用。 新しい調査書に対応する。 A
成績に関係する資料等の作成が、担任がスムーズにで
きるようになった。

ＩＣＴ化に伴い、効率的に成績よりなどを行えるようにす
る。新課程に対応した成績処理を行えるようにする。

全校で10月に行われる憲法人権平和教育集会に代わるホームルームでの新型コロ
ナウイルスに関する人権教育を計画実施する。

B
授業で人権に関する映画等を鑑賞し、差別に関する問
題を考えさせた

来年度はホームルーム単位で鑑賞できる人権に関する
DVDを用意する

２学年で行う主権者教育を計画的に行い、選挙権だけではなく、権利と責任について
考えさせ理解を深める。

B
2学年全体ではできなかったが、授業を中心に権利の重
要性と責任の必要性を考えた

2学年を中心に授業での人権教育を計画的に行う

２学年で行う平和教育を計画的に行い、３月の沖縄研修旅行につなげていく。 B
沖縄研修旅行は実施できなかったが、沖縄の少年兵の
DVDを鑑賞するなどして平和教育を実施した

沖縄以外の平和教育も含め検討し実施する

２ヶ月前連絡の徹底。 B
コロナ禍により中止となった行事や変更の連続であっ
た。

早い段階での計画・連絡を徹底したい。

ミスをなくす。 A おおむね出来た。 月暦以外に教科主任からの連絡の徹底。
反省の集積。 A おおむね出来た。 反省事項を次年度以降に生かしたい。
基準の検討。
入試内容の検討。

各教科・教科主任との連携　確認の徹底　教科選択の期限厳守。 A
常に早めにお願いをすることで、余裕をもって提出しても
らうことができた。

今後も同様に先を見通して教科主任へお願いしていく。

円滑な教科書販売ができるような支援。 A
教科書取り扱い業者が変わって２年目になり、円滑な運
営ができるようになっている。

教材のリストの書式を変更したが、さらに細かい部分を
注文時に分かりやすいような様式に工夫する。

視聴覚教材を活用して生徒の理解をより
深められるように、視聴覚教材の充実と利
用を促進する。

各科コースから希望を募り予算化、適切な補充をしていく。また、体育館の放送設備
を更新し、より利用しやすい環境を構築する。

Ａ
計画通り体育館の放送設備を更新し、比較的安定した
放送設備を整えることができた。

機材の修理更新と共に、適切な使用方法管理方法につ
いても全職員で共有したい

図書館利用の活発化。 利用しやすい図書館内の環境整備。広報活動の充実。委員会活動の活発化。 Ｂ
「図書館だより」を発行し、新着本の宣伝ができた。図書
委員会の当番活動など、委員会活動が昨年度に引き続
き活発になっている。

校内ＩＣＴ化計画に伴い、バーコード化の研究をしていく。

読書活動の推進。 生徒が親しみやすい本の選定。読書週間を設ける。 Ｂ
全校生徒にリクエスト本アンケートを実施し、本を選定す
ることができた。

本の選定が難しいので、教職員にもアンケートを実施す
ることを検討。図書館イベント開催に合わせて、読書週
間を設ける。

検診で指摘を受けた生徒への年3回の受診勧告と顧問からの勧告を行い、各科目標
受診率を達成する。

C
コロナウイルスの影響で検診も遅れ、又受診しずらい環
境で受診率も上がらなかった。

担任、部活顧問の協力を得ながら勧めていきたい。

感染症り患者が出た場合、早期に全職員へ周知徹底し、生活習慣を見直させる指導
を促し、感染拡大防止措置をとる。

A
コロナウイルスの感染防止に職員の協力を得て行なえ
た。

引き続き行ないたい。

健康啓発活動の充実。
セルフメディケーションを意識した保健指導を行い、生徒の健康意識と自己責任能力
を高める。

A けが、病気の際直接指導と保健便りで実施した。 引き続き行ないたい。

学習環境の整備。
教師生徒による全校清掃の徹底と、校内巡視による校内美化の注意喚起を行う。
毎日の掃除に窓ふきを追加する。

A
コロナウイルスの影響で、年度当初より教師はアルコー
ル消毒、生徒は途中より除菌が追加されたが校内美化
とウイルス対策に意識して取り組めた。

トイレなど全ての生徒が使う部分は、校内巡視を強化し
たい。

資源の再利用。
ごみの減量化のため、裏紙利用の徹底を行う。
ごみの分別の徹底と、資源の有効活用を行う。

A
清掃・環境両委員会と協力して校内基準での分別、紙
パック、ペットボトルの蓋、空コンタクトケースの回収がで
きた。

容器包装材の分別を検討したい。

防災意識の定着。

年2回の防災訓練の実施。
入学時作成した、登下校における災害発生時の初期避難対応について確認、修正を
促す。
調理室の防災自主点検の実施。

C
コロナウイルスの影響で、密を避ける観点から防災訓練
が実施できなかった。

安心して避難できる方法を検討したい。

学級・学年ＰＴＡ活動の充実。 C
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、学級・学年ＰＴＡ
を開催することができなかった。

来年度は、感染の状況を見て予防対策しながら、活動し
ていきたい。

地区ＰＴＡ活動の充実と参加人数増。 C
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、地区ＰＴＡを開
催することができなかった。

来年度は、感染の状況を見て予防対策しながら、活動し
ていきたい。

委員会活動の推進。 C
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、縮小しての委員
会活動となった。

来年度は、感染の状況を見て予防対策しながら、例年通
りの活動していきたい。

ＰＴＡ研修の充実。 C
新型コロナウイルス感染防止の為、ＰＴＡ視察研修旅行
は中止とした。

来年度は、感染の状況を見て予防対策しながら、ＰＴＡ研
修を充実させたい。

同窓会組織の充実活性化。
同窓会役員と連携を取りながら更なる組織の充実化、活性化を図る。事務局設置を
検討。タイムカプセルの扱い再検討。

C
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、同窓会総会は
実施できず役員による書面議決となった。

中信地区私学助成推進協議会の活動を
展開。

事務局として、活動の運営と次年度への引継ぎを円滑に行う。 B
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、陳情活動を行
わなかった。

来年度活動を再開するために、スムーズに引き継ぎを行
う。

渉外部

教職員、会員相互の連携を図り、より良い
活動を展開する。

成年年齢18歳引き下げに伴い主権者とし
ての自覚を育て、平和で民主的な国家・
社会の形成者として必要な知識・資質を
養う。

他部署との連携を図る。

間違いのない教科書選択。

適正な定員確保のための入試。

環境衛生部

図書視聴覚部

生徒の心身の健康問題の早期発見・早期
対応。

行事企画の円滑な運営。

A
コロナ対策で気を使ったが、無事入試を行うことができ
た。

よりよい定員確保のための方策を考えたい。

教務部

来年度カリキュラムと新課程カリキュラム
の完成。
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漢字検定全校受験によって、漢字や語句の定着や実力アップをはかる。 A 全校受験を継続。合格率をあげる。 問題集購入など学校からの金銭援助を。

小論文模試などを活用し、自己表現力を磨き、入試に必要なスキルを身につける。 A
受験形態に応じて個別指導を行った。今後は全科コース
での実施も必要ではないか。

全科コースでの実施。

テキストの音読、読解などを通じ、読む力、書く力、話す力を総合的に深く身につける
学習を目指す。

A 概ね良好。

新テストに対応できるように、個々に応じた指導を行う。（SS以外の3年生（希望者）に
対して、火・金　古文漢文の8限授業実施）

A
8限授業はコマにも入らず全くのボランティアである。他
教科での実施もない。学力検討委員会等でもっと議論と
実践を。

授業内の指導を最重要とし、生徒に興味・関心を持たせるような指導の向上を図って
いく。

A 株式ゲームを実施し経済への関心を高めた
一方的な授業にならないように生徒からの発信の機会を
増やす

各科目の教育目標を達成できるように、すべての生徒へのきめ細やかな教科指導を
意識する。

A 休校中に課題を出し更にリモート授業を実施した 授業アンケートの活用

思考力・判断力・表現力を育成するよう、授業やテストを工夫する,ICT教材の活用、一
高スタンダードの活用。

A
パワーポイントによる授業と映像を使ったテーマ学習の
実施

生徒による発表（授業）を計画し実施する

成年年齢引き下げに伴い、主権者として
の知識と自覚の向上を図る。

授業等を通して、主権者としての意識と知識を高める。 B
2年の現代社会の授業を中心に参政権の重要性を理解
し高めた

現代の社会で起きている問題をテーマに生徒に主体的
に考える機会をつくる

各科・コースの特徴を活かした授業内容を
実践し、生徒それぞれの学力向上を目指
す。

授業以外でも寺子屋の実施など生徒個々の到達度に合わせた指導を行い、模試な
ど学外の試験を積極的に利用する。一斉テストを行い有効利用することで学力向上
を図る。

A
各科・コース・系統に所属する生徒の能力に合わせて授
業を展開した。必要に応じ、追試験や個別指導を行い、
生徒の学力向上に努めた。

今以上に模試や共通テスト、そして各大学の入試問題の
分析を行い、生徒の学力向上に努めていく。

数学検定の実施回数を増やし、生徒の数
学への興味関心を高める。

補習や教材を充実させることにより事前指導を徹底して行い合格者を増やす。 B
今年度は検定を2回行うことができたものの、受験者数、
合格者数は少数であった。

日頃の授業と家庭学習を充実させ、事前指導も徹底す
る。

全科・コースで、教科書内容を一通りを履修し、高校生として学ぶべき必要最低限の
基礎学力を習得する。

B
コロナで授業数等に影響は出たが、ほとんどの授業で目
標を達成することができた。

目標を達成することができなかった授業もあるので、宿
題の量を工夫するなどを行う。

各教科担任で新テストの出題傾向等を研究し、演習問題などを通じて、生徒の新テス
ト対策を行う。

A
共通テストを受ける生徒が多い授業では、新しい大学入
試の傾向を意識した授業を行い、対策を講じた。

初年度ということもあり、データが少なかった。２年目とな
る次年度はデータも増えるので、より充実したものを目指
していく。

2022年度から新学習指導要領を意識した実験や視聴覚教材等を効果的に活用を図
り、学習内容を身近な現象と結びつけることで、自然科学に対する理解を深化させ
る。

A
演示実験や視聴覚教材・資料集をこれまで取り入れ、身
近な話に結び付けるなど、自然科学の理解の深化を助
力した。

ICTの整備に伴い、特に視聴覚教材を有効に使うべく、
教材研究を進めていく。

学力上位クラスを中心に、問題演習、小テストを行う。知識の定着を図り、知識の活
用を練習を通して、科学的思考力の向上を目指す。また、特別授業を有効利用する。

B
通常授業内で、問題演習や小テストには取り組んだが、
コロナの影響で特別授業を実施することはできなかっ
た。

次年度以降、特別授業を有効に活用し、特に科学的な
思考力の向上を養うための演習の時間の十分な確保を
目指す。

スポーツテスト実施による体力把握。 A 概ね良い。 今年度と同様に行う。
バレー・バスケットを中心として球技による集団スポーツでの体力の向上とコミュニケーション能力の育成。A 概ね良い。 今年度と同様に行う。

柔道による「心・技・体」の重要性の認識。 A
安全面を重視し、生徒に護身術等を重点的に行い取り
組めた。

今年度と同様に行う。

「心と身体のバランス」の重要性についての取り組み。 A 概ね良い。 今年度と同様に行う。

青春期の「性」に対する考え方の取り組み。 A 概ね良い。
学年集会等で行った内容についても授業に取り入れて
いき、時代のニーズに合わせて授業を行っていく。

現代の「少子高齢化」・「社会保障」等の諸問題の取り組み。 B
現実問題として生徒達自身には身近に感じてる生徒と感
じられていない生徒との温度差があった。

より時事問題や新聞記事等を活用し、現在の重要問題
である事を伝えていきたい。

保健授業でのアクティブラーニングの導入。プロジェクターやＰＣ等を使いグループ学習を取り入れる。 A
昨年度よりは確実に実行できたが、より生徒主体の授業
ができるように行う様に勤める。また、今年度はパワーポ
イントをより多く使用し、生徒の理解を得られた。

PC教室や視聴覚教室・プロジェクター等をより活用して
いきたい。

長期臨時休校期間中の学力保障を動画授業などを使いながら補っていく。 B
現状で可能な限り対応し配信したが生徒全員の視聴確
認までは徹底できなかった。

他校などの事例を基に不測の事態に対応できる環境や
システムの構築などを今後も継続して研究していく必要
がある。

定着させた基礎内容を応用した問題解決能力の育成。 A
Daiichi Standardや単語学習などで身につけた基礎知識
をベースに各科コース共に一定の進展が見られた。

インプットした知識をアウトプットする機会をより多く設
け、自ら考える力をさらに向上させたい。

高等学校基礎学力テストを視野に入れた、教科書を最大限活用する４技能を意識し
た授業展開。

B
４技能を意識しながらもコースによって大きな学力差があ
るため全体への徹底は難しかったが、今後に向けての
基盤は構築できた。

基礎学力テストはなくなったが、４技能を意識する方向性
は重要であることから継続して研究をしていく。

長期休暇の各講座に適した課題提示と課題内容理解度の確認。 A
大きな年度計画の変更の中で長期休業に関わらず課題
提示については例年通り適切な対応ができた。

適切かつ適量の見極めをし、最大限の効果を得られるよ
うにしていきたい。

ALTとの連携により、生徒の表現する力を補強しながら、自ら発信する力の育成。 A
SS、文理を中心にＡＬＴと連携して活発な授業が展開で
きた。

時間的な制約の中で最大限の効果が得られるように授
業内容の研究を継続していきたい。

共通テスト・二次対策・私大入試に向けた問題演習と個人指導。 A 各科コースと連携を取りながら適切な指導ができた。
各科コースにより状況に差があるので、単年度の対応で
はなくある程度定型化したそれぞれの習熟度に対応した
プランを構築していきたい。

模擬試験の活用。 A
進学を目指すコースを中心に模試を積極的に受験し、各
担当で適切な事前学習や振り返りなどをすることができ
た。

受験者全体が適切な振り返りができるように教員側から
も引き続きアドバイスをしていく。

英検の受験促進および二次試験面接指導。 A
年々受験者数が増加しており、今後も積極的に利用させ
ていきたい。２次面接指導も一定の効果を得ることがで
きた。

１次試験不合格になる生徒の数が多く、授業内でも英検
対策をするなど対応を考えたい。

教科会として教授法の研究。
大きく変革していく大学入試を見据え、４技能の向上を目指す授業方法の研究と実践
例の共有。

B
教員それぞれでは試行錯誤しながら研究しているが実
践例の共有についてはまだまだ不完全な部分がある。

実践例の共有については積極的に行っていきたい。

地歴公民科

全ての科・コースで理科の基礎学力の定
着を図り、学力上位クラスを中心に、新テ
ストを見据えた確かな科学的思考力の向
上を図る。

学習を総合的に進め、思考力をのばし言
語感覚をみがき心情を豊にし言語文化に
対する関心を高める。

国語科

教科指導の充実。

数学科

基礎学力の充実。

外国語科

保健体育科

体力向上・コミュニケーション能力育成の
ために。

心と身体の育成のために。

進路実現のサポート。

理科
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芸術文化についての理解を深め、生涯にわたり芸術を愛好する心情を育てる。 A
選択した教科の魅力、面白さを年間を通じ各自に実感さ
せられた。

互いに批評し合う等言語活動の充実を図る。（鑑賞教育内などにおいて） A
展示や発表の機会を出来るだけ増やし多くの人たちから
感想など聞ける様に心掛け、又実施できた。

感性を高め、幅広い視野を持ち自己表現していく姿勢を身につける。 A
各科コースの日頃の実践やキャリア教育を意識した自ら
の感性や主体性磨きを各課題の中心テーマとし高めて
きた。

座学と実習を関連づけた学び。
生徒が自ら課題を見つけ、学び、考える力を身につけるため、座学と実習をリンクさ
せた授業を構築する。

A
座学と実習、実験等をリンクさせる授業を構築させること
ができた教科と、コロナ禍により、教科書を進めるだけで
精一杯になってしまった教科があった。

引き続き、座学と実習をリンクさせた授業を構築してい
く。

基礎技術の定着を図る。
実技試験のルーブリック（評価基準）を明確にし、生徒の自主学習を助けて、基礎技
術を身につけさせる。

B
ルーブリックを提示できたものと、できなかったものが
あったが、実技試験に向けて放課後補習を行い、一つ一
つ確認させながら基礎技術を習得させることができた。

すべての実技試験のルーブリックを明確にしていく。

課題研究の充実。
通常授業や特別授業、また課題図書などを通して、食をめぐる社会状況への興味関
心を深め、課題を解決する力の向上を目指す。

B
コロナ禍により、計画していた多くの特別授業を実施する
ことができなかった。

日々の授業を通して、食をめぐる社会状況への興味・関
心を深めていく。

家庭科
（一般教科）

自立した生活を送るための知識や技術を
身につけさせる。

衣・食・住に関する知識の習得のみでなく、実習の充実を図っていく。
新聞記事やワークブックを活用し、契約社会における消費者としての自覚を持たせ
る。

B

すべてのクラスで衣服実習、調理実習を行うことができ
た。衣服実習ではマスク作りを行い、時事問題にも触れ
ることができた。また、問題商法や金融商品について学
び、消費者としての自覚と責任を考えさせることができ
た。しかし、住生活の実習時間を確保することできなかっ
た。

授業計画の段階で、実習時間の確保を優先していくとと
もに、消費者教育ではロールプレイングを取り入れてい
く。

情報の特徴と情報化が社会に及ぼす影
響を理解させる。

情報化の進展が社会に及ぼす影響や個人の責任などの面から情報社会の特性や在
り方を考えさせ，情報通信ネットワーク上のルールやマナー，情報の安全性などに関
する基礎的な知識や技能を習得させる。（情報モラル）

A
ＳＮＳについて、著作権や肖像権について理解が必要。
インターネットを安全に活用することができた。

SNSについて、具体的な例も増えているので示すことに
より理解向上する。カメラ付きの端末についての理解を
向上する。

情報機器や情報通信ネットワークなどを
適切に活用して情報を収集，処理，表現
する。

情報とメディアの特徴，情報のディジタル化の仕組み，情報手段の基本的な仕組みな
どについて理解させる。（文章処理、表計算）

A
基本てきな技術を習得し、思い通りに使いこなせるように
する。

基本的な技術を習得するために、文字を打つという技術
をしっかりと習得させていく。

コミュニケーションを行う能力を養う。
コミュニケーション手段の発達をその変遷と関連付けながら理解させるとともに，情報
通信ネットワークの特性を踏まえ，情報の受発信時に配慮すべき事項などについて
理解させる。（プレゼンテーション）

B
グループワークなどを使い調べ学習や発表をする機会を
作りコミュニケーション能力を伸ばす。

グループでの作業により、協調性などを向上し、プレゼン
などの発表を行う。

それぞれの分野において徹底した基礎力・知識を身に付ける。 A デッサン指導の強化（基礎分野）を徹底できた
想像力・思考力・集中力・持続力・体力の向上を図る。 A 美大受験を見据え必要となる力を身に付けさせた

探究心・向上心をもって制作する姿勢を身に付ける。 A
生徒一人ひとりとのコミニケーションを増やし意欲の向上
を図れた

幅広い視野を持ち自己表現していく姿勢を身に付ける。 A
刺激を与える機会を幅広く計画・実施し、自らの将来を意
識させた

美術工芸を通して生徒１人１人の成長を
目指す。

美術工芸科

情報科

家庭科
（専門教科）

芸術科
芸術の幅広い活動を通し豊かな情操を養
う。（望まし人格の完成）


