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本年度の
自考自成 高い教養 果断の挑戦重点目標

担
重点目標 具 体 的 方 策 総 合 評 価

当

緊急時における学校連 (1)きずなネットのアプリの登録 きずなネットのスマホアプリ活用を進めたことや、
総 絡網と情報収集システ を徹底し、緊急時に迅速に情報 職員安否・参集状況確認のシステムの継続利用によ
ムの円滑化を図る。 を配信・受信できるようにする。り、緊急時における学校連絡網と情報収集システム

務 (2)安否確認を行う意識の向上を の円滑化を図ることができた。
図る。

部 (3)情報収集の簡便化を図るた
め、きずなネットやあいち電子
申請システムに替わるシステム
を探す。

(1)新学習指導要領の実 (1)昨年度取りまとめた各教科か SS＆SG教科のまとめ取りや出張・年休、さらに講師
教 施に向けて、新しい教 らの要望を原案として、新教育 数も多いので、時間割変更が非常に複雑で、時間割
育課程を編成する。 課程を編成する。 担当の業務負担が非常に大きい。それでも教務部員

務 (2)教職員が一致協力し (2)これまで未検討であった部分 がそれぞれの役割分担を着実に果たすことで、滞り
て生徒の指導にあたれ の内規について検証し、整備す なく教務の仕事が回っており大きく評価できる。新

部 るように、継続して内 る。 教育課程に関しては、検討を重ね二つの案を作成し
規の整備にあたる。 たが、教科書検定が来年度になることや、大学入試

で用いられる科目に関する不確定要素が強く、一案
に確定するには至らなかった。来年度は本校の未来
を見据えた新教育課程の編成に全力で取り組まねば
ならない。

(1)品位ある身だしなみ (1)身だしなみ指導、立ち番指導 身だしなみや生徒指導については、教職員の共通理
生 を心がけ、責任ある行 などの充実と情報モラルの実践 解と一致協力のもと、どの学年の生徒も概ねきちん
動がとれる生徒を育成 を促すことで、生徒の意識の向 とした身だしなみで落ち着いた生活を送ることがで

徒 する。 上を図る。 きた。保護者の評価も高く、制服の着こなしに関す
(2)遅刻指数１％未満を (2)担任との連絡を密に取り、生 る家庭での理解と協力が得られていると考えられる。

部 目指す。 徒の精神状態や遅刻の要因を考 交通安全については立番時の指導や校外での見回り
(3)交通安全や交通マナ 察し、遅刻の防止に努める。 指導、交通講話の工夫により昨年並みに事故件数は
ーの遵守を徹底する。 (3)生徒への啓発活動を工夫し、 少なかった。特別活動においてはボランティア参加
(4)教育相談の充実を図 命の大切さを理解させ、交通マ に対する理解と協力態勢が一層高まり、生徒会行事
り、不登校生徒数を１ ナーを守らせる。 全般についても参加意識の高さが見られた。
％未満に抑える。 (4)Ｈ・ＳＲＴ委員会や教育相談
(5)学校行事、部活動、の充実を図り、いじめの未然防
ボランティア活動など 止や早期発見に努めるとともに、
に積極的に取り組むこ 多様な問題を抱えている生徒へ
とのできる生徒を育成 の理解を深める。
する。 (5)行事を運営する生徒への声か

け、部連会や激励会の開催、各
種ボランティア事業の広報を通
して生徒が積極的に参加できる
土壌を整備する。

１年 将来を見通して、１年 一人ひとりの特性をつか 各学年で、進路目標達成に向け、面接、集会、進路
進 高い進路目標を築き上 み、文理選択をはじめとした、 行事を通し適切な指導を行った。１年生は担任面接
げさせる。 将来の目標や希望を尊重した進 をこまめに行い、高い進路目標を設定させるように

路 ２年 高い進路目標を 路目標を主体的に設定させ、そ 努めた。２年生は高い進路希望を持続させ、主体的
設定し、その希望を持 の実現に有効な志望学部・大学 に学習に取り組めるよう冬休み一日学習会などを実

指 続させ、意欲的に学習 を決めさせる。 施し、進路検討会での検討事項を担任面接等で生か
に取り組ませる。 ２年 進路行事（進路講演会、 し、３年生への足がかりを作った。３年生は補講・

導 ３年 進路希望を高く 学部・学科および大学別説明会）学習会・個別指導を通して確かな学力を養成し、き
持ち、最後まで志望を や担任面接などを通して、高い め細かい担任面談を行い、最後まで志望を貫く指導

部 貫く姿勢を持続させる。進路目標を維持させる。 を行った。
３年 学年会と連携して、安易
に志望校をあきらめないよう指
導するとともに、大学別の説明
会や補講・学習会を充実させる。

保 (1)安全面に留意し学校 (1)事故と怪我の実態を把握し､ 目標達成に向けて生徒・職員で協力してきた。今年
管理下(授業・部活動・ その原因を究明し、減少を目指 度のアンケートの結果や実績から考えると十分に評

健 学校行事)の事故・怪我 していく。 価していただけたものと思う。ひき続き３つの目標
の減少を目指す。 (2)掃除や緑化の重要性を美化・ を掲げて、その目標の達成を図っていきたい。今年

部 (2)校内の美化・緑化活 緑化委員を通じて認識させ、清 度の反省・評価を踏まえて生徒の健康や安全、環境



動へ生徒を誘う工夫を 掃活動の改善をすすめる。 の美化・整備を学校全体としても考えていきたい。
施し、マンパワーの補 (3)委員会の活動を定期的に行 教員生徒の心身が健康で、校内が持続可能な環境で
強に努める。 い、生徒の自主的な活動を広げ あるように整備や美化・点検を今後も図っていきた
(3)各委員会活動(保健 させる。 い。
・美化・緑化)の充実を
目指し生徒の自主性の
涵養を高めていく。

図書館の運営方法およ (1)図書館だより、図書館報「学 (1)図書館を使った授業や教養講座の実施、タイムリ
図 び図書館活動を検討し、而」などを通じて読書活動を推 ーな図書の展示によって、図書館の利用が活性化し
書 実施する。 進する。 た。しかし、授業目的以外で本を借りる生徒の増加
情 (2)生徒・職員の役割分担を検討 には、さらなる工夫が必要である。
報 し、適切な図書館運営ができる (2)昨年に比べ、図書館の業務の効率化は進んだ。し
部 ようにする。 かし、その結果としての図書委員による読書活動の

推進まではできなかった。

(1)ＳＧＨ指定終了後の (1)ＳＧ専門委員会にて、各学年 文科系課題研究については、ＳＧＨの指定が終了し、
Ｓ 文科系課題研究のあり の研究の進捗状況や都度の課題 ＡＧＨに指定される今後が重要な時期となる。全職
Ｇ かたを考え、準備を進 について情報を共有し、来年度 員が共通理解をもって、３年間の指導にあたること
部 める。 以降の３学年にわたる指導計画 ができるよう、体制の構築に引き続き取り組みたい。
(2)姉妹校交流事業につ を立てる。その際、新教育課程 国際交流係については、初年度として良いスタート
いて、国際交流係の生 の編成も鑑みて計画を立案する。を切ることができたと考える。係の生徒が意欲的に
徒を中心とした受け入 (2)３０名超の組織としてできる 活動に努める現状を鑑み、姉妹校生徒の訪問時に限
れ体制の整備を図る。 ことを、係生徒の意見を取り入 らず、年間を通して行うことができる活動を計画し

れながら考え、実行に移す。受 たい。
け入 れ体制の整備に際しては、
過去に有志生徒を募り、式典の
進行やクラスでの世話を行った
際の生徒 の変容およびその際
に浮上した課題を考慮する。ま
た、各取り組みの終了後には見
直しを行う。

(1)時習館高校の生徒と (1)学校での生活指導、学習指導 基本的な生活習慣について、もともと高い意識を持
１ して相応しい基本的な を通じ、日々の学校生活で、心 っていたと思われるが、継続的な声掛けと注意喚起
年 生活習慣、学習習慣を 身の健康状態が高く保たれ、継 により、定着させることができたといえる。自分の
学 身に付けさせる。 続的な学習習慣が身につくよう 将来像を持たせることに対しては、類型選択をきっ
年 (2)自らの行動を振り返 支援する。 かけに考えさせることができた。今後さらに学習や
会 り、主体的に自分の課 (2)学習、各種行事、ＳＳＨ・Ｓ 学校行事等を通し、望ましい勤労観、職業観を育て
題を発見し、その解決 ＧＨ事業などを通じ、学習目的 させたいと思う。
策を考察できるように を明確にし、生徒自身がさまざ
する。 まなことに興味をもって、主体

的に取り組めるように支援する。

(1)時習館高校の中心学 (1)学校での生活指導を通じ、日 行事や部活動、探究・発表などの経験を通じて、主
２ 年としての自覚を持ち、々の学校生活で、心身の健康状 体性や調査・情報処理能力、伝える力などを確実に
年 「自ら考え、自ら成す」 態が高く保たれるように支援す 伸ばすことができた。学習面では、夏季や冬季の学
学 の生活態度を身につけ る。 習会で基礎や発展、志望大学別の講座を開設したと
年 さる。 (2)各教科が明確な学習指導目標 ころ、生徒が学習進度状況や進路希望に合わせて積
会 (2)前向きな志望・進路 ・課題を生徒に伝達し、生徒自 極的に参加するなど、意欲が高まった。学校行事や
を自己決定できるよう 身がどう学習に取り組めば成果 部活動・探究の発表の準備などで忙しく、平日の学
に、高等学校の学習全 が出るか、見通しを立てた上で 習時間がなかなかとりづらい生徒もいたが、早朝や
般の習得に努力させる。前向きな努力が継続できるよう 休み時間などに時間を捻出して、集中して学習に取

に指導する。 り組む姿勢が見られた。

(1)最上級生としてふさ (1)学年団全体で育てたい生徒像 生徒の進路目標達成に向けて、授業を中心に、個人
３ わしい模範的な学習・ や指導方針を共有し、最高学年 面談や学年集会などの機会を捉えて、高い進路目標
年 生活を実践し、自分に としての自覚のもと、自立的に の堅持、その実現に向けた学習のあり方、継続的な
学 克ち自分を生かすこと 場に応じた行動がとれるよう継 学習習慣の重要性などについて継続的に指導をして
年 のできる「自考自成」 続的に指導を行う。 きた。生徒も真摯に耳を傾け、粘り強い努力を積み
会 を体現する生徒を育て (2)適した情報を元に個々の志望 重ね、学力を着実に向上させることができた。また、
る。 に応じた進路決定を促す進路指 最上級生としての自覚を持ち、学校生活の様々な場
(2)高い進路目標を堅持 導と、授業を中心に据えた計画 面において、最上級生として恥ずかしくない態度で
し、その実現のために 的な学習指導により、明確な進 学校生活を送り、３年間で心身ともに大きく成長す
妥協することなく最後 路目標と自律的な学習姿勢を兼 ることができた。
まで粘り強く努力し、 備した学習者としての資質を育
学習に真摯に取り組む てる。
ことのできる生徒を育
てる。




