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平成 30 年度 学校経営報告書（自己評価）

学校番号 25 学 校 名 静岡県立富士高等学校 校 長 名 杉 山 洋 一

本年度の取組（ゴシック体は重点目標）

取組目標 成果目標 達成状況 評価 成果と課題

ア

富士高生に

ふさわしい

品位ある態

度や行動を

促す。

・｢学校は基本的な生

活習慣を身に付ける

よう適切な指導をし

ている｣と答える生

徒・保護者 90％以上

・「頭髪、服装指導等、

学校の生徒指導に共

感できる（理解して

いる）」と答える生

徒・保護者

90％以上

・｢学校は基本的な生

活習慣を身に付け

るよう適切な指導

をしている｣と答え

た生徒 87％・保護者

91％

・「頭髪、服装指導等、

学校の生徒指導に共

感できる（理解して

いる）」と答えた生徒

74％・保護者 85％

B

（生徒課）全職員が統一

した指導を行っていると

は言えないが、おおむね

達成できている。指導基

準等をより明確に示し、

全職員で取り組んでいき

たい。

（1,2,3 年部）挨拶ので

きる生徒とできない生徒

がいるので、場に応じた

対応ができるようにして

いきたい。

（生徒課）定期的な登校

指導により、指導を受け

る生徒も少なく良い状態

にある。髪飾り禁止につ

いても、殆どの生徒が遵

守している。

（2 年部）女子生徒の髪

飾りについては、説明不

足であったと思われる。

・自転車事故件数 20

件以下

・｢学校の交通事故等

に関する指導は適切

である｣と答える生

徒・保護者 90％以上

・自転車事故件数 26

件

・｢学校の交通事故等

に関する指導は適切

である｣と答えた生

徒 86％・保護者 85％

B

（生徒課）自損事故は減

少したが、被害事故が増

加している。ドライバー

が、考えていること、見

ているところを把握する

能力を身につける。交通

指導、違反者への事後指

導等適切な指導が行われ

ている。

・いじめ０件

・非行等の問題行動０

件

・いじめ０件

・非行等の問題行動７

件

B

（生徒課）学期ごとのア

ンケートにより、適切な

指導はできている。生徒

集団は良い雰囲気であ

る。考査不正５件は、近

年ない数である。試験の

意義等、学校全体での指

導が必要である。

（教育相談室）生徒課に

よる「いじめアンケー

ト」の情報を共有し、発
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覚した時は、協力し合う

体制をとりたい。ネット

上のいじめや、潜行状態

のいじめにも対応できる

対策組織でありたい。

（学校が安心・安全な場

所であるために）

（1,2 年部）ライン等で

不適切な発言をしている

生徒がいるようである。

SNS 等の使い方の指導も

徹底していきたい。

ア

リーダーと

しての社会

性や国際感

覚を育む。

・「富士高生のモラル

やマナーはよい」と

積極的に肯定する生

徒・保護者 50％以上

・「富士高生のモラル

やマナーはよい」と

積極的に肯定した

生徒 34％・保護者

46％上

B

（生徒課）他者への気配

り、思いやりに欠ける生

徒がおり、外部からの苦

情も多くあった。生徒が

主体的に学校のことを考

えより良い行動になるよ

う声掛けを行う。

（1 年部）富士高生とし

ての行動、言動につい

て、もう少し責任を持た

せて生活させたい。

（2 年部）規範意識が低

い。集会時のマナー、ゴ

ミの分別など指導が必要

である。

（3 年部）自転車マナ

ー、通学マナーをもっと

意識させるべき。

・海外研修の参加者の

満足度 90％以上

・他機関が実施する海

外派遣事業等への参

加生徒の増加

・次年度の海外研修の

策定

・他機関が実施する海

外派遣事業等への参

加生徒１名

A

海外研修を隔年実施にし

て、希望者の数も安定し

た。中国人高校生との交

流活動も活発にできた。

イ

主体的な学

びを促し、学

習意欲を高

める。

・｢授業(分かりやす

さ、意欲等)は概ね適

切｣と答える生徒・保

護者 90％以上

・｢授業(分かりやす

さ、意欲等)は概ね適

切｣と答えた生徒

86％・保護者 74％

B

（教務課）授業アンケー

トの結果から見ると、興

味・関心については、

「5.よくあてはまる」の

平均が 35％程度と低

い。

（研修課）授業検討会で

は、実際の授業を見るこ

とができ、他教科でも刺

激を受けた。

（情報処理室）プロジェ

クターの導入によって

ICT の授業での利用が促

進された。
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・「主体的に学習に取

り組んでいる」、「学

校は生徒の学力向上

に努力している」と

積極的に肯定する生

徒・保護者 50％以上

・「主体的に学習に取

り組んでいる」と積

極的に肯定した生徒

21％・保護者 34％、

「学校は生徒の学力

向上に努力してい

る」と積極的に肯定

した生徒 28％・保護

者 22％

C

（教務課）主体的取り組

みに対する評価法を検討

する必要がある。ルーブ

リックを作成し、テスト

勉強に頼らない学習を促

す体制作りが必要。

（研修課）保護者・教師

ともに、問題意識・関心

が高いと思われる。

（進路課）総合的な探究

の時間と連携した、将来

を考える活動を通して、

学習に向かう姿勢を高め

る。

（1,2,3 年部）まだまだ

「与えられたものをや

る」という意識が強く、

与えられないとやらなく

てよいとなってしまう。

ただやる、やらされるか

ら脱却し、学習に取り組

ませたい。

・理数科生徒及び担当

教員の課題研究への

満足度の向上

・理数科生徒の課題研

究への満足度 84％、

担当教員の満足度

93％

B

・課題研究。夏休み等の

有効活用。充実した研究

・科学の甲子園への予選

参加者を増やし、予選突

破を目指す。

イ

豊かな感性

を育み、心と

身体の健康

を保持する。

・学校図書館の蔵書の

貸出数 2000 冊以上

・学校図書館の蔵書の

貸出数 2,000 冊超
A

読書週間として、「新書

に親しむ」、「ビブリオバ

トル」、「ポップ作り」な

ど実施。芸術鑑賞会で、

林家たい平の落語会を実

施。

・｢学校は生徒の健

康、安全、衛生面に

配慮している｣と答

える生徒・保護者

85％以上

・｢学校は悩みや相談

に適切に対応してい

る｣と答える生徒・保

護者 80％以上

・｢学校は生徒の健

康、安全、衛生面に

配慮している｣と答

えた生徒 78％・保護

者 79％

・｢学校は悩みや相談

に適切に対応してい

る｣と答えた生徒

71％・保護者 70％

B

（保健環境課）全・定の

全教職員・全生徒を対象

に「ヒヤリ・ハッと・ち

ょっと」調査を行い、安

全･衛生に対する問題を

洗い出し、改善に取り組

んでいる。

（教育相談室）・相談室

のポストのチェック、SC

との週１の情報交換等、

年間を通して生徒の動向

の把握に努めた。・個別

対応のための部屋の確

保、相談室の広さが必

要。・心理テストなどを

活用し、不登校の早期発
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見に努める。・生徒の変

化に気付き、情報の共有

化を迅速に行える教師集

団を目指したい。

・学習環境の改善・安

全対策修繕 10 か所

以上

・学習環境の改善・安

全対策修繕 30か所
B

（保健環境課）上記と同

様。次年度以降について

も継続して検討・改善予

定。

（事務部）年間修繕箇所

は 10件以上に及ぶ。（プ

ール循環設備改修、教室

黒板張替、その他破損個

所少破修繕多数。）環境

整備面では、教室他扇風

機設置、水飲機全更新、

樹木剪定他を実施した。

次年度も引き続き通常の

教育環境の整備・改善、

特に施設設備の老朽化等

に係る安全対策に努める

とともに、近年の台風や

猛暑対策にも留意した

い。

ウ

高いこころ

ざしを育み、

実現する進

学指導マネ

ジメントを

徹底する。

・「学校は、生徒の進路

希望に沿った適切な

進路指導をしてい

る」と積極的に肯定

する生徒・保護者

50％以上

・「学校は、生徒の進路

希望に沿った適切

な進路指導をして

いる」と積極的に肯

定した生徒 41％・保

護者 26％

B

（進路課）社会とのつな

がりを意識する行事を、

総合的な探究の時間と連

携して実施する。

（1 年部）進路に関する

行事や研修は充実してい

た。その都度振り返りを

実施し、自らの文理選択

について考える良い機会

とすることができた。

（2 年部）入試検討会の

あり方を再考すべきだと

思われる。

（3 年部）3 年の進路指

導の形は、非常に良くで

きていると思う。

・「学校は、生徒の進路

希望実現のために適

切な情報を提供して

いる」と答える生徒・

保護者 90％以上

・「学校は、生徒の進路

希望実現のために

適切な情報を提供

している」と答えた

生徒 89％・保護者

80％以上

B

（進路課）学年集会等を

通して、情報発信を積極

的にする。

（研修課）「研修案内」

を掲示板に載せても、授

業をやりくりできず、参

加できていない。

（1 年部）文理選択の説

明会を生徒・保護者と同

日に実施したことで、家

庭内で情報共有を図るこ
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とができた。

(2 年部)職員間での知識

や情報を共有できる場面

を多く持ち、統一した指

導ができるようにする。

（3 年部）変化していく

受験環境の研究と対策の

準備が今後必要である。

エ

組織的な学

校運営と家

庭・地域等へ

の情報発信

により、信頼

関係を築く。

・週に 1回以上学校ホ

ームページを更新

・｢学校からの情報は

内容に富み参考にな

る｣と答える生徒・保

護者 80％以上

・週に 3.3 回学校ホー

ムページを更新

・｢学校からの情報は

内容に富み参考に

なる｣と答えた生徒

68％・保護者 84％以

上

B

（研修課）HPの更新

は、よくなされていた。

（教務課）一日体験入学

の方法の再考

・｢研修等を通し、不祥

事根絶に向けた意識

が高まっている｣と

答える教職員 100％

・｢研修等を通し、不祥

事根絶に向けた意

識が高まっている｣

と 答 え た 教 職 員

100％

B

（管理職）2 月 8 日実施

予定の不祥事根絶研修後

アンケートで集計

（事務部）会計・物品管

理に関するリレー研修や

学校徴収金取扱に係る情

報提供をタイムリーに行

い、所属全体として不適

切な会計処理根絶に対す

る共通理解が進んでい

る。次年度も引き続き会

計・物品リレー研修等を

有効に実施して、不祥事

根絶に努める。

・地域防災訓練に参加

した生徒・教職員

50％以上

・｢防災に関する指導

が適切に行われてい

る｣と答える生徒・保

護者 80％以上

・地域防災訓練に参加

した生徒 53％・教職

員 71％

・｢防災に関する指導

が適切に行われて

いる｣と答えた生徒

74％・保護者 75％

B

地域防災訓練に 53%の生

徒、71%の教職員が参加

し、目標数値を達成する

ことはできたが、防災の

指導に対して、75%程度

の生徒・保護者しか適切

に行われていると感じて

おらず、来年度防災意識

を高める工夫をする必要

がある。

エ

適切な事務

の執行を行

い、信頼され

る事務室を

目指す。

・監査における指摘０

件

・経営予算執行残が

0.5％未満

監査における財務部

分の指摘は0件であっ

た。学校経営予算も教

職員の理解協力のも

と有効かつ円滑に執

行でき、執行残は最小

限に抑える見込みで

ある。

B

次年度も引き続き、法令

遵守と適正な予算執行を

行う。

・施設設備における事

故発生０件

事故発生はないもの

の施設設備の老朽化

が進んでいる。

B

次年度も引き続き日常点

検を行い早期修繕に努め

る。また、施錠の徹底な
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どの危機管理意識を高め

た防犯対策も行ってい

く。

エ

働き方改革

を踏まえた

業務改善を

推進する。

・１分掌１業務改善の

提言 B

教務課、進路課、教育相

談室、理数科、1 年部等

で業務改善及びそれに向

かっての取組が見られ

た。

・「部活動ガイドライ

ン」の趣旨を遵守して

いる部活動 100％

B

下校時刻が守れるように

終了している部が殆どで

ある。また、休養日につ

いても、適切に確保され

ている。ただし、部活動

終了後部室等に残る生徒

の指導が必要である。

・平均年休取得日、前

年度プラス１日

・時間外勤務時間月

100 時間超の教員０人

C

・平均年休取得日につい

ては、年度比較なので評

価なし。

・時間外勤務時間につい

ては、4 月から 7 月にか

けて月 1 人～2人 100 時

間超の教員がいた。


