
様式第３号 

令和元年度 学校経営報告書(自己評価) 

学校番号 ２６ 学校名 富士東高等学校 校長名 中村 元彦 

 

２ 本年度の取組（重点目標はゴシック体で記載） 

 取組目標 成果目標 達成状況 評価 成果と課題 

ア 

 

日常的な授

業改善の取

組やカリキ

ュラムマネ

ジメントを

通して、確

かな学力を

確実に育成

する。 

 

授業がわかると答える

生徒：75％以上 

51分授業の実施： 

80％以上 

授業がわかる：72.7％ 

(H30 68.7％) 

51分授業の実施：88.1％ 

(H30 83.3％) 

Ｂ 

 

授業が分かると答えた生徒

の割合は各学年とも、昨年

より上昇した。特に3年生は

78.3％と高い値であった。 

主体的・対話的で深い

学びを意識した授業へ

の取組：75％以上 

各教科等の授業におけ

る ICT活用：40％以上 

主体的・対話的で深い学

びを意識した授業：  

             75.6％ 

ICT活用：33.3％ 

(H30 26.2％) 

Ｂ 

AL授業への取組が目標値に

達した。来年度も引き続き

趣旨の意義を伝え、積極的

な呼びかけを行いたい。来

年度プロジェクターの設置

を機に、ICTの活用率を上

げるよう研修等を実施す

る。 

大学研究室や民間講師

等との連携 

静岡県立大学５学部出張

講義（全学年） 

大学学部学科説明会 

(２年） 

静岡新入試研究会参加 

(２年生３名参加） 

法政大学教授によるキャ

リア教育講演会（１年） 

Ａ 

夏休みに実施した静岡県立

大学出張講義は２年目の企

画。学年を問わず多くの生

徒（271名）が参加した。２

年生対象の学部学科説明会

には、文理10数校の大学が

参加、進路意識を更に高め

ることにつながった。法政

大学によるキャリア講演会

は、１年生の探究学習を行

う基礎学習としたもので、

職業理解に効果があった。

静岡新入試研究会には３人

の生徒が参加した。 

家庭学習時間の 

平均２時間以上：50％ 

家庭学習時間の 

平均２時間以上： 

1年61.5％(H30 29.1％) 

2年68.5％(H30 50.6％) 

Ｂ 

調査した期間の影響も大き

いので、一概にはいえない

が学習習慣は向上している

と思われる。 

生徒の月平均読書数： 

２冊以上 

生徒の月平均読書数： 

2.0冊 (H30 2.4冊) 
Ｂ 

若干減少傾向にある。 

３月に１年生対象に新書に

触れる指導を実施する。 

新教育課程の科目およ

びその配置を決定す

る。 

検討委員会を繰り返し実

施し、どの科目をどの学

年に配置するかは決定し

た。 

Ｂ 

週あたりの単位数を早急に

確定したい。 

イ 

系統的･組

織的な進路

指導とキャ

リア教育に

より、志を

育成すると

ともに、一

人一人の進

路目標の実

将来に対するはっきり

した夢や希望を持って

いる生徒：70％以上 

PTAとの連携による職

業講話の講師： 

20人以上 

将来の夢や希望： 

64.9％ (H30 50.9％) 

職業講話の講師： 

22人 (H30 22人) 

Ｂ 

出張講義や職業講話等、学

年に応じた進路行事を適切

な時期に行うことが、将来

の夢や希望を具体的に持つ

ことにつながった。また、

「ｆきゃる」の利用により

講師の多様化が図れた。 

生徒希望をもとに幅広い分

野で講師を招くことで、将
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現を図る。 来のことを考えることにつ

ながった。 

大学入試センター試験

受験率：95％以上 

受験率：97％ 

(H30 94.1%) 
Ａ 

推薦入試で進路を決めた生

徒もセンター試験までやり

抜いた。 

進路研修会： 

年３回以上 

外部教科指導セミナー

参加者数：10人以上 

先進校への学校訪問実

施 

進路研究会：年５回実施 

6月・8月・12月・ 

1月・3月 

参加者数：22人 

外部教科指導セミナー等

参加者数 

述べ参加者数：述べ10人 

多治見北、焼津中央高校

視察 

Ａ 

３年部は大学入試に関わる

研究会に、２年部は共通テ

ストに関わる報告会に積極

的に参加した。また、外部

教科セミナーには今年もコ

アスクール事業の研修費を

利用して、多くの教員が参

加した。最後に、進路指導

を中心としたキャリア教育

で実績を挙げている２校の

先進校への視察をした。 

年間指導計画を策定す

る 

1･2年生においては、研

究､討議､発表の機会を組

み込んだ年間計画を立て

ることができた。 

Ｂ 

学年間の連絡を密にして、

３年間を見据えた計画を立

てる必要がある。 

ウ 

部活動・HR

活動・自治

会活動・各

種行事を通

じて人間関

係形成力・

チャレンジ

精神・社会

参画意識を

高める。 

全校奉仕活動の施設訪

問の事前事後指導の充

実 

クラス毎施設を訪問し、

利用者との交流ができ

た。 

Ｂ 

訪問先からの評価は悪くな

いが事後の振り返りをする

時間的な余裕がないのが課

題である。 

部活動による社会貢献

活動の実施：60％以上 

社会貢献活動：57.1％ 

（H30 60.7%) 
Ｂ 

社会貢献活動の捉え方は

様々あると思うが、各部活

動とも数字以上の取り組み

ができているのではない

か。 

週末や長期休業中にボ

ランティアなどの社会

貢献活動をした生徒の

割合：20％以上 

ボランティア活動 

実施率：25.6％ 

(H30 21.6%) 

Ｂ 

自治会活動の中にボランテ

ィア活動の意義を見つめな

おす機会を設けていきた

い。 

運動部の県大会 

出場率：100％ 

文化部の高文連 

参加率：70％以上 

運動部の県大会出場率： 

100.0％ (H30 100％) 

文化部の高文連参加率： 

66.7％ (H30 82％) 

Ｂ 

地区大会を勝ち上がっての

県大会出場を達成していき

たい。 

Ｑ－Ｕの実施と分析結

果の活用 

１・２年生は年間２回、

３年生は１回の実施。生

徒を分析し、スクールカ

ウンセラーの面接を実施

し、生徒の困り感を改善

させた。 

Ｂ 

テストの経験者には回答す

ることへの慣れも散見され

る。 

生徒との面接：年４回

以上 

生徒との面接：年3.42回 

(H30 4.25回) 
Ｂ 

目標回数より少なかった。

３学期にも面接週間を設

け、1,2年生の面接を充実さ

せたい。 

スクールカウンセラー 

による新入生 

カウンセリングの 

実施：100％ 

カウンセリングの実施：

100％ 

(H30 100％) 

Ａ 

今年度は起立性調節障害等

の生徒が複数見られ、これ

らの対策として、効果的な

カウンセリングや家庭との

連携・サポートを行うこと
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ができた。 

信頼のできる先生が 

いると答える生徒の 

割合：70％以上 

信頼のできる先生が 

いる：73.5％ 

(H30 68.3%) 

Ａ 

Classiの生徒コメントを見

ることで、直接教員に悩み

を打ち明けられない生徒に

も声をかけることができ

た。部活動を通しての信頼

関係が構築されている。 

エ 

生徒指導、

健康・安全

教育を充実

させ、心身

の調和のと

れた生徒を

育成する。 

遅刻・欠席・早退の各

件数：前年より減 

 

風紀委員会挨拶運動：

年間40日以上 

遅刻・欠席・早退： 

昨年度とほぼ同じ 

 

挨拶運動：54日 

(H30 54日) 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

遅刻･欠席･早退数は昨年と

ほぼ同じである。規則正し

い生活を送る習慣を身につ

けさせる必要がある。 

計画通りに実施できたが、

挨拶習慣が定着していない

生徒に好影響を与えるもの

ではなかった。 

朝食欠食率：０％ 

生徒保健委員会による

研究発表の実施 

新体力テスト：男女共

優秀校以上 

欠食率：2.8％ 

(H30 1.5%) 

生徒保健委員会による研

究発表:「噛むことの大

切さ」(R2.2.19学校保健

委員会にて発表→R２年

度も継続して調査研究を

実施する) 

Ｂ 

欠食率が大幅に上昇してい

るため、基本的な生活習慣

を確立させるために食育指

導の徹底を継続して実践し

ていきたい。 

交通違反件数： 

前年より減 

「地域防災の日」 

参加率：80％以上 

交通違反：74件 

(H30 123件) 

参加率：82％以上 

(H30 70.1%) 

Ｂ 

 

 

Ａ 

 

 

一時停止・左側通行・スピ

ード等不安材料はあまり改

善されていない。 

９月１日が日曜日で参加者

が多く、12月１日と合わせ

た年１回以上の参加者が増

加した。 

オ 

保護者・地

域に信頼さ

れる学校づ

くりのた

め、ＰＴ

Ａ、地域社

会との連携

を推進す

る。 

ホームページの更新：

年150回以上 

中学生対象学校 

説明会：６回以上実施 

中学校への学校訪問 

ホームページの更新： 

年172回(H30 156回) 

中学生対象説明会：５回 

(H30 6回) 

中学校主催説明会：９校 

(H30 10校) 

Ｂ 

ホームページの更新を組織

的に行えるようにしたい。 

中学等主催の説明会への参

加や、学校での説明会の開

催により、富士東の魅力発

信をした。 

ＨＲ懇談会参加率：

40％以上 

教育課程説明会参加

率：60％以上 

連絡用携帯メール情報

発信：月２回以上 

ＨＲ懇談会参加率：

38.2％ (H30 41％) 

教育課程説明会参加率：

76.9％ (H30 69.4％) 

メール情報発信： 

月7.5回 (H30 8.2回) 

Ｂ 

教育課程説明会は、1･2年と

も昨年より高い出席率であ

った。 

Classiを利用しているた

め、メールでの発信は減少

したが、情報発信回数は増

加している。 

地区懇談会参加率：

75％以上 

掲示板・回覧板の活用 

参加率：68.2％ 

(H30 69%) 

掲示板・回覧板の活用 

Ｂ 

目標の参加率75％以上を達

成できなかったが、活発な

意見交換がなされた。 

吹奏楽部の地域での演奏

や、新聞部の掲示板利用な

ど、地域への情報発信を行

った。 
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カ 

生き生きと

した教育活

動実現のた

めに、教育

環境および

執務環境を

整備すると

ともに、教

職員の協働

と連携を推

進する。 

学習環境が良好だと思

う生徒の割合： 

75％以上 

校内巡視の実施 

良好だと思う：71.6％ 

(H30 69.4％) 

 

Ｂ 

施設面での根本的な改善の

必要性を感じる。 

毎月施設点検することがで

きた。少ない予算のなか、

工夫して計画的な修繕がで

きた。 

各種委員会の見直しと

活性化 

学年連絡会の充実： 

各学期２回以上 

学年連絡会の充実： 

２回実施 
Ｂ 

今後の課題について、様々

な会議で検討したため、学

年連絡会実施は少なくなっ

た。 

生徒と向き合う時間が

確保されている： 

70％以上 

確保されている：51.2％ 

 
Ｂ 

多忙化解消への様々な取り

組みをしたが、大きな効果

はなかった。さらに工夫が

必要である。 

年間の休養日90日以上 
年間の休養日90日以上：

92.3％ 
Ａ 

ガイドラインができたこと

で、部活動がより計画的に

実施されるようになった。 

 


