
様式第３号 

令和２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：84.6％ 

(R1 72.7％) 

51分授業の実施：87.8％ 

(R1 88.1％) 

Ａ 

家庭学習時間の確保ができた

ことが、授業の理解にもつな

がったと考えられる。 

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： 

80.5％(R1 75.6％) 

ICT活用： 41.5％ 

(R1 33.3％) 

Ａ 

主体的な授業への取組が、目

標値を大きく上回った。本年

度プロジェクターが設置され

ことを契機に、来年度 ICT活

用率をさらに上げるよう研修

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(全学年希望者) 

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 

(WEB開催 １年） 

Ａ 

実施が危ぶまれた静岡県立大

学出張講義は、密を避けるた

め希望制で実施し、104名が

参加した。２年生対象の学部

学科説明会には、文理約10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。 

「学びの基礎診断」 

１年：５回 

２年：４回 

を実施する。 

１年：５回 

２年：４回 

 

Ａ 

実施が危ぶまれたものもあっ

たが、今のところ計画通り実

施でき、学習定着度を把握す

ることができた。 

家庭学習時間の平均 

２時間以上：50％ 

家庭学習２時間以上： 

休日 

１年90.8％ ２年81.2％ 

平日 

１年66.2％ ２年43.0％ 

(R1休日 

１年61.5％ ２年68.5％ 

平日 

１年24.6％ ２年34.3％) 

Ａ 

４・５月が休業となり、家庭

学習の必要性が高まったこと

や、学校再開後、例年よりも

進度の速い授業に対応するた

めに、家庭学習時間が増加し

たと思われる。学習習慣が身

についたことにより学力が向

上するよう、今後の指導につ

なげたい。 

生徒の月平均読書数： 

２冊以上 

生徒の月平均読書数： 

1.7冊 

(R1 2.0冊) 

Ｂ 

減少傾向であるが、読書習慣

が身につくよう、今後も工夫

していきたい。 

新教育課程の科目の配

当時間を決定する。 
 Ａ 

スムーズにカリキュラム編成

を行うことができた。 
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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

標の実現を図

る。 

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： 

66.0％(R1 64.9％) 

職業講話の講師： 

22人(R1 22人) 

Ｂ 

 

 

Ａ 

進路講話や職業講話を適切な

時期に行うことで、将来の夢

や希望を具体的に持つことに

つながった。 

今後も継続していきたい事業

である。 

大学入学共通テスト受

験率：95％以上 
受験率：99％(R1 97％) Ａ 

推薦入試で進路を決めた生徒

も共通テストまでやり抜き、

学力向上に努めた。 

進路研修会： 

年３回以上 

外部教科指導セミナー

参加者数：15人以上 

先進校への学校訪問 

実施 

進路研修会：年５回実施 

参加者数延べ100人 

外部教科指導セミナー 

参加者数：11人 

山梨県立吉田高等学校と

オンラインによる情報交

換会を２月に実施した。 

 

Ａ 

外部のオンライン報告会にお

ける共通テスト等についての

情報を校内で共有し進路指導

に活用した。外部教科セミナ

ーを受講し、授業力向上に努

めた。先進校への視察は、コ

ロナ感染拡大の影響によりオ

ンラインでの実施となった。 

総合的な探究の時間 

全体の指導計画を策定

する 

学年部を中心に、探究・

討議・発表の場面を効果

的に盛り込んだメニュー

を、計画的に実施するこ

とができた。 

Ａ 

時間配分などの今年度の問題

点を把握し次年度に生かす。 

来年度入学生について３年間

を見通した計画案を作成し

た。 

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 

実施できなかった。  
感染症拡大により今年度は実

施できなかった。 

部活動による社会貢献
活動の実施：60％以上 

社会貢献活動の実施： 

48.1％(R1 57.1％) 
Ｂ 

社会状況を反映した結果であ

る。社会状況とは別に実施方

法を研究する必要を感じる。 

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 

社会貢献活動をした生徒

の割合：8.4％ 

(R1 25.6％) 

Ｂ 

社会状況を反映した結果であ

る。 

 

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：

82.3％(R1 100％) 

文化部の高文連参加率：

62.5％(R1 66.7％) 

Ｂ 
感染症拡大による大会の中止

等の要因が考えられる。 

Ｑ－Ｕの実施と 
分析結果の活用 

R1よりハイパーQ-U を

１・2年生に年に一度の

実施に変更 

Ａ 
クラス運営上の一助となって

いる。 

生徒との面接： 
年４回以上 

生徒との面接：年3.3回

(R1 3.42回) 

 

Ｂ 

1学期始めと夏休みは確実に

実施されている。2・3学期中

に短時間でもよいので実施し

ていきたい。 

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％ 

新入生カウンセリング 

の実施：100％ 

(R1 100％) 

Ａ 

学校生活をする上での問題を

早期に把握するデータとなっ

ている。 

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： 75.8％ 

(R1 73.5％) 

Ａ 

昨年度に比べ、わずかに向上

した。相談したいことがある

と訴える生徒が一定数存在す

る。生徒との接し方を考え、

さらに向上させたい。 
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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 

 

欠席：1540 (R1 2224) 

遅刻： 963 (R1 1066) 

早退： 102 (R1 132) 

挨拶運動：54日 

(R1 54日) 

Ｂ 

 

 

Ａ 

昨年より減少したが、4・5月

に授業がなく、生徒数減もあ

るので単純に比較することは

できない。 

３学期は社会状況から活動停

止とした。 

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％ 
(R1 2.8％) 

生徒保健委員会による研
究発表：実施無し 
新体力テスト： 

男(11位) 女(3位) 
男女共優秀校 

Ａ 

欠食率は最低限に留まってい

る。研究発表は感染症拡大に

より実施しなかった。 

男女ともに優勝校となったも

のの、男子の体力低下が課題

である。 

交通違反件数：昨年比
減 

「地域防災の日」 
参加率：80％以上 

交通違反：98件 
(R1 63件) 

参加者：３人 
(R1 82％) 

Ｂ 

一時停止の注意を受ける生徒

が多い。 

防災訓練がほとんどの地域で

おこなわれなかった。 

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144回(R1 124回) 

中学生対象説明会：３回
(R1 ５回) 

中学校主催説明会：９校  
(R1 ９校) 

Ｂ 

ホームページの更新回数は目

標に達しなかったが、説明会

の実施が難しい中で、ＷＥＢ

による情報提供がより重要と

なった。 

ＨＲ懇談会参加率：

40％以上 
教育課程説明会 
参加率：60％以上 
連絡用携帯メール及び
Classiによる情報配信 

ＨＲ懇談会参加率：中止 
(R1 38.2％) 

教育課程説明会参加率： 
68.6％(R1 76.9％) 

メール発信：月10.3回 
(R1 7.5回) 

Classiによる情報配信： 
活発に行った 

Ｂ 

教育課程説明会は、密を避け

るため広い会場を借り、なん

とか実施することができた。 

メールは緊急連絡に役立っ

た。学習指導やアンケート調

査等に Classi を活用するこ

とができた。 

地区懇談会参加率：
75％以上 

掲示板・回覧板の活用 

地区懇談会参加率：中止   
(R1 68.2％) 

掲示板・回覧板の活用 

 

働き方改革の観点からも、保

護者や地域とどのように連携

すべきか検討が必要である。 

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：79.1％

(R1 71.6％) 
校内巡視の実施： 

毎月実施 

Ａ 

施設の部分的な改善は進める

ことができた。危険個所の早

期発見につながった。 

 

各種委員会の見直しと
活性化 
学年連絡会の充実： 
各学期１回以上 

各種委員会の活性化 
学年連絡会：１回 
(R2 ２回) 

Ｂ 

令和３年度入学生の探究活動

案を作成するために、東雲フ

ォーラムで議論された。 

学年連絡会は１回開催した。 

生徒と向き合う時間が
確保されている：70％
以上 
事務部業務の見直しを
行う。 

確保されている：51.2％
(R1 51.2％) 
事務部業務の見直し：1
件 

Ｂ 

感染症拡大により、業務の増

減両面があり、向き合う時間

が確保されたかは判断しにく

い。日本学生支援機構奨学金

事務の副担当業務を担った。 

部活動 
年間の休養日90日以上 

年間の休養日90日以上：
100％(R1 92.3％) 

Ｂ 

部活動の時間は減少傾向であ

るものの、感染拡大の影響も

あり、判断しにくい。 

 

 


