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平成 31 年度 学校経営計画 
学校番号 63 学校名 静岡県立袋井高等学校 校長名 宮本宗明 

 
１ 目指す学校像 

（１）教育目標 （２）目標具現化の柱 （３）本年度の取組目標 

Ⅰ 将来の「志」を

立て、その実現の

ため、学力の習得

に邁進し、たくまし

く進路実現を果た

す生徒を育てる。

（国公立大学 80 人

（うち難関大５人、

県 内国 公 立大 学

40 人）） 

ア 生徒の「志」を育てるタイムリー

かつきめ細かな進路指導を推進する。 
ア 「志」を育てるキャリア教育、生徒

の要望に応える補講、全校体制での進路

指導を目指す。 

イ 主体的、意欲的な授業への取組姿

勢を育むため予習の励行を徹底する。 
イ 初期指導の充実、教科で一致した予

習励行の工夫による家庭学習習慣の確立

を目指す。 

ウ 生徒の学力向上のため、飽くなき

向上心で授業改善に取り組む。 
ウ 相互授業参観等を推進し、不断の授

業改善（主体的・対話的で深い学び、Ｉ

ＣＴ活用を含む。）を図り、学力向上を

目指す。 

Ⅱ 豊かな感性

と道徳心を備

え、他人と協同

して社会貢献す

る有為な人材を

育てるため、情

操教育の充実に

努める。 

エ 「文武両道」の意義をしっかり理

解させ、部活動、特別活動への積極的

な取組を促す。 

エ 部活動、特別活動でのきめ細かな支

援により、生徒の主体性、自立心の涵養

を目指す。 

オ 挨拶、正しい身なり、清掃等の基

本的生活習慣の確立と道徳心の涵養に

努める。 

オ きれいな教室・廊下、美しい身な

り、気持ちの良い挨拶・言葉遣い、大き

な声での校歌斉唱を目指す。 

カ ５教科以外の教科指導、読書指導

や、時代にマッチした体験学習等を意

欲的に展開する。 

カ 時代の要請に応えるため、読書・小

論文指導の充実及び国際交流・ボランテ

ィア活動への参加者増を目指す。 

Ⅲ 安全・安心

な生活環境を保

障 す る と と も

に、保護者・地

域からの期待に

応える一貫した

ぶれない指導を

展開する。 

キ 安全・安心な生徒・職員の生活環

境を整えるとともに、有用な予算の執

行に努める。 

キ 施設・設備・教具・教材の充実、防

災・危機管理意識の高揚を目指す。 

ク 業務の改善に努め、多忙化を解消

する。 

ク 校務の効率化と適正化を図り、教職

員の心身の健康を維持・増進する。 

ケ 保護者、地域との連携を深めると

ともに、積極的な情報発信に努める。 
ケ 保護者の教育活動への参加促進と意

欲的な広報活動の展開を目指す。 

コ 課題を明確にし、分掌・学年・教

科間の連携のもと、ぶれない指導を行

う。 

コ 共通理解に基づくぶれない指導、特進ク

ラスの指導の確立、教育課程検討委員会を中

心に新入試を見据えた変革・実施を目指す。 

 
２ 本年度の取組（重点目標はゴシック体で記載） 

取組目標 達成方法（取組手段） 成果目標＝グループ目標     
担当 
部署 

ア 

「志」を育てる

キャリア教育、

生徒の要望に

応える補講、全

校体制での進

路指導を目指

す。 

ＬＨＲや総合的な学習(探究)の時間、

集会を通して、将来の職業選択に資す

るキャリア教育を行う。 

「進路及び将来の職業選択に関す

るキャリア教育が推進されてい

る」と答える教職員が 80％以上。 

進路 
学力別・分野別講座による補講を実施

し、生徒の学習意欲向上を図る。 

補講や学習合宿は、進路目標達成

のために役立っていると答える生

徒 70％以上。 

進路シラバスを作成する。 

推薦入試研究・対策を進め、受験者指

導を教員全体で行う。 

「他学年の進路指導について

理解している」と答える教職

員が 70％以上。 

自分の進路を見据えた、主体的な文

理選択が行える指導を行う。 

「文理選択が主体的に行えた」

と答える生徒が 90％以上。 
１年 

四年制大学（国公立）進学を見据え、HR活

動、集会、面談などを有効活用した進路指

導を行う。 

「自分の進路希望に合ったコー

ス・科目選択ができた」と答える

生徒 85％以上。 

２年 

生徒個々の志望に合わせた情報提供や LHR

を利用した進路情報の提供及びそれによる

啓発活動を行う。 

「進路資料の検討や学部等の進路

決定が自発的、主体的に行えた」

と答える生徒が 90％以上。 

３年 
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取組目標 達成方法（取組手段） 成果目標＝グループ目標     
担当 
部署 

イ 

初期指導の充

実、教科で一

致した予習励

行の工夫によ

る家庭学習習

慣の確立を目

指す。 

予習を前提とした授業を行う。予習に積

極的・継続的に取り組ませる。 

１・２年生家庭学習平均 

１日 30 分以上。 
国語 

週課題や週末課題の提出を徹底させ

る。 

１・２年生家庭学習時間平均 

平日 45 分以上､休日 60 分以上。 数学 

予習、復習、課題の提出を徹底させ

る。 

 

１・２年生家庭学習時間平均 

平日 予習 30分以上が全体の 8

割、休日 60 分以上。 

英語 

予習を前提とした授業を行い、授業へ

の理解をより深めさせる。 

平均家庭学習時間、平日 120 分

以上、休日 150 分以上。 
１年 

学習の記録の確認を徹底し、授業・補

講の準備を充実させる。 

平均家庭学習時間、平日 120 分

以上、休日 180 分以上。 
２年 

予習を前提とした授業を行う。目標を

小刻みに立てさせ、優先事項を明確に

自覚させる。 

平均家庭学習時間、平日 4 時間

以上、休日 6時間以上。 ３年 

月別学習時間調査を実施し各学年へ指

導用資料を提供し、学習時間確保へつ

なげる。 

平均家庭学習時間を３年６月ま

で平日２時間・休日３時間、３

年７月以降平日４時間・休日６

時間とする。 

進路 

ウ 
 

相互授業参観

等を推進し、

不断の授業改

善（主体的・

対話的で深い

学び、ＩＣＴ

活用を含

む。）を図

り、学力向上

を目指す。 

定期試験間隔でのクラス授業時間数均

等化の計画･実施を行う。定期試験時

間割 10 日前､試験監督表 5日前の発表

を徹底、授業振替(自習の削減)を目指

す。 

「定期試験の時間割や監督表の

作成授業振替がスムーズに行わ

れた｣と答える教職員が 95%以

上。授業振替（自習の削減）を

実施した割合が 75%以上。 

教務 

外部模試の過年度比較・他校比較及び課題

を提示する。 

各教科で外部模試の事後指導を実施する。 

１・２年は外部模試（２学期）

の偏差値 50 を目指す。 進路 

学期に一度の計２回相互参観を計画し、コ

メント用紙に記入し研修課に提出する。 
「わかりやすい授業が多い」と

答える生徒が 80％以上。 

研修 

学期に一度の計２回、生徒授業アンケ

ートを行う。 

「学力がついてきている」と答

える生徒が 80％以上。 

アクティブ・ラーニング（型）やＩＣ

Ｔを活用した授業を全教員が実践す

る。 

｢アクティブ・ラーニング(型）、

ＩＣＴ活用など教材・教え方に

様々な工夫をしている先生が多

い」と答える生徒が 75％以上。 

授業で生徒が自主的に発表するよう工

夫する。 

「積極的に発表した」と答える

生徒が 70％以上。 

各教

科 
小テストの実施、対話的・主体的で深い学

びの実践、個に応じた指導により、語彙力

の定着・基礎力の充実を図る。 

外部模試（２学期）で、１、２

年偏差値 50 以上、３年偏差値

48 以上。 

国語 

毎時間小テスト又は課題ノート提出を

実施し、授業内容の定着を図る。 

対話的・主体的で深い学びを実践す

る。 

外部模試（２学期）で、１年偏差

値 50 以上、２年偏差値 49 以上。 
また、３年偏差値 50 以上の人数が 

ⅠＡで 40％以上、ⅡＢで 30％以

上、Ⅲで 30％以上。 

数学 

学習すべき課題を精選する。生徒の弱点分

野、特に読解力や表現力を養う。対話的・

主体的で深い学びを実践する。 

外部模試（２学期）で、１、２

年偏差値 50 以上、３年偏差値

48 以上。 

英語 

問題演習と家庭学習の充実により、授

業内容の定着と応用力の育成を図る。

対話的・主体的で深い学びの導入を実

践する。 

外部模試（２学期）で、２年偏

差値 50 以上、３年偏差値 47 以

上。｢主体的に取り組めた｣65％

以上。 

理科 

大学入試を意識し、実力をつける。 

ＩＴの活用、対話的・主体的で深い学

びの導入を実践する。 

外部模試（２学期）で偏差値

50 以上。「わかりやすい授業」

と答える生徒 80％以上。 

地歴

公民 
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取組目標 達成方法（取組手段） 成果目標＝グループ目標     
担当 
部署 

エ 

部 活動 、 特 別

活 動 での き め

細かな支援に

より、生徒の主

体 性、 自 立 心

の涵養を目指

す。 

部活動に一生懸命取り組ませるととも

に午後８時完全下校を行い、家庭学習

時間を確保させる。 

県大会出場部活 10 以上。｢２時

間以上の家庭学習時間を確保し

て部活動との両立をしている｣

と答える生徒 70％以上。 
生徒 

生徒会役員や評議員等にリーダーとし

ての自覚を促し、リーダーを中心に準

備から片づけまで積極的に取り組むよ

う指導する。 

「本校の学校行事に主体的に参

加している」と答える生徒が

90％以上。 

オ 
 

きれいな教室・

廊下、美しい身

なり、気持ちの

良 い 挨 拶 ・ 言

葉遣い、大きな

声での校歌斉

唱を目指す。 

従来の指導をベースに個人面接や集会

指導などを通して高いレベルで規範意

識の高揚を図る。 

「頭髪・服装のルールを守って

いる」と答える生徒 95％以

上。 

生徒 
ＨＲ活動や集会を通して明るい挨拶や

場に応じた丁寧な言葉遣いを指導す

る。 

「明るい挨拶や場面に応じて言

葉遣いができている」と答える

生徒 80％以上。 

並進や一旦停止義務違反の撲滅を安全

教室や交通指導を通して重点的に指導

していく。 

｢一旦停止や並進をしないなど

のルールを守って登校してい

る｣と答える生徒 90％以上。 

ポスター掲示、清掃重点箇所の提示や委

員会による清掃点検を定期的に実施し、

委員会が中心となり美化意識を高める。 

「校舎内外清掃が行き届いてい

る」と答える生徒が 76％以

上。 

保健 

ＨＲ活動、集会、面談を通じ袋井高校

の生徒としての自覚と誇りを持たせ、

公共心の育成を図る。 

「公共心を持ち、常識をわきま

えた生活ができた」と答える生

徒が 90％以上。 

１年 

挨拶、言葉遣い、校則遵守など本校生

徒としてふさわしい態度を育てる。 

「校内外において、袋井高校生

として自覚ある言動ができた」

と答える生徒 90％以上。 

２年 

ＨＲ活動、集会、面談を通じ袋井高校

の生徒としての自覚と誇りのもと、公

共心の育成を図る。 

「公共心を持ち、常識をわきま

えた生活ができた」と答える生

徒が 90％以上。 

３年 

カ 

時代の要請に

応えるため、読

書指導の充実

及 び 国 際 交

流・ボランティ

ア活動への参

加者増を目指

す。 

朝読書やオリエンテーションの実施、

読書ノートの利用により読書指導を推

進する。広報活動や図書委員会活動を

充実させ来館者数を増やす。 

図書館の本の貸出冊数が平均

3.5 冊以上。 

図書 資料の充実と周知を図るとともにレフ

ァレンスをより充実させる。（小論

文・探究活動等に活用できる資料の案

内等）学習センターとしての図書館の

利用を考え提案する。 

「学校図書館は学習活動の充実

に役立っている」と答える教職

員 90％以上。「学習活動等の学

校生活に役立っている」と答え

る生徒 80％以上。 

募金活動、地域での清掃活動、特別支援

学校との交流活動等について周知し、委

員会が中心となって活動を推進する。 

｢福祉活動、ボランティア活動

に将来参加したい｣と答える生

徒 50％以上。 

生徒 
保健 

オーストラリア生徒の受け入れと交流

活動の企画・立案を綿密にする。 

「国際交流活動に将来参加した

い」と答える生徒が 30％以上。 
研修 

実際の社会生活に結びつけた資料や情報

を活用する。（新聞や ICT の活用により

興味関心を引き出す授業を工夫する） 

「授業で知識、実践する態度を

養うことができた」と答える生

徒が 80％以上。 

体育 

タブレット PC の特性を利用し、活動

的な授業を実施する。タブレット以外

のキーボード入力等の練習も重視し授

業を行う。 

「授業で技能が向上した」と答

える生徒が 85％以上。 
情報 

今の自分の生活向上のために、家庭や

地域につながる知識・技術が身につく

授業や実習を実施する。 

「基礎的な調理・被服技術が身

に付いた」と答える生徒が

90％以上。 

家庭 
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取組目標 達成方法（取組手段） 成果目標＝グループ目標     
担当 
部署 

キ 

施設・設備・教

具・教材の充

実、防災・危機

管理意識の高

揚を目指す。 

実践的な防災訓練や防災学習の実施等に

より、生徒・職員の防災意識をより高め

る工夫をする。 

「大規模地震等に対する防災意

識が高まった」と答える生徒が

85％以上。 

総務 

｢こころの健康調査」｢朝の健康観察｣｢保健室だ

より｣を通して､心身の健康増進に取り組み、職

員との連携・情報の共有を図る。 

落ち着いた学校生活・友人関係構築のため、初

期指導で人間関係トレーニングを実施する。 

「心身の健康維持、増進のため

に積極的に取り組んでいる」と

答える生徒が 80％以上。 保健 

施設・設備の整備について、いち早く危

険個所や不具合を発見し、速やかに対応

するとともに、校内美化に努める。 

「施設・設備の整備・美化に努

めている」と答える教職員、保

護者 90％以上。 

事務 

教具・教材について、適切な在庫管理

に努めるとともに、教員からの要望に

対して堅実に対応する。 

「消耗品などの在庫管理に努

め、新たな要望にも丁寧に対応

している」教職員 90％以上。 
学校の窓口として、丁寧かつにこやかに応

対する｡当日の学校の予定を共通理解し､外

部からの問い合わせに速やかに対応する。 

「学校の窓口として適正な対応

をしている」と答える保護者、

生徒 95％以上。 

職員向け配布物の見直しを行い、わか

りやすい資料を作ることで情報発信力

の向上を図る。 

「事務手続き等に関し、わかり

やすい資料を配布している」と

答える教職員 90％以上。 

「危機管理マニュアル」「防災計画」

の各自の役割や対応方法を理解する。 

「危機対応時における対応の仕

方を理解している」と答える教

職員が 90％以上。 

管理

職 

職員への積極的な声かけや運営委員会で

の情報交換により情報の共有を図る。 

｢職員間に法令順守の意識が浸透

している」教職員が 90％以上。 

校内管理システムの運用を職員に徹底

させ、仕事の効率化を図るとともに、

休暇の取りやすい職場環境を築く。 

「表簿等の厳正管理、事務の効率

化、セキュリティの徹底が図られ

ている」「必要に応じた休暇が取れ

る職場環境である」教職員 90％。 

ク 

校務の効率化

と適正化を図

り、教職員の心

身の健康を維

持・増進する。 

校内管理システムの運用を職員に徹底

させ、仕事の効率化を図るとともに、

業務を見直し多忙化解消を図る。 

｢仕事の効率化と業務の見直しが

図られ、心身の負担が軽減され

た」と答える教職員が 60%以上。 管理

職 
教職員間のコミュニケーションを取り、

休暇の取りやすい職場環境を築く。 

「必要に応じた休暇が取れる職

場環境である」教職員 90％。 

ケ 

保護者の教育

活動への参加

促進と意欲的

な広報活動の

展開を目指

す。 

ＰＴＡ委員会活動の一層の活発化を図

る。授業参観･地区会やＰＴＡバザー等

への一般保護者の参加､協力を促進する｡ 

「ＰＴＡ活動が充実している」

と答える保護者が 80％以上。 

総務 情報発信・わかりやすい学校行事案内

の作成に努める。 

奨学金の情報提供に努める。 

「教育方針や学校生活の様子及び

諸情報がよく伝わっている」「各種

奨学金、授業料減免制度について

知っている」保護者が 80％以上。 

学校ホームページの記事の更新を月 2

回程度行う。 

「ホームページや発刊物・行事などを

利用し学校の広報活動に力を入れてい

る」と回答する保護者が 70%以上。 

広報 中学生一日体験入学、公開授業の円滑

な運営を行う。 

 

 

「一日体験入学に満足した」中

学生が 60%以上。中学生の一日

体験入学参加が 750 人以上､公

開授業が 200 人以上。 

コ 

共通理解に基

づ く ぶ れ な い

指導、特進クラ

スの指導の確

立 、 新 入 試 を

見据えた変革

を目指す。 

１学期に１回はテーマを設定して全教

職員を対象に研修や講話等を行う。 

「昨年度より、教育活動への共

通理解が深まった」と答える教

職員が 90％以上。 

管理

職 

教育課程検討委員会を軸に進路課・教務

課を中心に運営方針を提案していく。 

｢各分掌が連携し、教職員の共通理

解に基づいた教育活動を行ってい

る｣と答える教職員 80％以上｡ 

教育課程検討委員会が中心となり、総合的な学

習(探究)の時間について常に検証・改善すると

ともに、新学習指導要領への対応準備を行う。 

「総合的な学習(探究)の時間は

生徒の進路に役立っている」と

答える教職員が 80％以上。 
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