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平成31年度 学校経営計画書 

平成31年４月４日 

学校番号 72 学校名 静岡県立浜松南高等学校 校長名 小泉 正嗣 

 

１ 目指す学校像 

グローバル化や情報化の進展により、社会の変化が激しく将来の予測が困難な時代になっている。このよう

な時代を生き抜くため、「学力」（知識・技能、思考力・判断力・表現力、学習意欲等）と「人間力」（自己管理

力、主体性・創造性・協働性等）を身につけ、「高い志」（社会に貢献しようとする強い決意）を持って、自ら

の人生を切り拓いていく生徒を育てる学校を目指す。 

また、普通科と浜松地区唯一の理数科を併置し、最も生徒を伸ばし進路希望を実現させる学校として、地域

の信頼に応える学校を目指す。 

 

２ 目標具現化の柱 

(1) 学力を伸ばす 

ア 授業を充実する 

イ 主体的な学習習慣を身につけさせる 

(2) 人間力を高める 

ア 自己管理力を高める 

イ 主体性・創造性・協働性を育てる 

(3) 高い志を持たせる 

ア 自己理解を深めさせる 

イ 志を育む情報や機会を提供する 

ウ きめ細かな進路指導を行う 

(4) 安心・安全な教育環境を整える 

ア 施設・設備を整備する 

イ 教育相談活動を充実する 

ウ 広報を充実する 

エ 教職員の健康保持のため業務改善を図る 

 

３ 本年度の取組 

 取組目標 達成方法(取組手段) 成果目標 担当 

(1) 

学

力

を

伸

ば

す 

ア 授業を充実

する 

(ｱ) 基礎的・基本的な知識・技能を定着させ

る。 

・基礎的・基本的な知識・技能の習得のため

のわかりやすい授業を行う。 

・小テスト、課題等により、基礎的・基本的

な知識・技能の定着を図る。 

授業がわかりやすく、基礎

的・基本的な知識・技能が

身についたと答える生徒

85％以上 

全教員 

教務課 

研修課 

(ｲ) 思考力・判断力・表現力を育成する。 

・習得した知識・技能を活用させる授業を行

う。 

・「アクティブ・ラーニング（主体的・対話

的な深い学び）型授業」への改善を図る。 

・言語活動（聞く・話す・書く・読む）を充

授業で、習得した知識・技

能をもとに、より深く学ぶ

ことができたと答える生徒

80％以上 

全教員 

教務課 

研修課 
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 取組目標 達成方法(取組手段) 成果目標 担当 

実させる。 

(ｳ) 学習意欲を高める指導を充実する。 

・教材の工夫、ＩＣＴや図書館の活用等によ

り授業への関心・意欲を高める。 

・生徒の努力を適切に評価することで自己

肯定感を育てる。 

・授業の中で生徒同士が教え合い高め合う

機会をつくる。 

授業が充実しており、学習

意欲が高まったと答える生

徒80％以上 

 

全教員 

教務課 

研修課 

情報管理

課 

イ 主体的な学

習習慣を身につ

けさせる 

(ｱ) 家庭学習を習慣化させる。 

・本校の各教科における年間指導計画や学

力スタンダードを明確に示すとともに、

目標達成のための計画的な指導を行う。 

・定期的に家庭学習時間調査を行い、目標・

スケジュール管理の指導を行う。 

・各種テスト、模試結果をフィードバック

し、個別に改善指導を行う。 

家庭学習時間 平日２時間

以上、休日３時間以上 

年間を通じて目標・計画を

立てて学習していると答え

る生徒70％以上 

 

全教員 

教務課 

進路課 

(ｲ) 補習等を実施するとともに外部教育機

関との連携した学習機会を提供する。 

・希望者に対し、夏期補習や土曜補習を実施

する。 

・希望者に対し、外部教育機関が行っている

学力テスト・資格試験等の受験機会を提

供する。 

学校において授業以外（補

習等）の学習機会が充実し

ていると答える生徒80％以

上 

 

 

進路課 

情報管理

課 

(ｳ) 高め合える学習集団を形成する。 

・授業以外の時間でも、生徒同士が競い合い

励まし合う雰囲気をつくる。 

学習活動で励ましあう友人

がいると答える生徒90％以

上 

全教員 

進路課 

(ｴ) 読書習慣を身につけさせる。 

・朝読書を徹底することで読書習慣を身に

つけさせる。 

月に１冊以上読書をしてい

ると答える生徒70％以上 

全教員 

図書課 

(2) 

人

間

力

を

高

め

る 

ア 自己管理力

を高める 

(ｱ) 健康で規則正しい生活習慣を身につけ

させる。 

・遅刻・早退・欠席、朝食摂取、睡眠時間の

確保等の健康管理、スマホの利用等につ

いて日常的に指導する。 

遅刻・早退・欠席計3回以内 

90％以上 

毎日の朝食摂取 95％以上 

睡眠時間6時間確保 55％

以上 

全教員 

厚生保健

課 

生徒課 

(ｲ) 交通安全と防災の意識を高め、命を守

る。 

・集会時に、繰り返し交通安全について指導

する。 

・交通指導員・保護者・地域等と連携して街

頭交通指導を行う。 

・自転車指導票を渡された者について、特に

交通安全指導を徹底する。 

交通法規を守っていると答

える生徒90％以上 

自転車指導票 0枚 90％

以上 

重大な交通事故ゼロ 

災害に関する避難先や避難

経路を把握していると答え

る生徒80％以上  

全教員 

生徒課 

総務課 
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 取組目標 達成方法(取組手段) 成果目標 担当 

・地震（津波）や火災等の災害に対する知識、

避難の方法など、定期的な訓練を通じて

防災教育の徹底を図る。 

(ｳ) 規範意識を身につけさせる。 

・言葉遣いや挨拶、服装・頭髪等身だしなみ

について日常的に指導するとともに、生

徒会等通じて、主体的に取り組ませる。 

・提出物の期限厳守や与えられた役割を責

任もって遂行させる。 

校則やマナーを守っている

と答える生徒90％以上 

提出物の期限厳守や与えら

れた役割を責任もって果た

していると答える生徒90％

以上 

全教員 

生徒課 

イ 主体性・創造

性・協働性を育

てる 

(ｱ) 学校行事・生徒会活動等を充実する。 

・波濤祭・体育大会等の学校行事、生徒会活

動、学級活動等を通じて、主体性・創造性・

協働性を育てる。 

学校行事により人間力（自

己管理力、主体性・創造性･

協働性）が高められたと答

える生徒80％以上 

全教員 

生徒課 

(ｲ) 部活動を充実する。 

・部活動ガイドラインに基づいて、主体性・

創造性・協働性を育てる。 

・部活動と学習活動を両立させる。（午後７

時30分完全下校等） 

部活動により人間力（自己

管理力、主体性・創造性・協

働性）が高められたと答え

る生徒80％以上 

部活動と学習活動を両立さ

せている答える生徒70％以

上 

部活動顧

問 

(3) 

高

い

志

を

持

た

せ

る 

ア 自己理解を

深めさせる  

・総合的な学習（探究）の時間等を通じて、

自己の在り方・生き方や進路について考

え記録する時間を計画的に設定する。 

・朝読書の時間を通じて、視野を広げさせる

とともに自己理解を深めさせる。 

自分の興味・関心や適性を

踏まえて進路を考えている

と答える生徒80％以上 

全教員 

進路課 

図書課 

イ 志を育む情

報や機会を提

供する 

・文理類型登録・科目登録時には、適切な情

報を提供するとともに本人の希望・適性

を踏まえた丁寧な指導を行う。 

・進路希望調査を定期的に実施し、進路意識

の高揚を図る。 

・職業観の育成や進路意識を高揚させるた

め、ＯＢ講話、進路講話を実施する。 

・１、２年生に大学等が実施するオープンキ

ャンパスに参加させる。 

・地域・関係機関と連携して、様々な活動を

体験させる。特に理数科では、専門的な研

究に触れるため、大学訪問や研究施設訪

問、講演会、講座等を実施する。 

自分の将来に対するはっき

りとした夢や希望を持って

いると答える生徒70％以上  

全教員 

進路課 

理数科  

ウ きめ細かな

進路指導を行

う 

・面接週間や三者面談等で、１、２年生は年

３回以上、３年生は年５回以上、個人面接

等を実施し、家庭との連携のもと、一人ひ

とりの状況を詳しく把握し指導する。 

進路指導が充実していると

答える生徒80％以上 

全教員 
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 取組目標 達成方法(取組手段) 成果目標 担当 

・各種テスト、模試結果を生徒へフィードバ

ックし、個別の進路指導を行う。 

(4) 

安

心

・

安

全

な

教

育

環

境

を

整

え

る 

ア 施設・設備を

整備する 

・教育工学室、図書室、進路指導室、自習室

等の学習に関わる施設・設備の整備に努

める。 

・体育・部活動等に関わる施設・設備の整備

に努める。 

・地震(津波)や火災等災害に対する施設・設

備の整備に努めるほか、非常用飲料水等

備蓄についても継続して計画的に行う。 

・老朽化した校舎・施設の修繕とともに校内

美化に努める。清掃とごみの分別の徹底、

清掃用具の整備に努める。 

教育工学室、図書室、進路

指導室・自習室等の学習に

関わる施設・設備が整えら

れていると答える生徒70％

以上 

体育・部活動等に関わる施

設・設備が整えられている

と答える生徒70％以上 

校内美化（掃除など）に努

めていると答える生徒80％

以上 

事務部 

全教員 

総務課 

厚生保健

課 

情報管理

課 

イ 教育相談活

動を充実する 

・定期的に教育相談委員会を開催し、スクー

ルカウンセラーや心理アドバイザーと連

携して、困難を抱える生徒を支援する。 

教育相談委員会の開催 

月１回以上 

厚生保健

課 

ウ 広報を充実

する 

・本校の教育方針や教育活動を、配布物やホ

ームページ等を通じてわかりやすく伝え

る。 

本校の教育方針や教育活動

を、配布物やホームページ

等を通じてわかりやすく伝

えていると答える保護者

80％以上 

総務課 

教務課 

情報管理

課 

管理職 

エ 教職員の健

康保持のため

業務改善を図

る 

・定期的に職員安全衛生委員会を開催し、教

職員の健康の保持増進を図る。 

・各学年・分掌で業務削減・効率化に取り組

む。 

・ＩＣＴ等の活用により業務量を軽減する。 

・部活動ガイドラインに基づいた部活動指

導を徹底する。 

・部活動、交通指導で外部人材を活用する。 

各学年・分掌で業務改善に

関する取組１件以上 

管理職 

厚生保健

課 

情報管理

課 

生徒課 

各学年・

各課 

 


