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令和 ２ 年度 学校経営報告書（自己評価） 

学校番号 65 学 校 名 県立磐田南高等学校（全日制） 校 長 名 赤塚 顕宏 

 

Ａ：十分目標を達成することができた   Ｂ：おおむね目標を達成することができた 

Ｃ：あまり目標を達成することができなかった Ⅾ：ほとんど目標を達成することができなかった 

 

 取組目標 成果目標 達成状況 
評

価 
成果と課題 

ア 

徳のある

人間性の

育成 

年間の貸出数 

１人当たり 3．0

冊以上 

12月末で１人当たり 2.6

冊。目標達成率【86.6%】 
B 

一斉休校が５月末まで続いたがほぼ例

年どおりの貸し出し数であった。来年

度は同期での目標達成率を 90%にした

い。 

交流を通して互

いの文化の良さ

をｼｪ ｱする生徒

80% 

・「国際交流や留学等に興

味を持っている」と回答

した生徒   【47.8%】 

・「部活動や委員会活動等

で、ボランティア活動や

地域交流へ積極的に参加

した」と回答した生徒               

【35.4%】 

C 

・令和２年２月からの新型コロナウイ

ルス感染拡大により、本校の国際交流

活動は中止されたままの状態である。 

・地域交流活動も中止・延期になり参

加する機会が限られため、目標を達成

することが出来なかった。来年度以降

は生徒・職員の安全を確保したうえで

交流できる方法を探りたい。 

イ 

「確かな

学力」の

育成 

ICT機器を活用し

た授業を実践す

る教員 70% 

「ICT機器を授業で活用

し授業力向上を図ってい

る」と回答した教員         

【93.5%】 

A 

ICT 機器を活用し、授業力向上を図っ

ている教員は 90％を超えた。休校が起

きた場合に、遠隔授業などのことがス

ムーズにできるかどうかは、未知数な

ところがあり、課題である。 

基礎基本を大切

にし、授業を主体

的に取組む生徒

80% 

測定ツールを活

用し、授業改善に

取組む教員 90% 

・「授業が分かりやすく学

習意欲が向上した」と回

答した生徒  【71.4%】 

・「測定ツールを活用し的

確な指導の検証・改善を

図っている」と回答した

教員     【93.5%】 

B 

・２年生では７割以上の生徒が授業内

容、進度が適当であると感じている。

授業内容や評価方法の検討を継続し、

さらなる授業改善に努めていく。 

・模擬試験等の測定ツールを積極的に

活用することにより、授業改善に役立

て、生徒の進路実現達成にサポートで

きている。 

英語ｾﾐﾅｰ 100 名

以上、医療系小論

文参加者 50 名以

上 

英語セミナー98名参加、

医療系小論文・面接講座   

【39名参加】 

B 

・コロナ禍の今年度は、会場のキャパ

シティを考えると、英語セミナーの 98

名は限界であった。密を避ける観点で

は厳しいものがあった。内容的には参

加者の 92%が「有益だった」とアンケ

ートに回答している。 

・医療系講座は、年度初めの医療系志

望者が 45名であったので、「50名以上」

という目標は高すぎた。参加者の 96%

が「参考になった」と回答している。 
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理数科事業に積

極的に取り組む

生徒 80% 

理数科事業（科学の甲子

園・各種科学系コンテス

ト）への参加率【100％】

理数科事業に積極的に取

り組んだ割合【80%以上】 

A 

事業を通して、生徒の自然科学に対す

る興味・関心を高めるとともに、科学

的な思考力を向上させることができ

た。 

 

 

 

ウ 

こころざ

しの育成

と進路目

標の実現 

ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ参加

率 90%以上 

高大連携事業参

加 50名 

新型コロナウイルス感染

症のため、実態把握がで

きなかった。 

C 

コロナ禍で対面によるオープンキャン

パスがほとんど中止となりオンライン

実施となった。高大連携事業も多くが

中止あるいはオンラインによる実施と

なり、参加者の把握ができなかった。 

ミニ大学を通し

て進路意識が向

上した生徒 90% 

「ミニ大学を通して自分

の進路をより深く考える

ようになった」と回答し

た生徒    【95.4%】 

A 

コロナ禍で参加できない大学がある

中、２日間の実施に変更し、一部オン

ラインながらも、のべ 22講座を実施で

きた。来年度は従来どおり３日間の開

催を目指したい。 

エ 

健やかで

たくまし

い心身の

育成 

部活動や学校行

事に積極的に取

組む生徒 80%以上 

・「部活動に積極的に参加

した」と回答した生徒           

【87.4%】 

・「学校行事に積極的に参

加した」と回答した生徒            

【90.8%】 

A 

今後も部活動、学校行事に積極的に参

加する生徒を育てていく。Withコロナ

の時代の学校行事等を検討していく。 

  

自主的に健康管

理ができる生徒

80% 

「薬学講座・食育講座実

施後のアンケートにおい

て自己の健康管理に役立

てることができた」と回

答した生徒  【84.0%】 

B 

１年生は薬学講座、２年生は食育講座

を実施し、生徒自身が健康管理を徹底

できるよう理解を深めることができ

た。新型コロナウイルスの影響により

全校生徒対象の講座が中止となり３年

生については評価ができなかった。保

健だよりを継続して発行することで生

徒に注意喚起を行った。 

オ 

安全・安

心で、信

頼される

学校づく

りの推進 

・カウンセリング

の充実等に関す

る内容について 

・学校生活が安

全・安心に送られ

ている生徒 80%以

上 

「学校生活が安全・安心

に送られている」と回答

した生徒   【92.9%】 

A 

生徒が精神的にも身体的にも安心・安

全に学校生活を送ることができるよう

引き続き努めていきたい。 

・いじめ・ネット

トラブル・交通事

故等に関する内

容 

・学校生活が安

全・安心に送られ

ている生徒 80%以

上 

「生徒理解に努め、「いじ

め」「ネットトラブル」「交

通事故」を未然に予防し

ている。」と回答した教員    

【100％】 

A 

アンケート等を通して、継続的に生徒

理解に努める。交通安全には完璧はな

いことを自覚し、未然予防の教育にも

重点をおく。 
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安心で快適な学

校生活を送るこ

とができる環境

整備。 

「定期的な施設の安全点

検を通して学校施設の安

全性を確保している。」と

回答した教員 【95.7%】 

A 

消防点検等の定期点検の結果や、職員

からの指摘事項に関して、現地を確認

し速やかに対応した。また、温湿度計、

扇風機を各教室に設置するなど、熱中

症対策に努めた。今年度は、できる範

囲の対応と来年度以降の対応の見通し

を立てる事に留まったため、今後、実

質的なエアコンの設置に向け、予算の

要求と調整を行い、快適で安全な学校

生活の確保に努めたい。 

 

 

 

12 月の地域防災

訓練に参加する

生徒 80% 

新型コロナウイルス感染

症のため中止する地域が

多かったため、地域防災

訓練への参加率に対する

評価ではなく、防災への

意識の向上等により評価

した。 

B 

12月の地域防災訓練は、各自主防災組

織が中止としたため、生徒の参加率は

確認できなかったが、「各種防災訓練等

をとおして、災害時の対応を理解し、

防災意識が向上した」と回答した生徒

は【68.2%】であった。（R1：70%） 

昨年度より微減であったが、10月の学

年別防災教育が生徒にとって効果的で

あったようだ。特に、２年生は、本年

度は地震体験車による訓練に変更し、

より記憶に残る訓練になった。次年度

も、新型コロナウイルス感染症が各種

訓練に影響を与えると考え、コロナ禍

での訓練の在り方について、他校から

情報を得る必要がある。 

積極的に情報発

信を行っている

とする保護者 70% 

「HPや学校新聞などで

積極的に情報発信を行っ

ている」と回答した保護

者      【84.2%】 

A 

学校ホームページの管理は、情報管理

課で組織的に行っているため、生徒も

保護者も、情報発信が積極的に行われ

ていると評価している。現在、情報管

理課が学校 HP と「磐田南高新聞」（生

徒向け）を担当し、総務課が「磐田南

高通信」（保護者向け）を担当している。

対外的な情報発信媒体について、担当

部署の整理を行ってもよいと思われ

る。 

カ 

ワークア

ンドライ

フバラン

スを考え

た働き方

改革 

時間外勤務を把

握し、業務の整理

と定時退勤日を

推奨する。 

ワークアンドライフバラ

ンスを意識し、定時退勤

や時間外業務の縮減を意

識していると回答した教

職員     【43.4%】   

C 

行事検討委員会による業務見直し、ア

ンケート集計の効率化等、ICT を利活

用した業務削減、行事の精選等、一定

の成果を挙げたが、多様な問題を抱え

る生徒への対応等、一律に業務を削減

できないこともあり、意識はしている

が、現実に対応できていないと回答す

る教員が半数を超えている。年間を通

し、比較的業務の少ない時期に休める

ような態勢を進めていきたい。 


