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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 

授業を中

心に据え

た主体的

な学びと

高い学力

の育成 

Ａ 授業アンケート

２回の実施と「授業が

よくわかる」生徒60％

以上、「授業で力がつ

いた実感がとてもあ

る」生徒 40％以上 

・授業アンケートで「授

業がよくわかる」と回

答した生徒の割合 

１年生 62.0％ 

２年生 63.4％ 

３年生 54.1％ 

・「授業で力がついた実

感がとてもある」と回

答した生徒の割合 

１年生 28.0％ 

２年生 27.7％ 

３年生 31.5％ 

B 

教員は「よくわかる授業」「力が

ついた実感を与える授業」を目指

し、授業改善に取り組んでいる。 

年間２回の授業アンケートを実

施し、授業が「よくわかる」と回

答した生徒は１・２年生で 60％を

超えた。一方、授業で力がついた

実感については、「とてもある」ま

たは「ある」と答えた生徒は 85～

90％に上ったが、「とてもある」の

割合は 40％に達していない。引き

続き、より質の高い、真の学力を

育成する授業づくりに取り組んで

いく。 

大学入学共通テストの結果は、

英語と国語で全国平均１割増しの

目標を達成できた。全体としては

あと少し届かなかったが、これま

での指導の成果が結果につながっ

たと言える。 

ベネッセ模試、GTEC の測定ツー

ルを活用し指導の改善を図ってい

る教員は、目標の 80％をやや下回

ったが、昨年度の 55.8％から 20％

の増であった。学年ごとの模試結

果分析会も、教員間の課題共有に

有効に機能した。 

１日の平均家庭学習時間が２時

間以上の生徒は、１年生 28.6％、

２年生 54.8％、３年生は 93.4％に

上る。平日４時間以上の３年生は

71.3％、休日８時間以上も 67.8％

であった。部活動との兼ね合いも

あるが、早い時期から大学進学に

向けて意識付けを図りたい。 

授業でのＩＣＴ活用は昨年度と

ほぼ同水準、ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞについ

ては、グループワーク等がやり難

い状況であったことから、やや数

値が下がった。スキルやノウハウ

の蓄積は年々進んでおり、今後の

授業改善に活用していきたい。 

Ｂ 大学入学共通テ

ストの全教科・科目の

校内平均点が全国平

均点の 1 割増し以上

になる 

・大学入学共通テスト

の平均点は、英語と国

語で全国平均１割増し

を達成、全体ではあと

少し届かなかった 

Ｃ 測定ツールをと

おして把握した分析

結果・共有内容に基づ

き指導改善に取り組

んだ教員 80％以上 

・測定ツールを活用し

て指導の検証、改善を

行っている教員の割合 

76.4％ 

Ｄ １・２年生は、平

日午後９時までに家

庭学習を開始し２時

間以上、休日４時間以

上の学習。部活動引退

後の３年生は、平日４

時間以上、休日８時間

以上の学習 

・平日は午後９時まで

に学習を開始している

生徒の割合 74.9％ 

・平日に２時間以上家

庭学習をしている生徒

の割合 59.6％ 

・休日に４時間以上家

庭学習をしている生徒

の割合 56.6％ 

Ｅ 部活動終了時間

の遵守と帰宅指導の

徹底 

・午後７時 20 分までに

下校している生徒の割

合 93.0％ 

Ｆ 計画的に本格的

AL 型授業を実施した

教員 90％以上 

・授業でＩＣＴ機器を

積極的に活用している

教員の割合 67.3％ 

・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞを取り

入れた授業改善に積極

的に取り組んでいる教

員の割合 78.2％ 
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イ 

高いここ

ろざしを

育む計画

的・体系

的な進路

指導の推

進 

Ａ １年終了時の国

立大学希望９割程度 

・国公立大学希望者の

割合 93％（２学期時点） 

A 

きめ細かな進路指導を推進し、

幅広く学ぶことの大切さを理解さ

せるとともに、生徒 1 人 1 人に合

った進路目標を設定させることを

基本としている。 

成果目標として掲げた数値目標

をほぼ達成することができ、これ

までの指導が活かされた結果とな

った。特に３年生は、大学入学共

通テストにおいて５教科７科目型

で受験した者が 88％に上り、この

５年間での最高値であった。 

出願検討会は多くの教員が積極

的に参加する体制ができてきてお

り、７月の教員対象研修も指導方

針の共有に有効であった。 

Ｂ ２年志望理由書

の作成をとおして９

割以上の生徒が進路

目標を明確化する 

・２年全員が志望理由

書を作成し、管理職面

談を受けることができ

た 

Ｃ 大学入学共通テ

スト５・６教科７科目

型の受験割合 80％以

上 

・５教科７科目型で受

験した３年生の割合

88％ 

Ｄ 出願検討会参加

教員 40 人以上 

Ｅ 小論文指導、面接

指導に関する職員研

修を実施する 

・出願検討会に参加し

た教員 12 月 41 人、１

月 35人 

・７月に職員研修を行

い指導方針を共有した 

ウ 

「有徳の

人」づく

りを意識

した、思

いやりと

自主自立

の精神の

育成 

Ａ 部活動ボランテ

ィア活動参加率100％ 

Ｂ コロナ禍での開

催方法等を工夫し、充

実した文化祭を実施

する 

・29 部活のうち 20 部活

がボランティアを実施 

・新型コロナウイルス

対策をする中で文化祭

を実施、来場できない

保護者には動画配信 

A 

 生徒会活動、学校行事、部活動

等への生徒の主体的な取り組みを

目指し、指導と支援を行っている。 

 昨年度は新型コロナウイルス感

染症拡大の影響で、多くの行事が

変更や中止を余儀なくされたが、

今年は感染対策を講じながら可能

な範囲で活動に取り組んだ。文化

祭は来場者を制限し、展示や発表

内容を工夫して実施した。生徒会

が中心となって取り組むことで生

徒の主体性や協働性が高まった。

総合的な探究の時間でも、制約が

多い中ながら、地域と連携して課

題解決に取り組み、１、２年生の

全グループがポスター発表を行

い、いくつかのグループでは提案

の検証結果が報告できた。 

 挨拶は一部に受け身な生徒もお

り、自主的なものとするため、部

活動やクラス単位で働きかける。 

 スマホ利用に関しては利用時間

と内容を分析し、問題点を挙げ、

解決策を探っていく。 

Ｃ  探究発表会で

50％のグループが提

案の検証結果まで報

告する 

・１、２年生の全グル

ープがポスター発表、

検証結果の報告ができ

たグループもあった 

Ｄ 学校内外で生徒

自ら挨拶ができるよ

う部活動やクラス等

で促す 

・校内外で積極的にあ

いさつをしている生徒

の割合 90.7％ 

Ｅ １年全生徒にス

マホに関する調査・分

析・講座を実施する 

・1年生全員と保護者を

対象としたネット依存

対策プログラムを実施 

Ｆ 家庭学習の妨げ

になるようなスマホ

の使用をしていない

と答える生徒 70％以

上 

・スマホの安心・安全

な使い方を心がけてい

る生徒の割合 93.2％、

一日の平均使用時間２

時間未満の生徒の割合

52.3％ 

エ 

豊かな感

性 を 養

い、健や

かな心身

を鍛える 

Ａ 地域の要請に応

え、イベント参加や地

域団体との連携を行

う 

・部活動を通して地域

社会に貢献する機会が

あった生徒の割合 

67.5％ 

B 

市や地域の要請に応え、積極的

なイベント参加や地域連携を進め

ている。今年度は、新型コロナウ

イルス感染症対策を行いながら可

能な範囲で取り組んできた。 

冀北講演会と芸術鑑賞会は、と

もに満足度は高く、生徒の情操の

涵養に効果があったがコロナ禍の

中での企画運営には課題も多い。 

Ｂ 「冀北講演会」

65%、「芸術鑑賞会」

80％以上の生徒満足

度 

・「冀北講演会」の生徒

満足度 78％、「芸術鑑賞

会」の生徒満足度 92％ 
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Ｃ 年間貸出冊数の

平均を昨年度よりも

高める 

Ⅾ ＳＨＲや学年集

会等の機会に人権意

識を育む働きかけを

行う 

・年間貸出冊数の平均

は、１・２年生で昨年

をやや上回り３年生は

下回ったが、全体平均

は昨年と同じであった 

・人権意識向上のため

の働きかけは継続的に

は行えなかった 

図書館は、感染症対策のため休

館せざるを得ない期間があった

が、貸出冊数の全体平均を維持す

ることができた。今後も図書委員

会活動を中心に、図書館の利用促

進、貸出冊数の維持向上を目指す。 

人権教育については、１年を通

した進め方を検討していく。 

オ 

４つの資

質・能力

を育成す

るための

カリキュ

ラムマネ

ジメント

の実施 

Ａ カリマネ関係の

職員研修会５回（情報

セキュリティ、授業改

善、観点別評価、探究、

カリマネ） 

・予定されていた５回

の職員研修を実施する

ことができた 

Ａ 

カリキュラムマネジメント委員

会を中心に、３年間を見通した総

合的な探究の時間とＬＨＲの計画

を実施に移した。 

総合的な探究の時間における地

域課題解決のための探究活動で

は、大学等との連携が進んだ。 

 職員研修会、年間２回のアンケ

ートは予定通り実施できた。成果

を今後の教育活動に活かしたい。 

Ｂ 年間２回の生徒、

教師対象アンケート

を実施し、資質・能力

育成の検証を行う体

制を確立する 

・年間２回のアンケー

トを実施 

・統一的で計画的な教

育活動が実現できたと

回答した教員 80.0％ 

カ 

安心安全

な学校生

活のため

の保健指

導、安全

指導の徹

底 

Ａ 教育活動をとお

して新型コロナウイ

ルスに感染する本校

生徒・職員を０にする 

・新型コロナウイルス

感染者複数名。１年生

１クラスで７日間の臨

時休業措置 

Ｂ 

生徒が安心して授業や学校行

事、部活動に取り組める環境づく

りに努めた。また、生徒の健康や

安全に関する意識の向上を図っ

た。特に、新型コロナウイルス感

染症に関しては、頻繁に注意喚起

を行い、感染予防を呼び掛けた。

残念ながら複数名の感染者があ

り、１年生１クラスを７日間の臨

時休業とした。感染対策の徹底と

環境整備に努めたい。 

問題を抱える生徒については、

全校対象の「心の元気度チェック」

や１年生全員面談をもとに、担任

や学年部、保健室などと情報共有

を図った。ケースによっては、ス

クールカウンセラーや外部機関と

も連携して対応した。また、保健

室では、保健上注意を要する生徒

の一覧や保健室利用状況報告を作

成し、担任や学年部と共有した。 

地域防災訓練への参加、生徒に

よる交通安全呼びかけは、コロナ

禍のため、教室での注意喚起など

限定的な実施となった。一人一人

の意識の向上を期待したい。 

Ｂ 「薬学講座」「健

康教育講座」におい

て、しっかり理解した

生徒 90％以上 

・生徒の理解度「薬学

講座」94.0％、「健康教

育講座」99.7％ 

Ｃ 職員間で情報を

共有し、問題の早期発

見と早期対応をする 

 

・心身のケアが必要な

生徒に対して個別にき

め細やかな指導を行っ

ている教員 94.5％ 

・悩みや心配事を相談

できる先生がいると回

答した生徒 72.0％ 

Ｄ 地域防災訓練へ

の１・２年生参加率

80％以上 

・多くの地区で訓練中

止または規模縮小実施

となったため、１・２

年生の参加者19名のみ 

Ｅ 生徒による交通

安全の呼びかけを学

期に１回以上行う 

・交通委員による朝の

交通指導を年間で２回

実施 
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キ 

学校の実

践と成果

を積極的

に発信 

Ａ 部署ごとに定め

たＨＰ担当を中心に

更新し、昨年度以上の

記事更新数を目指す 

Ｂ 高校入試志願倍

率 1.1 倍以上 

・部署ごとの記事更新

担当制が定着し、１月

末までの記事更新数は

前年度比 78％増、アク

セス数は 7.3％増とな

った。１月の月間アク

セス数は 1万超 B 

本校の教育実践や生徒の活躍な

どについて、保護者や地域の人々、

近隣の小中学生などに知ってもら

い、学校の魅力を伝えるための広

報に努めた。ホームページの記事

更新は、担当制が定着し、更新数

は昨年度を大きく上回った。引き

続き情報発信に努めたい。 

「掛西ラボ」への参加者は目標

の 40名には届かなかった。学校や

家庭の予定に左右される面はある

が、魅力ある内容と参加しやすい

条件を工夫していきたい。 

Ｃ 理数科１・２年生

特別講座及び理数科

関連事業参加 95％以

上 

・理数科１・２年生特

別講座及び理数科関連

事業参加 84.5％ 

Ｄ 掛西ラボ参加者

40 名以上 

・掛西ラボ参加者 13名

（申込 14名） 

ク 

教員の資

質能力の

向上を図

る研究・

研修の推

進 

Ａ 自己有用感に関

するアンケートによ

くあてはまると答え

る生徒の割合４０％

以上 

・「自分もやればできる

という気持ちがある」

35％、「私は、得意なも

のや良い面があると感

じている」37％ 

B 

教員の資質能力の向上を図り、

生徒の自己有用感の育成につなが

る教育実践を目指して、研究・研

修を進めてきた。 

自己有用感アンケートでは、「あ

てはまる」と回答した生徒を含め

ると 80～90％に上るが、「よくあ

てはまる」に限定すると目標値に

届かなかった。自信をもって強く

肯定できる生徒が増えるよう、声

掛けや活躍の場の提供を続ける。 

３回以上の授業見学をした教員

の割合は昨年度を大きく上回っ

た。積極的に授業参観を行い、授

業改善につなげていきたい。 

Ｂ 各教員の他教員

授業参観年間３回以

上 

・他の教員の授業を３

回以上参観した教員の

割合 63.6％ 

Ｄ 職員の不祥事や

重大ミスを０にする 

Ｅ 教職員の健康に

対する意識が向上す

る 

・生徒対応に関するイ

ンシデント１件 

・新型コロナウイルス

対策を通して、職員の

健康意識は向上した 

ケ 

情報処理

システム

活用と情

報管理 

Ａ 個人情報漏洩等

の情報事故０ 

・情報セキュリティや

個人情報保護に十分注

意を払っている教員の

割合 98.2％ 

Ａ 

情報処理システムを活用するこ

とで業務の効率化を図るととも

に、授業における ICT 活用の一層

の充実に努めた。 

情報漏洩等の情報事故はあって

はならず、情報セキュリティ研修

の実施とあわせて、日頃から全教

員が情報管理に関する意識を高く

持つよう働きかけを続けていく。 

Ｂ ICT 活用が「でき

る」「ややできる」と

答える教員 90%以上 

Ｃ 情報セキュリテ

ィ研修の実施 

・ICT 活用が「できる」

「ややできる」と答え

る教員の割合 98.2％ 

・情報セキュリティ研

修を４月に実施 
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コ 

学習環境

の整備と

円滑な事

務業務の

執行 

Ａ 大規模災害時マ

ニュアルの更新を行

い、防災訓練で職員・

生徒に周知を図る 

・既存のマニュアルを

更新し、それに基づき

校内での防災訓練を実

施 

B 

生徒が安心して学習やさまざま

な活動に取り組むことのできる環

境を整備するとともに、効率的な

事務業務を心がけてきた。 

防災に関しては、新たに発災時

の待機マニュアルを作成したとこ

ろであり、今後周知を図っていく。 

施設・設備を原因とする事故の

発生があったが、危険箇所の解消

のため速やかに対応した。校内で

対応できない案件については、粘

り強く県に予算要求していく。 

 アンケート結果から、教職員の

情報共有や節約に対する意識が高

くなっているので、引き続き、予

算の進捗状況を定期的に確認して

共有を図り、限られた予算を効果

的・効率的に執行し、学習環境の

整備に努める。 

Ｂ 施設、設備を原因

とする事故を０にす

る 

・施設、設備を原因と

する事故の発生あり 

Ｃ 予算の進捗状況

を定期的に確認し、執

行残を最小限とする 

・校内環境の実態を把

握し、情報共有した上

で、効果的な予算請求

をしている教員の割合

92.7％ 

・印刷用紙の節約・再

利用や、電気・水道使

用量等の削減に努めて

いる教員の割合 96.4％ 

サ 

教職員の

ワークラ

イフ・バ

ランス 

Ａ 教職員は、遅くと

も平日 20 時までには

帰宅する 

・平日 20 時までの退勤

を心がけている教員の

割合 81.8％ 

B 

 教職員の心身の健康のために、

業務の精選や効率化、行事や会議

の見直し等を進めてきたが、一方

で、新型コロナウイルス感染症対

策のために業務が増えた部分も少

なくなかった。 

 部活動指針の遵守に関しての教

員の意識は、前年度比 12％増とな

った昨年度より更に上昇した。ま

た、平日 20 時までの退勤を心がけ

ている教員は８割を超えたが、定

時退勤日は浸透していない。教職

員がワークライフ・バランスのと

れた働き方ができるよう、一層の

環境整備に努めたい。 

Ｂ 定時退勤日の定

時退勤率 80％ 

・月曜日の定時退勤を

心がけている教員の割

合 36.4％ 

Ｃ 公式大会等がな

い限り、週当たり平日

１日以上、土・日 1日

以上の部活動休養日

を遵守する 

・心身の健康面に配慮

し、部活動指針を守っ

て部活動の指導をして

いる教員の割合 87.3％ 

 


