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令和元年度 学校経営計画書 

 

学校番号 16 学 校 名 県立小山高等学校（全日制） 校 長 名 小川圭一 

 

１ 目指す学校像 

(1) 教育目標 

 いかなる時代にもたくましく生き抜ける人間の育成  

校訓『自尊』のもと、勇気・洞察・判断の三つの力を育み、『いかなる時代にもたくましく生き抜

ける人間の育成』を目指し、地域社会に信頼され貢献できる学校づくりに努める。 

(2) 目標具現化の柱 

   北駿地域の「面倒見のよい普通高校」として、生徒・保護者満足度ナンバーワンの学校を目指す

とともに、行うべきことに全力で取り組んでたくましく成長し、地域に貢献する人材を育成する。 

  ア 心に訴え心を育てる生徒指導とすべてに優先する安心安全な学校作り 

(ｱ) 心を育てる人づくりと挨拶の励行（「挨拶は、人に好かれる魔法の言葉」） 

(ｲ) 生徒理解と人権意識に基づく丁寧な個別指導と規律ある全体指導 

(ｳ) 安心できる学校生活と安全な学習環境の確保 

イ 育成すべき「資質・能力の三つの柱」の向上を図る学習指導と進路希望に応じた進路指導の充実 

(ｱ) 「主体的、対話的で深い学び」の推進と英語４技能の伸長を図る指導の充実 

(ｲ) 家庭学習時間の確保と課題指導の充実 

(ｳ) 進路意識の向上を図る指導と進路実現のための指導の充実 

ウ 全生徒が様々な場面で活躍し、広い視野を持ちながら地域に貢献する教育活動の推進 

 (ｱ) 「自治」に基づく生徒主体の生徒会活動や学校行事の充実と学校アイデンティティの確立 

(ｲ) 「一部活動一交流」等による地域との交流の推進 

(ｳ) カナダや中国等との国際交流の推進 

エ 充実した教科指導を行うための教員の授業力の向上 

(ｱ) ＩＣＴの活用等による授業改善の推進 

(ｲ) 積極的な授業公開と授業参観の推進 

(ｳ) 研修への意欲的な参加 

オ 学校の組織力を高め、学校全体として教育に当たる体制の構築 

(ｱ) 協働するチーム力の一層の強化と校内外の変化に前向きに対応する体制の確立 

(ｲ) ワークライフバランスを尊重する組織づくり 

(ｳ) 学校の魅力を発信し、理解を得る広報の充実 

 

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 担当部署 

ア 

挨拶の励行を始めとする

生徒指導により生徒の内面

の成長を促すとともに、保

健に関する取組、施設・設

備の適正な管理等を通し

て、生徒が安心して登校し、

安全に学校生活を送ること

ができる教育環境を整備す

る。 

いつでもどこでも誰に対

しても積極的な挨拶がで

きるように指導する。 

「自分から積極的に挨拶が

できる」生徒 90％ 

生徒課 

ＴＰＯに合わせた適切な

行動や言葉遣いができる

ように対話を大切に指導

する。 

「礼儀やマナーを身に付

け、適切な言葉遣いができ

る」生徒 80％ 

いじめを絶対に許さない

姿勢を示し、丁寧な生徒観

察と個別指導により、いじ

めの早期発見、早期対応を

する。 

・「いじめ０」 

・「安心・安全な学校生活を

送ることができている」

生徒 100％ 
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 取組目標 達成方法（取組手段） 成果目標 担当部署 

ア 

挨拶の励行を始めとする

生徒指導により生徒の内面

の成長を促すとともに、保

健に関する取組、施設・設

備の適正な管理等を通し

て、生徒が安心して登校し、

安全に学校生活を送ること

ができる教育環境を整備す

る。 

登校指導や交通教室等、交

通安全指導を充実し、自転

車マナー向上のための取

組を実施する。 

・「交通事故０」 

・「交通法規を守り、事故防

止に努めている」生徒

100％ 

生徒課 

教育相談室と保健室の連

携を促進し、学校カウンセ

ラーを有効活用するとと

もに、必要に応じてケース

会議を実施する。 

「悩みを相談できる人がい

る」生徒 90％              

ＨＲや授業において自己

の健康管理の重要性につ

いて指導する。保健委員会

による「保健だより」の作

成、配布。 

・各学年の年間の欠席率

１％未満 

・「保健だより」毎月発行 

・「教育相談だより」隔月発 

 行 

健康診断を円滑に実施す

る。診断結果を早期に配布

し、長期休業中の治療を喚

起する。 

健康診断後の要受診者の治

癒率 80％ 

校内美化のため、計画的に

大掃除を行う。 

年間５回以上大掃除の時間

を計画し、実施する。 

総務課 
整美委員会による「整美便

り」の発行。 

年間３回発行する。 

校内の防災訓練（地震・火

災）を計画する。 

防災訓練を年間４回計画

し、実施する。 

月１回の校内巡視活動を

行い、危険個所や不具合箇

所などの早期発見、早期対

応をし、安全な学校環境の

保全に努める。 

校内における施設設備に起

因する事故０件 
事務部 

管理職 

イ 

「主体的、対話的で深い

学び」を展開し家庭学習を

充実することで育成すべき

「資質・能力の三つの柱」

を向上させるとともに、英

語４技能の伸長を図ること

により、新しい大学入試制

度に対応できる学力を育成

する。また、学校全体で進

路対策に当たり、生徒が進

路に対する意識を高め、適

切に進路を選択するととも

に希望する進路を実現する

よう支援する。 

定期的に調査し、結果を公

表して自覚を促す。 

平日の学習時間平均が前年

比 10％ 
教務課 

「特進」「看護・医療」「保

育」「就職・公務員」の各

分野別指導を充実させ、そ

れぞれの進路希望に合っ

た指導を充実させる。 

各分野における進路決定率

100％ 

進路課 

学校全体で生徒の進路指

導に当たり、生徒の進路実

現を支援する。 

面接・小論文指導に参加す

る教員 100％ 

ＬＨＲ・総合的探究の時間

を中心に進路への意識を

高め、自分や自分の将来に

ついて考えさせていく。 

２年次進級時に将来の夢の

大枠を全員が持っている。 
１年部 

「視野を拡げる、考え方を

広げる、未来を見据える」

を大事にし、段階的で計画

的な進路指導を LHRや学校

行事を活用して行う。 

・主体的な科目選択の実現 

・理由の明確な進路希望先

が見つけられる。 ２年部 
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 取組目標 達成方法（取組手段） 成果目標 担当部署 

イ 

「主体的、対話的で深い学

び」を展開し家庭学習を充

実することで育成すべき

「資質・能力の三つの柱」

を向上させるとともに、英

語４技能の伸長を図ること

により、新しい大学入試制

度に対応できる学力を育成

する。また、学校全体で進

路対策に当たり、生徒が進

路に対する意識を高め、適

切に進路を選択するととも

に希望する進路を実現する

よう支援する。 

個人面談や三者面談を通

して進路目標の実現のた

めに適切な助言を行い、目

標実現に相応しい取り組

みができるようきめ細か

な指導を行う。 

学校評価アンケートにおい

て「決定した進路先に満足

している」生徒 90％以上。 
３年部 

「学習到達目標」で設定し

た活動を通して、４技能を

バランスよく伸ばす授業

を行う。 

「学習到達目標」達成率

60％以上 

英語科 

１・２年生に対して、GTEC

に対応する英語４技能対

策講座を行う。 

GTECでグレード３以上の１

年生がリスニング・リーデ

ィング・ライティングにお

いて 45％、スピーキングに

おいて 80％。グレード４以

上の２年生が LRWにおいて

50％、Sにおいて 60％。 

ウ 

 生徒が主体的に取り組

み、活躍できる教育活動を

展開することで、自律的に

行動する力や「小山高生」

であることを自覚して集団

に適応する力を高めるとと

もに、国際社会や地域への

関心を深め、広い視野から

地域に貢献しようとする意

識を醸成する。 

生徒が「自治」の意識を持

ち、生徒会、委員会、部活

動、学校行事を活性化でき

るように生徒、職員が一体

となって活動する。 

「生徒会、委員会活動が充

実している」生徒 90％ 

生徒課 

「部活動に主体的に参加し

ている」生徒 90％ 

「学校行事が充実してい

る」生徒 90％ 

「一部活動一交流」を発展

させ、地域とのつながりを

意識し、貢献する機会を作

る。 

「部活動、生徒会、学校行

事等を通じて地域との交流

が充実している」生徒 80％ 

生徒に地域防災訓練への

参加を呼び掛ける。 

地域防災訓練（12 月）への

生徒参加率 84％以上 
総務課 

１年生インターンシップで

は主体的に業務に取り組

み、地域への理解と貢献の

意識を醸成し、地域社会の

問題に対し提言を行う。 

提言を行う生徒 100% 

 
進路課 

生徒が主体的に参加し、充

実した職業体験とともに小

山町についての知識・理解

が深まる。 

１年部 

個人個人に役割や仕事を

与え、その責任は自分自身

にあるということを自覚

させ、責任感のある仕事が

できるように指導する。 

各行事において、自信をも

って行えた仕事内容が全員

必ず１つ以上あり、充実し

た振り返りができる。 

２年部 

委員会、係活動、学校行事

等やＨＲにおいて、一人一

役を割り振る。 

責任を持って仕事に取り組

み、学校全体のリーダーと

しての役割を果たす。 

３年部 

体育行事の準備・運営や、

授業でのグループ活動に

おける計画・実践におい

て、生徒が主体的に活動す

る場面を設定する。 

リーダーシップを発揮でき

る生徒を各集団で育成す

る。協力的に活動する姿勢

を身に付ける。 

保健体育

科 
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 取組目標 達成方法（取組手段） 成果目標 担当部署 

エ 

 ＩＣＴの活用等による授

業改善の推進、授業公開や

参観の実施、研修への参加

等により、新しい学習指導

要領への移行に適切に対応

するとともに教員の授業力

を向上させ、充実した教科

指導を行う。 

ＩＣＴを効果的に使用し、

授業改善を実践する。 

授業中にＩＣＴ活用する教

員 100％ 
全教科 

ワンセグ授業を行い、意見

交換を積極的に行う。 

すべての教員が授業参観を

少なくとも 2回実施し、ワ

ンセグカードに記入する。 

教務課 
ＩＣＴ機器の利用につい

て実践例を共有する。 

授業中にＩＣＴ活用する教

員 100％ 

校内研修にて、授業を行っ

た後研修を行う。 

１回以上の全体研修を行

う。その中で新指導要領に

対応した指導法を考える。 

オ 

 会議等において積極的に

提案するなど教職員が主体

的に学校経営に参画し、全

体で教育活動に当たる体制

を構築するとともに、校務

の一層の円滑化等によりワ

ークライフバランスを図る

ことができる体制を整備す

る。また、中学生や地域が

学校に関心を持ち、理解と

協力を得られるよう、学校

からの情報発信を一層充実

させる。 

諸会議において積極的に

提案するなど建設的な協

議を行う。 

「諸会議等において改善・

改革のために積極的に提案

がなされている」80％以上 

管理職 

全教職員が協働して教育

活動を実施する雰囲気を

作る。 

「教職員間のコミュニケー

ションは活発でありチーム

として機能している」80％

以上 

退勤時間、時間外勤務時間

の改善について教職員が

互いに呼び掛けるよう働

き掛け、創意工夫により事

務手続きを簡素化する。 

・平均退勤時間５分短縮 

・一月時間外勤務時間 15分

短縮 

校内処理用の書式の見直し

及び改正５件 
事務部 

本校の進路指導方針や進

路実績について、地域社会

に情報発信する。 

「進路通信」や進路行事の

様子等、進路指導の状況を

月１回以上の頻度でＨＰに

公開する。 

進路課 

ホームページや「小山高だ

より」を通してタイムリー

な情報を発信し、広報活動

を活発化する。 

学校行事等があった場合は

即日～３日以内にホームペ

ージにアップする。部活動

のページも必ず１ヶ月に１

回は更新する。 
総務課 

ＰＴＡ行事や支部会等へ

の保護者の積極的な参加

を呼び掛ける。 

ＰＴＡ支部会への会員の参

加率 84％以上。 

 

 


