
本年度の取組（重点目標はゴシック体で記載）

達成状況 評価 成果と課題

・計画どおりに、いじめに対するアン
ケート調査・面談聞き取りを行った。
・いじめアンケート：年２回実施
・ネットに関係するトラブル：０件
・スマートフォン講座を6月に実施し
た。
・「誰に対しても相手の気持ちを大切
にして接している」と答える生徒の割
合が96.3%だった。

Ａ

・一斉メールにHR毎のグループを設け、個別の
連絡を可能にした。
・スマートフォン・SNSのトラブル、いじめ等の
事案はなかった。
・スマートフォンをアンケートなどで校内で利
用するようになってきたが、使い方が煩雑にな
らないかが危惧される。

・熱中症対策は新型コロナウイルス予
防対策でのマスク着用との兼ね合いに
苦慮したが、熱中症・コロナともに大
事に至るものはなかった。
・新型コロナウイルス感染症対策の影
響で、保護者と連携した交通安全指導
は年２回計画していたが、実施したの
は年１回だった。
・今年度自転車事故件数4件（昨年度5
件）

Ｂ

・授業中の水分補給も積極的に勧め、生徒自身
に自己管理を促した。
・自転車事故は減少した。
・自転車マナーに関する苦情が多かった。

・一斉メールは全員が加入している。
・コロナ対策により、密を避けること
を優先させたため、思うような避難訓
練ができなかった。

Ｂ

・今後、コロナ禍での避難についての周知を
行っていきたい。

・適切に用具を使用、管理して、清掃
が行われた。
・「ごみの分別・削減、環境を守る行
動をしている」と答える生徒の割合：
88.4％
・美化委員会による清掃点検は休校期
間、長期休業中をのぞき、計画通り実
施された。

Ａ

・清掃点検を行って、不十分なところの改善は
された。
・指摘される前に自主的に清掃する意識や、校
舎内に砂を持ち込まない意識が十分でなかっ
た。

・「健康観察表」による確認を毎日実
施した。
・毎日の健康観察、換気、手洗い、手
指消毒、校内清掃時の消毒、毎号の保
健だよりで呼びかける等により感染症
を予防できた。

Ａ

・「新しい生活様式」を基本とした校内ででき
る予防対策を実施し、徹底した。

・毎月の出欠統計を行い、職員に周知
した。
・欠席、遅刻、早退者の減少にはつな
がらなかった。新型コロナウイルス感
染症の影響で、出席停止が増え経年比
較しにくい年度となった。
・３年部：学習記録表を用いた家庭学
習時間と睡眠時間の確認を毎日行うこ
とができた。

Ｂ

・毎月の出欠統計を周知したことで、職員が例
年との比較を意識することにつながった。
・３年部：受験への不安により長欠となる生徒
が複数人見られた。

・個人面談：年３回以上実施できた。
・「学校生活に満足している」と答え
た生徒の割合：86.4％
・グループエンカウンターの実施によ
り１年始業時の不登校を防ぐことがで
きた。 Ａ

・グループエンカウンターの実施により話しや
すい雰囲気ができ、休校の合間の登校も人間関
係で困らなかった。
・３年部：相談室と連携し、長欠の生徒の声掛
け、フォローを行った。進路指導を兼ねた、担
任との２者面談を面談期間及びＬＨＲ等を用い
て進めることができた。

・部活動終了時間、完全下校について
は厳守、徹底できた。
・コロナ禍による各種大会等が実施さ
れなかった。
・「部活動が楽しい」と答えた生徒の
割合：90.5%
・「設定した部活動ガイドラインを順
守している」と答えた教員の割合：
94.1％

Ｂ

・限られた活動時間でも充実して活動を行って
いる。
・運動部・文化部ともに、上位大会・発表会で
の活躍を期待する。

イ

欠席、遅刻、早退の
減少（入院等による長
期欠席者を除く）

・毎月の出欠統計実施
・欠席、遅刻、早退者の減少

メンタル問題による
不登校、転退学の減
少

・個人面談：年３回以上
・「学校生活に満足している」と答える
生徒の割合：80％

部活動の充実、成績の
向上

・部活動終了時間厳守
・完全下校19時30分の徹底
・全国大会５部活、県大会10部活以上

令和２年度　学校経営報告書（自己評価）

様式第３号

取　組　目　標 成果目標

学校施設の安全確保 ・校舎内を美しく保つ意識の醸成
・「ごみの分別・削減、環境を守る行動
をしている」と答える生徒の割合：80％
・美化委員会による清掃点検を月３回以
上実施

感染症の予防 ・感染症に罹らない
・「健康観察表」による確認を毎日実施

ア

いじめの根絶 ・年間計画及びいじめへの対処の確実な
実施
・いじめアンケート：年２回実施
・ネットに関係するトラブル：０件
・「相手の気持ちを大切にして接してい
る」と答える生徒の割合：90％

授業中、部活動中、登
下校中の事故防止

・緊急時に、教職員・生徒共に動ける体
制づくり
・保護者等と連携した登校指導の実施：
年２回
・登下校時の自転車事故件数の半減

防災対策の充実 ・一斉メールの加入率：100％
・現実的な避難訓練の実施

鈴木　照彦校長名静岡県立清水東高等学校学校名31学校番号



達成状況 評価 成果と課題取　組　目　標 成果目標

・年度初めに、シラバスを用いた教科
ガイダンスを実施した。新入生につい
ては、一部の教科をオリエンテーショ
ンで実施した。
・「平日必ず家庭学習の時間を持つ」
と答えた生徒の割合：95.9％

Ｂ

・休校明け、各教科で課題や取り組みを確認す
ることで、期間は遅れたが概ね学習に向かう姿
勢は作ることができた。
・入学できたことに満足して、スタートが遅く
なってしまった生徒や燃え尽き症候群になって
しまった生徒への対応を密にしていきたい。
・ガイダンス後すぐに、休校に入ってしまった
ため、各教科で実施したガイダンスが機能した
とは言い切れない。

・｢授業が分かりやすい｣と答える生徒
の割合：80.2％
・｢指導のレベルに満足している｣と答
える生徒の割合：92.2％ Ａ

・授業の取り組み状況が良好な生徒が89.4％お
り、「力がついた」という実感を得ている生徒
が83.0％であった。いずれも昨年度より割合が
上昇している。

・他校視察は新型コロナウイルス感染
症対策の影響で３校以上は実施できな
かった。
・特別講演は新型コロナウイルス感染
症対策の影響で実施できなかった。
・浜松北高校での研究授業に５教科各
１名ずつ、静岡市立高校の研究授業に
１名が参加。
・学力向上セミナーは、オンライン実
施になり、５名程度に減少した。英語
学力向上のための講演会は３月16日に
実施の予定。
・長期休業中に研修会に参加した教員
の割合：31.4％

Ｂ

・オンラインでの研修会への参加が増えた。
・コロナ禍により他校へ実際に赴いて授業を参
観する機会が減少したり、予定した研修が延
期・中止になってしまうことがあり残念であっ
た。
・ほとんどの講演会が中止になり、オンライン
に切り替わったが参加者が減少した。

・「生徒の読解力が伸びた」と答える
教員の割合：68.6％
・朝読書の時間に副担任の先生方に巡
回指導をお願いし、朝読書への取り組
みに関してはおおむね達成できた。
・小論文指導は全教員で分担し、指導
を徹底できた。

Ｂ

・１，２年生対象アンケートにおいて、本を読
むことが好きと答えた生徒は昨年度57.3％で
あったのに対し、今年度は69.8%と増加した。
・読書感想文及び、新書レポート執筆につい
て、さらに指導を徹底したい。
・2年部：2学期以降の課題読書を設定するべき
かどうか考えていきたい。
・１年部：朝読書から読解力へのつながりと小
論文への発展については、継続的な指導が必要
である。学年進行ではなく、図書部・進路部と
の横断的なシステムを作るべきではないかと思
う。

・個人面談：年間３回以上実施でき
た。
・進路ﾉｰﾄは改訂し、LHRなどで活用さ
れた。
・進路資料も新版に変更してスタン
ダード化された。生徒評価は今後実施
する予定である。
・「自分の将来に対するはっきりした
夢や希望を持っている」と答える生徒
の割合：60.6％
・新型コロナウイルス感染拡大の影響
で、県立大薬学部訪問は中止、国立遺
伝学研究所訪問、東大訪問は代替企画
（Web講義）となった。
・プロフェッショナルと語る会は例年
通り実施できた。
・３年部：個票配布をテスト後１週間
内に行い、テスト結果等の振り返りを
効果的に行うことができた。
・２年部：2学期に生徒が第一志望宣
言を作成し、学年を超えた多くの教員
と面談を行った。
・進路選択や科目選択につながるガイ
ダンスは例年通り実施できた。

Ｂ

・進路の様々な資料に関しては、LHRなどで感想
を書かせて集約した。
・オンライン講義でもある程度は研究所のこと
を知ることができたり研究員と語り合うことが
でき、興味関心を高めることができた。
・第一志望宣言の取組で生徒の進路意識の向上
につなげることができた。
・各種行事が実施できなくなった場合の、代替
企画の立案検討。
・進路決定において、最後まで学部が絞れない
生徒がいた。

・コロナ禍での休校措置における実情
等を踏まえ、遠隔対応を視野にGoogle
Classroomの研修を全教員で実施。
・１、２学期に生徒による授業評価を
実施。
・公開授業に合わせて授業交流を実
施。
・朝の打ち合わせを通じて、研究会等
の案内を行った。
・「積極的にグループ学習に取組め
た」と答える生徒の割合：88％
・授業においてアクティブラーニング
に取組んだ教員の割合：76.5％

Ｂ

・Google Classroomの研修後、実際に学年や部
活動、教科指導での活用が見られた。
・生徒による授業評価を学期半ばに行い、授業
改善に繋げた。
・授業交流は一日単位であったため、昨年ほど
には相互参観が行われなかった。
・アクティブラーニングに対する適切な認識の
教員間での共有がさらに必要である。
・コロナ禍の中で、グループワーク等を実施し
にくかった。

・特別教室へのスクリーンおよび
AppleTVの設置をした。
・機器の活用と効果を86.3％の教員が
実感している。

Ａ

・特別教室においてもワイヤレスでスクリーン
投影可能な環境となった。
・新型コロナウイルス感染症対応としてGoogle
Classroomやドライブなどの整備を行い、リモー
トによる学習支援に備えた。
・活用方法の蓄積ができつつあるため教員内で
のノウハウの共有を図る必要が出てきた。

・令和４年度入学生の教育課程の編成
が完了した。

A

・令和４年度入学生の教育課程の編成が完了し
た。
・文科省のSSH指定の有無と教科「情報」の大学
入試への活用の動向により微調整が必要であ
る。
・学習評価の検討が次年度の大きな課題として
残っている。

エ

主体的、対話的で深
い学び、アクティブ
ラーニングの推進

・「積極的にグループ学習に取組めた」
と答える生徒の割合：70％
・授業においてアクティブラーニングに
取組んだ教員の割合：100％

ICTを活用した授業の
実施

・特別教室のスクリーン設置
・授業においてICT機器を活用し効果を
実感する教員の割合：85％

新学習指導要領を見据
えた授業内容の見直し

・令和４年度入学生の教育課程を作成

読解力をつける ・「生徒の読解力が伸びた」と答える教
員の割合：70％

個に合った適切な進
路指導、進路面談の
充実

・個人面談：年間３回以上
・『進路ノート』の全面改訂
・『進路資料』の全面改訂と生徒評価の
実施
・「自分の将来に対するはっきりした夢
や希望を持っている」と答える生徒の割
合：70％

ウ

学習に向かう姿勢を
作る(特に1年生)

・年度初めの教科ガイダンス実施率：
90％
・「平日必ず家庭学習の時間を持つ」と
答える生徒の割合：90％

基礎学力の定着（校内
学力試験の活用）

・｢授業が分かりやすい｣と答える生徒の
割合：85％
・｢指導のレベルに満足している｣と答え
る生徒の割合：70％

コアスクール事業の充
実と学力向上

・他校視察：３校以上
・特別講演の実施：１回以上
・学力向上セミナーに10名以上を派遣
・長期休業中等の外部研修会への参加教
員割合：80％



達成状況 評価 成果と課題取　組　目　標 成果目標

・廊下ですれ違う際、学年が異なって
もきちんとあいさつする習慣が身につ
いている。
・生徒会によるあいさつ運動を計画通
り実施した。
・「近所の人や知り合いの人にあいさ
つしている」と答える生徒の割合：
86.9%

Ｂ

・来年度以降も、自ら進んであいさつする習慣
を維持していきたい。
・以前と比べ、あいさつできる生徒が多くなっ
てきている。
・校舎改築に伴い、あいさつ運動をどのように
実施していくかの検討が必要である。

・第4期4年次であり、理数科・普通科
の課題研究の指導体制の充実及び他校
への普及体制を整えた。
・全国高総文祭R2出場、同R3出場決定
（自然科学部化学班）、化学グランプ
リ入賞（自然科学部化学班）、生物オ
リンピック二次予選出場（自然科学部
生物班）、情報オリンピック本選出場
（パソコン部）等。
・「自然科学やものづくりに関心があ
る」と答える生徒の割合：62.3%（前
年度比－0.3ポイント）
・新型コロナウイルスの影響で、不思
議実験講座は２回実施、遺伝学研究所
への訪問はオンライン講義に変更する
等、複数の行事が中止または代替企画
となった。

Ｂ

・中間評価で指摘された点の改善に取り組んで
いる。
・HPを毎週更新し、本校のSSH活動の広報・普及
に努めた。
・講演会等の行事が行えなくなったが、Web講座
等の代替行事を行うことができた。
・SSH課題研究発表会（全国大会）での上位入
賞。
・第4期5年次に向けた総括および次期申請に向
けた情報収集等の準備。

・コロナ禍の中、まんぷくコンサート
は実施したが、一般への公開は控え
た。
・ボランティア活動もなかなか実施で
きなかった。

Ｂ

・まんぷくコンサートによって、文化部に発表
の場を持たせることができた。
・来年度もコロナの影響を考えながら企画・運
営していかなければならない可能性がある。

・普通科の行先が広島、島根、山口
県。理数科の行先が鹿児島市内、種子
島宇宙センターなど。
・理数科生徒が納得する国内の代替案
を作ることができた。

Ａ

・新型コロナの影響が心配される中で、安全に
行くことができた。
・生徒の興味関心を高める研修となった。
・移動時間が長いわりに短い研修となった。

・勤務時間管理システムの運用につい
て、入力方法の説明等を数回実施し
た。
・アンケートで「昨年度より時間外勤
務が減少した」と答えた教職員の割
合：49.0％

Ｃ

・勤務時間管理システムの運用について徹底を
図ることができた。
・時間外勤務が減少した教職員の割合は昨年度
の31.9％に比べて改善傾向であるが、目標の
65％には達しなかった。

・公開授業での来校者アンケートや、
生徒による授業評価の集計方法をス
キャナー利用に変更した。
・各種調査をGoogle Formを活用する
ことで集計作業の効率化を図った。
・放課後の自習当番の廃止（日直への
移行）
・週末の学校開放を土曜日のみに縮小
した。

Ｂ

・集計に費やす日数が大幅に短縮し、より短期
間でフィードバックできるようになった。
・アンケート作成や集計に対応できる教員を増
やしたい。
・Google Formの効果的な活用が課題である。
・放課後や週末の教員のボランティアによる指
導をできるだけ削減する。

・清高2020委員会ではコロナ感染症対
応、ＩＣＴ教育推進、新教育課程のあ
り方について検討した。テーマによっ
て委員会の構成員を変えながら実施し
た。

Ａ

・コロナ感染症対応はこれまでに経験したこと
のない業務であった。直面する課題に対して共
通理解を図ることで、学校運営の方針を統一す
ることができた。

・教務内規の見直しと変更を行った。
・内規文書の保管・管理・引継ぎ方法
を見直した。
・文言の精査は引き続き実施してい
る。

Ｂ

・留学規定を法令に準じた形に変更した。
・内規を確認した。運用するうえで特に困った
ものはないが、精査していきたい。

・「指示０件」、「注意０件」

Ａ
・マニュアルに沿ったチェックがほぼできた。
・マニュアルに沿ったチェックの継続履行

・テキスト購入では、原則学年費を用
いることで統一できた。会計報告を行
うことで、テキスト購入費の透明化を
行うことができた。
・必要なテキストの買い忘れ、現金の
盗難等なし

Ａ

・来年度以降も学年予算で生徒からの直接徴収
を減らす。
・マニュアルに沿ったチェックがほぼできた。
・マニュアルに沿ったチェック、定期的な会計
書類の照合、学年会計による購入の継続履行

・改築スケジュールの遅延なし

Ａ
・関係各部署等との情報共有・連携ができた。
・関係各部署等との情報共有・連携の継続履行

ク

事務室運営の効率化 ・監査・検査における指示・注意０件

学年会計、部活動会計
の適切化

・必要なテキストの買い忘れ、現金の盗
難等を防ぐ

校舎改築に向けた全教
職員との連携

・改築スケジュールの遅延がないように
する

カ

勤務時間管理の徹底
(勤務時間管理システ
ムの運用の徹底)

・昨年度より時間外勤務が減少した教職
員の割合：65％

振替、割振りの徹底 ・振替、割振りの実施率：100％

業務の見直し、スク
ラップの推進

・集計作業でのパソコン活用による省力
化

・アンケートで「週休日の振替や変形
労働の割振、休暇取得促進日を取得し
た」と答えた教職員の割合：82.4％

・週休日の振替や変形労働の割振、休暇取得促
進日を取得した教職員の割合は昨年度の66.7％
に比べて改善傾向であるが、目標の100％には達
しなかった。休暇取得促進日の設定 ・休暇取得促進日の取得率：100％ Ｃ

キ

学年主体から分掌主体
の学校運営への転換

・業務の主管、実務担当が明確となる

各分掌の内規の見直
し、整理

・法令や現状との齟齬の是正
・内規内容の周知

生徒会活動、ボラン
ティア活動の充実

・まんぷくコンサートの充実
・ボランティア活動：各部活動1回

研究旅行の充実 ・有意義な研究旅行の実施

あいさつの励行 ・全校生徒が日常的に気持ちよくあいさ
つをする
・各学期1回あいさつ運動を実施
・「近所の人や知り合いの人にあいさつ
している」と答える生徒の割合：90％

SSH活動の充実、発展 ・普通科課題研究の指導体制の充実、関
連の全国大会へ出場、課題研究を英語で
表現
・各種発表会、コンクールへの参加
・不思議実験講座：年３回実施
・課題研究発表会への理数科生全員参加
・国立遺伝学研究所への理数科1年生全
員訪問
・「自然科学やものづくりに関心があ
る」と答える生徒の割合：70％

オ


