
様式第１号 

令和３年度 学校経営計画書 

 

学校番号 23 学 校 名 静岡県立吉原高等学校 校 長 名 福島由子 

 

１ 目指す学校像 

(1) 教育目標 

  RSB Strategy：校訓「正しく(Right)、強く(Strong)、明るく(Bright)」を基本に、吉高生が“吉高

Spirit（※）”を持って未来を切り拓いていく人材になるために、次の５つの力を身につける。 

① 自己肯定力（自分を信じ、目標達成に向かって努力し続ける力） 

② 分析・思考力（様々な視点を持って的確に観察し、論理的に考える力） 

③ 想像・創造力（人の気持ちやこれから起こることを予想し、未来を創っていく力） 

④ 共生力（周囲の人や環境に感謝し、共に社会を創っていこうとする力） 

⑤ 表現・実行力（自分の考えを積極的に発信し、目標達成に向けて行動し続けていく力） 

 （※）吉高 Spirit：「自分を信じる心」「相手を認める心」「社会の役に立とうとする心」 

 

(2) 目標具現化の柱 

ア 教育活動全体を通して、生徒を認め、褒め、励ますことにより自己肯定力を育てる。 

イ 基礎・基本的知識の習得を徹底し、達成感を積み重ねることにより分析力・自己肯定力を養う。 

ウ 主体的・対話的で深い学びや学校行事等を通して、思考力、想像・創造力、共生力、表現・実 

行力を育成する。 

エ 「凡事徹底」を通し、社会に通用する表現・実行力を育てる。 

オ キャリア教育を通して、想像・創造力を育て、グローカルに社会に貢献できる表現・実行力を 

持った人材を育成する。 

カ 生徒の心身の健康の保持・増進を図ることにより実行力の基礎を培い、安全を考慮した学校環 

境を整備する。 

キ 学校全体で業務改善に努め、効率的で信頼性の高い学校運営を推進する。 

 

２ 本年度の取組（重点目標はゴシック体で記載） 

スローガン「互いを認め合い、励まし合う学校」 

  
取組目標 達成方法（取組手段） 成果目標 

担当

部署 

ア 

生徒を認め、褒め、

励ますことにより

自己肯定力を育て

る。 

・生徒の成長を認め励まし、ほ

める雰囲気の醸成 

・３年間を見通した自己目標設

定とポートフォリオによる生

徒の状況把握と適切な指導の

実施 

・善行表彰の実施 

 

・「自分は価値ある人間である」と

答える生徒の割合 70％以上 

・「先生はよく褒め、認め、励まし

てくれる」と答える生徒（保護者）

85％以上 

・「生徒をよく褒め、励ますように

心がけている」教員 100％ 

・「失敗しても努力し続けることが

できる」と答える生徒（保護者）の

割合 80％以上 

・RSB Strategyを意識して生活して

いる生徒の割合 70％以上 

・RSB Strategyを意識して指導して

いる教員の割合 100％以上 

全体 
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イ 

基礎・基本的知識

の習得を徹底し、

達成感を積み重ね

ることにより分析

力・自己肯定力を

養う。 

・「教えて考えさせる授業」OKJ

の研修・公開授業年間２回の実

施(東大院 市川伸一名誉教授

をスーパーバイザーに迎え) 

・クラッシーの活用促進による

家庭学習の習慣化 

・年２回学習時間調査の実施 

・完全下校時間(19:30)の徹底 

・学びの基礎診断となるスタデ

ィーサポートや模試の有効活

用 

・学習時間コンペの実施と参加

の推奨(１・２年生) 

・webテスト等配信の研究 

・授業で、「理解確認をしている」

と答える教員 100％ 

・「授業がわかる」と答える生徒（保

護者）80％以上 

・公開授業 年間２回以上 

・各教科による適切な課題・Web テ

スト等の配信、模試の振り返りシー

トの活用指導  

・「学びの基礎診断」を学習指導に

役立てている教員 80％ 

・平日家庭学習時間最低２時間  

達成割合 １・２年 60%以上  

３年生 80％以上 

教務 

教科 

情報 

生徒 

 

ウ 

主体的・対話的で

深い学びや学校行

事等を通して、思

考力、想像・創造

力、共生力、表現・

実行力を育成す

る。 

・新教育課程に向けたシラバス

及び評価規準の作成 

・参観シートを活用し、公開授

業や授業研究週間中１人２回

以上の授業参観 

・授業改善リーダー等による研

究授業の実施 

・探究的授業･学習評価の研究 

・生徒が安心してアウトプット

できる雰囲気づくり、発表する

場の設定（学年、クラス、部活

などにおいて各学期１回） 

・生徒が主導して企画する高楼

祭の実施 

・「授業改善に役立った」と答える

教員 90％以上 

・学校評議員等による授業参観及び

研究協議 年間２回 

・ポートフォリオ作成の推進 

・学期末の集会等における発表。 

・自分の思いや考えを言語化できる

生徒 100％ 

・エンカウンターについての講演会

の実施（１・２年生） 

教務 

研修 

進路 

生徒 

学年 

エ 

「凡事徹底」を通

し、社会人に通用す

る表現・実行力を育

てる。 

 

・全職員で行う登校指導・挨拶

運動 

・清掃分担・配置人数の適正化 

・学習環境の点検 

・部活動ガイドラインの周知と

見直し 

・生徒会活動の活性化 

・朝読書等の言語活動の実施 

・図書館機能の充実 

・品位ある吉高生の育成（制服

の正しい着こなし、さわやかな

挨拶） 

・部活動・生徒会活動等を通し

た自主・自律の精神の涵養 

 

･登校指導 毎日 

･下校指導 学期始め 

･「挨拶ができている」と答える生

徒 100％、保護者 90％以上 

・清掃参加 100% 

・学習環境点検 月 1回 

・効果的･効率的な部活動運営 

・東海・全国大会出場４団体 

・「部活動・生徒会活動は活発に行

われている」と答える生徒（保護者）

70%以上 

・学校行事満足度 70% 

・朝読書毎日実施 

・校内ビブリオバトル実施、及び校

外ビブリオバトル大会出場(希望者) 

・新刊案内各学期に１回 

生徒

保健

図書 

学年 

オ 

キャリア教育を通

して、想像・創造

力を育てる。 

・進路シラバスの作成及び保護

者への周知 

・「総合的な探究の時間」を活

用した探究活動(課題研究)の

実施 

・「進路指導に関して学校と家庭が

連携できている」と答える生徒（保

護者）75％以上 

・「総合的な探究の時間」が進路選

択に役立った生徒 80％以上 

 

 

 

 

教務 
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・ボランティア、大学主催の講

座等への参加の推進  

・大学等との連携強化・拡大 

・3 年間を見通した自己目標設

定とポートフォリオによる生

徒の状況把握等、適切な指導の

実施 

・地域人材の招聘年間 10回以上 

・ボランティア実践習得 20人以上,

大学主催の講座等への参加 20 人以

上  

・出張授業等年間 10回以上 

進路 

学年 

グローカルに社会

に貢献できる表

現・実行力を持っ

た人材を育成す

る。 
 

・県教育委員会と連携した英語

４技能の育成 

・台湾・豪高校交流及び生徒・

教員の受け入れ 

・台湾・豪高校とのオンライン

交流及び生徒・教員の受け入れ 

・ホームページ等を活用した地

域への情報提供 

・一部活一地域貢献 

・異文化体験(２年オーストラ

リア研修、１年語学研修)の実

施 

・全校生徒、保護者・中学生へ

向けての異文化体験発表 

・英語研究授業年間２回以上 

・外国の学校との交流が学習意欲の

向上に繋がった 80％以上 

・ホームページ更新 100回以上 

・地域等へのボランティアへの参加 

年間延べ 550人以上 

・研修が表現力向上に役立った生徒

80％以上 

・英語検定等の外部検定で CEFR B-1

以上取得 20％以上 

・異文化体験発表年間８回以上 

・全国国際科協議会での実践発表 

 

英語 

国際 

生徒 

情報 

カ 

 

生徒の心身の健康

の保持・増進を図る

ことにより実行力

の基礎を培い、安全

を考慮した学校環

境を整備する。 
 

・地域との連携による防災意識

の高揚 

・いじめ等の未然防止、早期発

見・早期対応するための組織づ

くり 

・いじめを生まない生徒集団の

育成 

・教育相談体制の充実 

・学校、ＰＴＡ、地域一体とな

った指導体制の構築 

・入学式等でメディアポリシー

の周知 

・生活委員会・ＰＴＡと協働し

た交通安全意識の定着化 

・自転車事故を防ぐため、自転

車の定期的な整備の徹底 

・新体力テスト優秀校入賞 

 

・地域防災訓練参加率 100％ 

(生徒・教職員) 

・防災教育推進連絡会議年１回 

・いじめアンケート実施年３回 

・生徒からのいじめ防止の呼びかけ 

 年１回 

・人間関係プログラム年１回 

・各学年長期欠席生徒の減少 

・教育相談だより発行学期２回 

・情報モラルに関する研修会年１回

以上 

・交通安全意識高揚指導 毎月 1回 

・外部団体と連携した交通安全事業

の実施各学期１回以上 

・自転車整備店で年 1回は整備する

（TSマークの徹底） 

・交通事故死傷者 年間 10人以下 

・自転車指導カード交付枚数 年間

100枚以下 

総務

生徒 

保健 

事務 

保体 

キ 

学校全体で業務改

善に努め、効率的で

信頼性の高い学校

運営を推進する。 

 

・生徒の活動を支援するため委

員会や部活動の見直し 

・ＩＣＴ環境の整備 

・外部機関との連携強化 

・定時退庁日、特別休暇の周知･

事務の効率化 

･適正な学校経営予算の編成と

執行 

・委員会、部活動の統廃合等 

・電子黒板導入 

・青少年センター等月１回訪問 

・時間外勤務時間前年度比 5％減 

･年次休暇取得前年度比 1日増 

・監査・検査等による指示指摘 

件数０件 

全科 

全学

年 

事務 


