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令和２年度 学校経営報告書（自己評価） 
 

学校番号 ２３ 学 校 名 静岡県立吉原高等学校 校 長 名 渡邊 健 

 

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 

生 徒 を 認

め、褒め、

励ますこと

により自己

肯定力を育

てる。 

・「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）70％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 60％以上 

・ＲＳＢ Strategyを

意識して生活してい

るという生徒の割合

60％以上 

・ＲＳＢ Strategyを

意識して指導してい

る教員の割合 100％

以上 

・「自分は価値ある人間であ

る」と答えた生徒 64.5％ 

・「先生はよく褒め、認め、

励ましてくれる」と答えた

生徒 83.7% (保護者 79.5%) 

・「生徒をよく褒め、励ます

ように心がけている」教員

97％ 

・「失敗しても努力し続ける

ことができる」と答えた生

徒 75.0% (保護者 77.8%) 

・ＲＳＢ Strategyを意識し

て生活しているという生徒

の割合 58.4%（12月） 

・ＲＳＢ Strategyを意識し

て指導している教員の割合

100% 

・善行表彰を実施 

Ａ 

・「自分は価値ある人間であ

る」は目標に達していないが

昨年度（60.8%）より上昇した。 

・「先生はよく褒め、認め、励

ましてくれる」、「失敗しても

努力し続けることができる」

は昨年度より大きく上昇し、

目標を十分に達成した。 

・ＲＳＢ Strategy を意識し

て生活しているという生徒の

割合も１学期に比べ伸び、浸

透し始めている。 

・ポートフォリオはクラッシ

ーもしくは手帳で個々の活動

を記録し、３年の時点で進路

選択、進路指導に活かすこと

ができた。引き続き活用の仕

方を研究する。 

 

 

 

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。 

・授業で、「理解確認

をしている」と答える

教員 90％ 

・「授業がわかる」と

答える 生徒（保護

者）80％以上 

・公開授業年間６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

るという教員 100％ 

・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 

・授業で、「理解確認をして

いる」と答える教員 97％ 

・「授業がわかる」と答えた

生徒 76.7% 

・公開授業年間２回 

・学びの基礎診断（スタディー

サポート、模試）を学習指導に

役立てているという教員

69％ 

・平日家庭学習時間２時間

以上 

１，２年 29% 

３年生 67%  

・学習時間コンペ実施 63名

参加 

 

 

 

 

Ｃ 

・OKJ の研修について１回研

究協議を行った。オンライン

市川名誉教授から指導してい

ただき授業改善研修を実施し

た。 

・OKJ の「理解確認」が教員

に浸透したが、授業がわかる

生徒 80%の目標に達しなかっ

たが、昨年度（73.6%）より上

昇した。 

・家庭学習時間が目標に対し

て達成度が低い。特に 1、2年

生。コンペを試みたが参加者

が  63名に留まった。来年

度は呼びかけを強化したい。 
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・学習時間コンペの実

施 

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。 

・授業改善に役立った

と答える教員 70％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 

・始業式、終業式にお

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） 

・授業改善に役立ったと答

えた教員 89％ 

・公開授業、授業研究週間

に参観シートを活用しての

１人２回以上授業参観 

・授業改善リーダー（サポ

ート研修員）による研究授

業実施 

・「本校の授業は学力や思考

力を高める工夫が感じられ

る」と答えた生徒 76.6% 

・自分の思いや考えを言語

化できる生徒 99％ 

・「主体的に学習に取り組む

よう適切な指導が行われて

いる」と答えた保護者 77.0% 

・エンカウンターについて

の講演会は実施できなかっ

た。 

Ａ 

・教員間での授業参観や研修

が授業改善に役立った。 

・生徒は授業で教員が学力や

思考力を高める工夫をしてい

ることを認めている。 

・自分の思いや考えを言語化

できる生徒と考える生徒はほ

ぼ 100%で目標達成した。 

・高楼祭が中止となったが、

生徒からの発案、運営による

ミニ体育祭を実施することが

できた。 

・コロナの影響が続く中、ど

のような行事が可能か今後模

索・工夫して行く。 

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。 

 

･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（保護

者）90％以上 

・清掃参加 100% 

・学習環境点検 月 1

回 

・部活動効果的･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) 

・新刊案内学期に一回

ずつ 

・教員による登校指導、挨

拶指導は毎日実施 

･「挨拶ができている」と答

えた生徒 92.5% 

（保護者 76.7%） 

・全員清掃から輪番制にし

たが、参加率は 100％であっ

た。 

・学習環境点検を月１回程

度行った。 

・コロナ感染対策として常

時、アルコールの設置を行

った。 

・今年度はコロナ感染予防

として各教室のゴミ箱を撤

去した関係で、ゴミの量が

減少した。 

・インターハイはコロナの

ため中止。新人戦は東海・

全国大会は出場団体はな

し。 

・「部活動・生徒会活動は活

発に行われている」と答え

た生徒 82.3%（保護者 82.7） 

・学校行事満足度 46.2% 

・朝読書はほぼ毎日実施で

きた。ビブリオバトル県大

 

 

 

Ｂ 

・挨拶ができている生徒 90%

以上で目標達成、「部活動、生

徒会活動が活発に行われてい

る」については80％を超えた。 

・部活動ガイドラインを学校

HPに掲載し周知し、見直しを

進めている。 

・生徒数、職員数の減少と共

に、清掃分担の負担が増加し

ているが、清掃活動を一層徹

底させる。 

・学習環境点検を行い、その

後の整備に生かす。 

・コロナ感染対策として、常

時アルコールを設置し、校内

でのウイルス感染防止に努め

た。 

・引き続きゴミの減量に努め

ていく。 

・多くの学校行事が中止とな

り、学校行事満足度が低かっ

た。来年度工夫が必要である。 

・朝読書は定着しているので、

今後は読書の質を高める指導

をしていきたい。 

・校内ビブリオバトルを実施。

校外大会への出場に結びつけ
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会（本年度は動画での参加）

参加。３学期に校内ビブリ

オバトルを実施。新刊案内

は学期に一回発行した。 

ていきたい。 

・新刊紹介の発行回数のさら

なる増加と内容の充実に務め

たい。 

オ 

 

キャリア教

育 を 通 し

て、想像・

創造力を育

てる。 

 

・「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）70％以上 

・「総合的な学習の時

間」が進路選択に役立

った 80％以上 

・地域人材の招聘年間

５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 

・「進路指導に関して学校と

家庭が連携できている」と

答えた生徒 74.5%（保護者

69.9%） 

・「総合的な学習の時間」が

進路選択に役立ったと答え

た生徒 68.9% 

・地域人材の招聘年間 14人 

・今年度はコロナのためボ

ランティア実践中止 

・コロナのため大学主催の

講座等の多くが中止。 

・出張授業等年間 15回 

Ｂ 

・進路情報の共有、学校と家

庭の連携はオンライン、資料

配布、面談等を通して丁寧に

できた。今後も継続していく。 

・「総合的な学習の時間」が進

路選択に役立った割合は高ま

った。目標達成を目指してよ

り工夫をしていく。 

・「総合的な探究の時間」につ

いて 70％弱が肯定的回答。委

員会で学年間の情報と状況を

共有し改良を進める。 

 

 

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。 

・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 640 人以

上 

・研修が表現力向上に

役立った 80％以上 

・英検２級合格者 35

人以上 

他外部検定 CEFR B-1

以上取得 10人以上 

・異文化体験発表年間

８回以上 

・英語研究授業年間４回 

・外国の学校との交流が学

習意欲の向上に繋がった生

徒（オンライン交流）100％ 

・研修（国際科 1 年語学研修、２

年代替研修）が表現力向上に役

立った生徒 100％ 

・ホームページ更新 125 回

(２/３時点) 

・地域等へのボランティア

の参加延べ 68人 

・９つの部活動計 15回の地

域貢献を実施 

・英検２級合格者 17人以上 

（2/10現在） 

他外部検定 CEFR B-1以上取

得６人 

・異文化体験発表年間３回 

（放送実施１回、公開授業時１回、

９校合同説明会時１回） 

Ｂ 

・コロナのため台湾馬公高校

への今年度渡航は中止。 

・台湾、豪高校との交流はな

かったが、オンラインで語学

研修を行った。 

・海外研修が中止となる中、

工夫をして行った代替研修で

の生徒の満足度は高かった。 

・国際科として地域ボランテ

ィア活動はできなかったが、

マスク作成の多言語翻訳や地

域活性化のプレゼンテーショ

ンに参加した。 

・コロナの影響で異文化体験

発表は目標回数実施できなか

ったが、校内発表は放送で行

うことができた。 

・コロナの影響が続く中でど

のような活動が可能か模索・

工夫して行く。 

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

・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 

・防災教育推進連絡会議は

書面により実施。 

・いじめアンケートを７月、

10月、２月に実施。 

・自転車指導カード交付枚

数年間 42枚 

・人間関係プログラム年１

回実施。 

・長期欠席生徒は減少。 

 

 

 

 

Ｂ 

・今年度はコロナの影響で中

止する自治体や県教委健康体

育科からの指示もあり、参加

や報告書の提出について義務

としなかった。その代わり、

「自宅でハザードマップを確

認するなど、各自・各家庭で

できる防災学習を呼びかけ

た。 
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評価 基 準 評価 基 準 

A 十分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 

B おおむね目標を達成することができた D ほとんど目標を達成することができなかった 

 

い、安全を

考慮した学

校環境を整

備する。 

 

・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 

・自転車整備店で最低

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 

・教育相談だよりを各学期

２回ずつ、計６回発行。 

・コロナのため交通安全協

会と連携した交通安全教室

は中止。市民安全課と連携

し生徒も参加し、街頭指導

３回を行った。 

・交通事故は昨年の同時期

と同様 11人であった。 

・情報モラルについての研

修会はコロナの影響で１学

期実施できなかった（３/２

に実施予定）。 

・SNSの使い方に問題がある

生徒が見られた。 

 

 

・防災教育推進会議を書面に

より実施。その後、感染症等

の避難者の受入について富士

市、地域住民代表と協議する

ことができた。 

・１年生への初期指導がコロ

ナの影響で十分にできなかっ

たことが影響していると思わ

れる。SNS の使用についての

注意は何回も行う必要があ

る。 

・５月まで休校措置が取られ

た影響で、高校生活をスムー

ズにスタートできない新入生

も多かった。引き続き、細や

かな指導を行っていく。 

・専門機関や校内での連携を

はかり、教育相談体制を充実

させていく。 

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。 

 

・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 

・生徒会専門委員会の統廃

合を実施。部活動の統廃合

について、学校 HPを通じ周

知した。 

・電子黒板は年度途中予算減

の影響で購入できなかった。 

・青少年センター等月１回

訪問 

・時間外勤務時間の前年度比

(４～12月比較) 11.3％増 

・年次休暇取得日の前年度比

(４～12月比較) 0.3日増 

・監査・検査等において、

概ね達成した。 

Ｂ 

・今後も青少年センターとの連

携や相談を続ける。 

・システム導入により時間外勤

務時間の正確な入力が進み、結

果として増となった。引き続

き、時間外勤務の正確な把握と

実施減に努める。 

・定期監査において指摘等はな

かったが、出納検査での指導が

あった。 

・計画的に正確な事務処理を行

うとともに効率的な予算執行

に努める。 


