
主体的・対話的で、深い学び
の授業を目指し、積極的に授
業改善に取り組む。

生徒の９割以上は授業内容についてほぼ
理解できていると回答しており、保護者も９
割が本校の学力向上の取り組みに満足さ
れている。また、ほとんどの教職員が授業
改善への積極的な取り組みを行っている。
しかし、生徒は学習に対して受け身である
ことが多く、自発的でより深い学びへの発
展がなされているかについては、足りない
部分が多い。各教室に配備されているプロ
ジェクタ-や今年度貸与されたタブレット端
末の更なる活用を通して、より深い学びの
実践を目指す必要がある。

教科においては、年度当初に生徒に配布す
る授業計画を元に、生徒の実態に即した課
題の出し方や授業内容、評価基準、指導方
法等を確認する。学年会等は、教科間の課
題バランスや生徒、教科担任との連携方法
等を検討し、より効果的な指導を検討する。
また、教科を超えた学習指導や総合的な探
究の時間の充実など、さらなる授業改善を
行い、生徒がより積極的、自主的に授業参
加できる取り組みを推進する。さらに、ＩＣＴ機
器の活用を促進し、生徒個々の能力に応じ
た課題の提供や学ぶ機会を増やすことによ
り、「USUI ７」の育成を図る。

生徒の学習意欲を高め、自主
的に学習する態度を身につけ
させる。

平日の家庭学習の定着率は約70%で目標
指数の80%に及んでいない。また、保護者
の半分以上が、子どものスマホの利用にお
いてけじめがついていないと考え、生徒の
３割以上が時間にけじめをつけていないと
考えている。学校と家庭の連携を更に強化
し、生徒の家庭での学習を促進し、自らの
目標に向けて、自主的、自発的な学習に
取り組む姿勢の育成に努める必要があ
る。

家庭学習の習慣を定着させるため、タブレッ
ト端末を活用した学習コンテンツ（理解度に
合わせた課題や発展的内容を含む課題）を
充実させ、自ら学ぶ姿勢の育成を図る。担
任との面談を充実させて、生徒に自ら学ぶ
自覚や方法を理解させ、早期の進路目標設
定など意識改善を促す。また、保護者懇談
会や育成会総会などの機会をとらえて、保
護者の意見を集約、協議することで家庭と
学校両面での生徒指導の充実を図る。

プロジェクト学習の深化を図
り、３年間を通しての探究学習
のカリキュラムを構築する。教
員研修を積み重ねて教師力の
向上に努める。また、香港の
姉妹校との国際協働学習を進
める。

本年度は福井銀行地方創生グループや育
成会の協力を得てプロジェクト学習のカリ
キュラム開発を進め、生徒はさらに主体的
に取り組んだ。全教員対象の教員研修を１
回行い、教師力の向上に努めた。香港の
姉妹校とはオンラインでの交流さえもでき
なかった。

プロジェクト学習のカリキュラムの開発に引
き続き取り組み、その成果を対外的に積極
的に発信する機会を増やすことで、生徒の
学びを深化させる。教員研修の内容が、より
学校教育目標の達成に寄与するものとなる
よう計画、実施していく。香港の姉妹校との
連携を強化し、他の連携校を模索する。

登校指導、風紀指導を通して、
挨拶の励行、時間の厳守、身
なりの端正化などを身につけさ
せる。

挨拶の励行、身なりの端正化の面はかなり
達成されている。しかし、ＳＮＳなどの適切
な使用や時間のけじめをつけた生活が送
れていない生徒が66％おり、そのように感
じている保護者も46％と適切なＳＮＳの使
い方や生活リズム作りが課題となってい
る。特に、１・２年生に授業中や放課後に、
ＳＮＳの不適切な使用もみられた。今後、
授業の中でタブレット端末が導入されてい
くので、その使い方やルール作りが課題で
ある。

毎朝の登校指導や、学年会、学級担任との
連携をより密接に行うことにより、挨拶の励
行・時間の厳守・身なりの端正化などを継続
的に指導をしていく。ＳＮＳの使用に関して
も、使用時間や適切な使い方を生徒自らが
判断できるように、モラルや自主性を育てて
いきたい。そのためにも全体指導だけでな
く、保護者と連携しながら指導していく必要
がある。授業中のタブレット端末の使い方に
ついてもルール作りをした上で、根気強く
行っていかなければならない。

学校行事や部活動などに積極
的に参加させることによって自
主自律の精神や自己肯定感を
養う。

教職員・生徒・保護者ともに学校行事や部
活動に対する関心・取り組みは高かった。
今年は、感染症対策を徹底しながら工夫し
て学校祭を実施し、生徒は充実感や達成
感を得られたので、今後も、学校行事や部
活動は感染症対策ガイドラインに即して実
施していきたい。

高い意識で取り組む生徒の数を増やすため
に、自主的に活動させる場をより増やす必
要がある。また、生徒自ら感染症対策をしっ
かりした上で活動をしていくように習慣化さ
せていきたい。学習と部活動の両立ができ
る環境にし、自己肯定感を養うようにした
い。

進路講演会、オリエンテーショ
ン、面接指導等を通して進路
意識の向上を図る。

教員が進路関係の行事や面談等を通し
て、生徒に明確な進路目標を持たせること
ができた割合は100％（昨年93％）と飛躍的
に向上している。さらに、保護者対象進路
説明会等で、必要な進路情報を得られて
いると感じている保護者の割合は86％で、
コロナ禍で来校する機会が減った影響から
か、昨年の89％より減っている。

保護者会・進路説明会などに出席する機会
が減り、知りたい情報を得られていないと感
じている保護者の割合がどの学年も昨年度
より増えている。一方で、子供の進路目標に
ついて把握している割合が87％から90％に
増えたのは、休校期間などを通して、親子で
進路について話す機会が増えたのではない
かと思われる。今後はどのような情報を保護
者が求めているかを調査をするなどして、有
益な情報を提供していく必要がある。

３
進路指導
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項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

１
教育課程
学習指導

２
生徒指導



生徒の実態に即した 進路情
報、資料の提供を行い、その
活用を促進する。

教員が生徒一人ひとりに光をあてた適切な
進路指導を行えている割合は、昨年同様
に100％と高い。一方で、生徒側の意識とし
ては、目標を持つことができた割合は86％
（昨年83％）と、教員側との意識のずれが
課題である。また、進路指導部から配布さ
れる進路情報誌を活用している割合は、
66％から71％に増えた。

特に1年生で、進路目標を明確に持つことが
できた割合が17％と低い。文理選択と合わ
せて、志望大学・学部等についても情報提
供を通じて考える時間を持たせたい。また、
親子で進路目標について話し合う機会を増
やす必要がある。

担任・部活動顧問・保護者との
密な連絡、情報の共有を通し
て生徒が抱える問題への早め
の気づきと対応を行う。

全学年において、生徒・保護者の本校教職
員に対する信頼度は高く、満足のいく結果
が得られている。ただし、ごく少数ではある
が、教員の対応に不満を抱える保護者・生
徒がいることを受け止めて、引き続き今後
の課題とする。

今後も担任・部活動顧問・スクールカウンセ
ラーと連携し、保護者・生徒との意思疎通を
密にすることにより、問題の早期発見・早期
対応に努めていきたい。また、全教員による
支援の必要な生徒の情報共有に努め、生徒
理解に関する研修会を行っていきたい。

清掃指導の充実を図ることに
よって生徒の協働意識を育成
し、校内環境美化の意識を高
める。

教員の清掃指導・監督に対する意識は高
い。ほぼ全生徒が毎日の清掃に真面目に
取り組んでいる。継続的に、学校全体で清
掃活動に取り組みやすい環境を整え、意
識を高めていく必要がある。

清掃の仕方、清掃道具の維持管理、清掃場
所の割り当て方等に配慮し、清掃しやすい
環境を継続していきたい。また、全員が自ら
進んで清掃に取り組む姿勢が身につくよう、
委員会活動等を通して意識の向上を図りた
い。

朝読書週間の企画、校内読書
感想文集の発刊などを通し
て、生徒の図書館利用を促
す。

朝読書を楽しんだ生徒は86％で、朝読書
週間が定着してきている。また、総合的な
探究の時間や教科指導での図書館利用が
増え、それに伴って貸出数も増えつつあ
る。一方、家庭での読書習慣がない生徒は
約半数いて、今後の課題である状況は変
わっていない。

昨年から引き続き、朝読書週間の期間を長
くしたことで真剣に読書に取り組んでいる生
徒の割合が増加している。特に高学年にな
るほどまじめに取り組んでいる。一方で読書
にしっかりと取り組めていない生徒もおり、
いろいろと工夫しつつ読書を促していきた
い。

生徒や教職員に必要な図書の
充実に努め、情報提供を行う。

生徒のリクエストを重視した図書の購入を
行い、毎月新刊の図書を図書委員会の生
徒と協力し紹介した。今年も3年の進路に
直結する図書を増やし、生徒が実際に書
店で本を選ぶブックハンティングを行ったこ
とからか、生徒の蔵書に対する満足度は
80％と目標を達成した。また、県立図書館
から入試対策用や授業用の本などを借り
た。今年は図書館全体の貸し出しが昨年よ
り700冊減少したが、４、５月の休校の影響
と思われる。今後は、さらに授業と協同した
図書館づくりを進めるとともに、１・２年次の
満足度をさらに高めるための方策が必要
である。

年々読書離れが進んでおり図書館を頻繁に
利用する生徒と不読者の二極化が進んでい
る。生徒の読みたい本の多くがライトノベル
や携帯小説のシリーズ本であることが多い。
これまではそれらの本の購入を抑えてきた
が、読書の入り口として購入を増やし図書館
を身近に感じられる工夫を行いたい。また、
プロジェクト学習や教科指導との連携を深
め、調べもののできる図書をそろえていく必
要がある。また、授業と関連した書籍の情宣
や、県立図書館との連携を強化し、本校の
蔵書にないものも生徒が利用できるようにし
て、満足度を上げていきたい。

育成会や同窓会活動の活性
化を図るとともに、本校の教育
活動について、プリント・広報
誌・ホームページなどをとおし
て、家庭・地域への周知に努
める。

本校の情報提供満足度（保護者対象）は
目標指数を上回り91％と高い数値を示して
いる。保護者への配布物伝達度（生徒対
象）についても、92％と目標数値を上回り、
生徒を通じて家庭とのよい連携が築けてい
る。また、本校の教育活動情報提供度（教
職員対象）については目標指数100％に対
して99％とほぼ達成した。今後さらに、本校
教育活動の情報を、保護者・地域に対して
丁寧に提供していく必要がある。

今後とも、学校と家庭との連携を密にしてい
きたい。そのためにも育成会活動のさらなる
活性化を図り、開かれた育成会として保護
者の学校行事への積極的な参加を促すよ
う、綿密な計画や情報提供をする必要があ
る。さらに、学校を側面から支える大きな力
として、同窓会との関係を深めていくととも
に、同窓会活動をより活発にしていきたい。

中学校訪問や羽水journalの配
付、学校説明会等を通して本
校の特色のアピールに努め
る。

今年度も各教員が広報担当者となり、福
井・春江・鯖江地区30の中学校を訪問し
た。年間６回発行した「羽水Journal」は中
学３年生全員分を印刷して持参し、本校の
実情を広く広報してきた。秋に、羽水高校
説明会を実施し、ＤＶＤや在校生との交流
を通して本校の特色を伝えるなど、本校の
アピールが十分にできた。

来年度は「羽水Journal」の発行を年間４回
程度を予定しているが、その分ホームペー
ジ等をより有効活用し、本校の特色やニュー
スを発信していく。また、ポスターや学校紹
介DVDなども作成し、中学生にとってより分
かりやすく、親しみやすいものにしていきた
い。引き続き、来年度も本校の多くの教員に
中学校を訪問してもらい、中学校の生の意
見を感じてもらう予定である。併せて、羽水
高校説明会もさらに工夫し充実したものにし
ていく。

７
人権教育の
推進

学校の教育活動全体を通じ
て、人権感覚の育成に積極的
に取り組む。

生徒一人ひとりを大切にした丁寧な教育活
動をすすめており、保護者・生徒の評価も
昨年度から２％上昇し、97％以上になって
いる。

今後も人間関係づくりをさらに意識し、満足
度の高い学級経営を推進していきたい。ま
た、SNS等による見えにくい対人関係にも留
意しながら、他人への中傷やいじめの予防
となるような人権意識の高揚に努めていき
たい。また、生徒指導部だけでなく教育相談
や学年会、教科などとの連携を強め、学校
全体の意識を高めていきたい。

６
外部との連
携

４
保健衛生
指導

５
図書指導


