
①授業内容の理解が深
まるよう授業改善に取り
組む。

・授業改善に積極的に取り組む教
員の割合は98％であり、今年は特
にICTの活用が進んだ。来年度は
100％を目指す。
・生徒の90％は授業内容を理解で
きており、保護者の91％は本学の
学力向上の取り組みに満足してい
る。双方とも目標指数の80を上
回っているが、1年生の生徒の授
業内容への理解が84％とやや低
い点に改善の余地が見られる。

・今後も生徒の理解度に応じたわか
りすい授業を心がける。
・タブレット端末などの情報機器を適
切に使用し，多くの生徒が興味を持
ち理解が深まるようにする。
・公開授業では、他教科の授業を見
学し、工夫できることは取り入れる。
・中間期末考査の他にも、一斉テス
トなどを行い学習内容が定着する
手立てを講じる。

②家庭学習の時間を増
やす働きかけを工夫す
る。

・3年生の生徒は85％が家庭学習
を毎日またはほぼ毎日行っている
が、1年生は56％、2年生は53％し
か行っていない。保護者も生徒と
同じように認識している。この状況
と、88％の教師が家庭学習の手立
てを行っているとすることの間に認
識のズレが生じている。１、2年生
の学習習慣のない生徒への対応
が課題である。

・1年生の早い段階から進路実現の
目標を明確にする指導を行い、進
路実現のためには家庭学習（予習・
復習）が必要不可欠であることを繰
り返し伝える。また、生徒に応じた
適切な課題を与えることや、学習時
間の記録を取ることなどを通して学
習習慣の定着を図る。さらに、生徒
が主体的に取り組んだ成果を報告
させたり、それを評価したりすること
で、学習意欲の向上を図り、学習時
間を増やしていく。

①登校や風紀のチェック
を生徒自らが取り組める
体制を作る。また、ス
マートフォンの適切な使
用について啓発してい
く。

・挨拶の励行、身なりの端正化の
面は生徒のセルフチェックは浸透
している。ただ、女子の上着のボタ
ン外しについては課題が残る。
・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35％おり、そのように感じ
ている保護者も52％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。タブレット端末
が導入され、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
導していく。
・情報端末の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。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、根気強くおこなっていかなけれ
ばならない。

②学校行事や部活動な
どに積極的に参加するこ
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
組みは高い。昨年に引き続き感染
症対策を徹底し、学校祭をフェニッ
クスプラザで実施することができ
た。生徒からは、充実感や達成感
を得られたの声を多数聞くことがで
きた。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、生徒が自主的に活動
す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。

３
進路指導

①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。

・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91％で、
昨年の86％より増えている。コロナ
禍で来校する機会が減った影響は
少なく、オンライン型の講演会等の
スタイルが定着してきていると思わ
れる。
・学校からのメールやタブレットを
通しての情報発信の効果が現れて
いる。

・今後はどのような情報を保護者が
求めているかを調査するなどして、
有益な情報を提供していく必要があ
る。
・オンライン型の弊害としては、一方
的な情報提供になりがちである。事
前に質問や意見を集約して、双方
向のやりとりになるように工夫して
いきたい。

２
生徒指導

１
教育課程
学習指導
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３
進路指導

②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、昨
年より増えて96％と高い。
・教職員集計から、生徒一人ひとり
に光をあてた適切な進路指導がで
きた割合は昨年100％今年98％
で、高割合を維持している。
・全学年を通して進路目標を持つ
ことができた割合は99％と、ほぼ
全員の進路に対する意識が向上し
た。

・特に1年生で、進路に関する配付
資料を十分に活用しなかった割合
が50％を超えているのは、「1人1台
タブレット」を活用してインターネット
の活用が影響している。ただし、コ
ロナ対応のため進路指導に十分な
時間を割く余裕がなかったことも考
えられる。今後はASUの時間等を利
用して、低学年からキャリア教育を
充実させていく必要がある。

①担任・部活動顧問・保護
者・ＳＣ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
本校教職員の悩み等への対応に対
する信頼度は100％に近く、満足の
いく結果が得られている。
・課題としては、各学年で、少数では
あるが、悩みを抱える生徒や集団の
中に入れない生徒がいるため、一人
ひとりに応じた対応をしていきたい。

・今後も担任・部活動顧問・ＳＣ、さら
に、外部の専門機関と連携し、保護
者・生徒との意思疎通を図りながら、
問題の早期発見・早期対応に努めて
いきたい。
・支援の必要な生徒について、全教員
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。

②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。

・毎日の清掃に真面目に取り組んで
いる生徒の割合は95％と高いが、教
員の清掃指導・監督に対する意識は
目標の100％に届いていない。
・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,教員の配
置等に配慮し、清掃しやすい環境を
継続していきたい。
・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。

③生徒・教員共に、感染
症対策の意識を高めるこ
とにより、感染症予防を徹
底する。

・成果としては、基本的感染症対策
（健康観察・マスク着用・手洗い・消
毒・換気・3密回避）を啓発し実践す
ることができた。
・生徒の黙食の実践については、昼
食時に教員が巡視指導などを行った
が、十分徹底できていない点もあっ
た。

・新しい生活様式として、感染症予防
対策を習慣化させていきたい。特に、
昼食時の黙食指導については、生徒
を啓発しさらなる巡視指導を行い、生
徒が自主的に実践できるよう継続的
な指導をしていきたい。

朝読書週間、図書講演会
の企画、図書館便りの発
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83％で、
目標の80％を達成はしている。高学
年になるほど楽しめている様子だ
が、一方で３年生になると朝読書週
間を実施しないことや受験の影響も
あり、読書を楽しむ余裕がないよう
だ。また総合や教科でタブレットと併
用しての調べ学習も増え、家庭での
読書習慣も微増した。

・図書館利用を図書委員会の生徒と
共に、今後も活発に促していきたい。
・授業での図書館利用も教科の教員
と協同し行っていく。
・生徒一人一人にあった本をレファレ
ンスし、１年生の時から工夫しつつ読
書習慣の定着を促していきたい。

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が、コロ
ナ禍の影響もあり昨年より参加者が
減少した。生徒の蔵書に対する満足
度は79％と目標の80％まであと一
歩。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。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く、それらの
購入を抑えてきたが、読書の入り口と
してそれらの本の購入を増やし図書
館を身近に感じられる工夫を行いた
い。
・PBLや教科との連携を深め、調べも
ののできる図書をそろえていく必要が
ある。
・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。

４
保健衛生
指導

５
図書指導



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・昨年を上回り94％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、昨年と同数
値だったことから考えて生徒を通じて
家庭とのよい連携が築けているのでは
ないかと考えられる。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％に対して今年初めて目
標数値を達成した。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きたい。

・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、綿密な情報提供をする
必要がある。
・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。
・コロナ禍で会議など開催に制限がある
中、ホームページ等を今まで以上に外
部に対して更に見やすく使えるものに改
善していく。

②羽水高校を中学生と保
護者、中学校教員、およ
び広く県民により理解して
もらうために、中学校訪問
を実施し、羽水journalを作
成・配布し、ホームペー
ジ・ブログ・学校説明会を
通して本校の特色のア
ピールに努めた。教員が
中学校への広報活動が十
分だったと感じる割合が
100％になることを目指し
た。

・100％の教員が、保護者や地域に
対して本校教育活動の情報をプリン
ト・広報誌・ホームページなどを通し
て「積極的に提供している」または
「おおむね提供している」と回答し
た。この数値から、成果があったもの
と読み取る。引き続き、誰もが見や
すい、わかりやすい広報を研究する
必要がある。

・育成会の協力を得て、ホームページ
を業者に依頼することができたので、
格段の改善が期待できる。その他、
羽水journalや学校説明会の効果につ
いて検証し、改善していく。

①生徒の「総合的な探究
の時間」における活動を
充実させるため、大学・企
業・行政機関等との連携、
副担任会での情報共有、
指導の改善をはかった。
「総合的な探究の時間」の
活動に満足を感じた生徒
の割合が70％以上になる
ことを目指した。

・92％の生徒が「満足している」また
は「おおむね満足している」と回答し
た。この数値から、成果があったもの
と読み取る。
・その時々のコロナ禍の状況に対応
し、最善の内容を考案し、指導してい
く必要がある。

・評価と実践、新学習指導要領の羽
水高校での実施、探究特進科の指
導、普通科のさらなる魅力化など、
様々な教育課題について研究したり、
本校独自の課題について研修を行
う。

②各教科や「総合的な探
究の時間」の授業力、およ
び生徒指導力を向上させ
るために、外部講師を招く
などして、校内研修がより
効果的なものになるよう企
画した。教員が効果的な
校内研修であったと感じる
割合が90％以上になるこ
とを目指した。

・93％の教員が「大いに効果的で
あった」または「おおむね効果的で
あった」と回答した。この数値から、
成果があったものと読み取る。
・ますます複雑化する教育課題に対
し、その時々に教員が最も必要とし
ている研修を企画し、運営していく必
要がある。

・評価と実践、新学習指導要領の羽
水高校での実施、探究特進科の指
導、普通科のさらなる魅力化など、
様々な教育課題について研究したり、
本校独自の課題について研修を行っ
たりする。

８
人権教育の
推進

①研修会、学校行事、ロ
ングホーム等で体罰や
いじめ等を含んだ人権問
題を扱い、教職員や生徒
の人権尊重の意識を高
める。

・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・生徒の評価も高く、100％に迫
るものになっている。

・人間関係づくりを意識し、満足度
の高い学級経営を推進していきた
い。また、SNS等による見えにくく、
容易に他人を傷付けてしまう情報環
境であることに留意しなければなら
ない。他者への中傷やいじめの防
止を目指した人権意識の定着に努
めていきたい。
・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く。

６
外部との連
携

７
探究活動の
充実


