
ａ　基礎的・基本的事項の
定着を徹底するとともに、生
徒の学習習慣の確立を図
る。

・「与えられた課題およびそれ以外の
学習に積極的に取り組んでいる」、「与
えられた課題におおむね取り組んでい
る」と回答した生徒は92.8％で、目標の
80％を上回った。しかし、取組が不十
分な生徒が約7％いた。
・子どもに良好な家庭学習の習慣が
「十分に身に付いていると思う」、「おお
むね身に付いていると思う」と回答した
保護者は81.8％で、目標の70％を上
回った。

・家庭学習時間調査や面談等を充実さ
せ、生徒の学習習慣の一層の定着を図
る。また課題の内容・与え方について工
夫するとともに、提出された課題の状況
を十分に把握する。

ｂ　「主体的・対話的で深い
学び」を目指した授業を推
進するため、ＩＣＴ機器の活
用等、各教科における授業
研究を活性化し、授業改善
を進める。

・主体的・対話的で深い学びを目指し
た活動を取り入れている教員は95.3％
で、目標の90％を上回った。また、「先
生は生徒に深く考えさせる授業を行っ
ている」と考える生徒は89.2％で、目標
の75％を上回った。
・しかし、「授業改善のための教科検討
会を年間５回以上実施した」と回答した
教員は48.8％で、目標の90％に遠く届
かなかった。新学習指導要領への対
応や教育課程編成案など重要事項の
協議に教科会のかなりの時間が割か
れたことによるものと考えられる。一方
で、オンライン授業の進め方など、指
導法について活発な情報交換が随所
で行われていた。

・現在の授業改善の取組を継続していく
とともに、新学習指導要領やICT教育等
を念頭に置き、主体的な学びに関して
校内研修会を開催し、更なる授業研究
を進める。
・教科会内での「教科指導検討会」を充
実させる。
・県の「教員指導力向上事業」を活用し
て、外部人材と連携した授業研究に取
り組む。

ｃ　中高一貫教育の充実を
念頭に置き、新学習指導要
領を踏まえた教育課程編成
に取り組む。

・令和４年度教育課程について、中高
一貫校にふさわしい新学習指導要領
を踏まえた教育課程案が「作成できて
いる」、「いくつか問題点は残るが概ね
作成できている」と回答した教員は
61.9％で、目標の75％を下回った。

・全教科で、新学習指導要領に基づい
た高校３年間の指導について改めて検
討するとともに、令和４年度教育課程に
ついても再検討を進める。

ａ　オープンスクール・学校
説明会等を通して、保護
者・小中学生・地域へ積極
的に本校の情報を発信す
る。

・学校説明会の内容に満足している参
加者の割合は92.1％で、目標の90％を
上回った。

・オープンスクールや学校説明会におい
て、進学型単位制教育課程や探究型学
習の取組など、中高一貫校としての特
色が参加者に伝わるように努める。

ｂ　ＰＴＡ活動および各種メ
ディアによる情報提供を通
して、保護者と学校との連
携を充実させる。

・ＰＴＡ活動や学年懇談会、保護者懇談
会等、様々な機会を活用した連携が充
分できていると考えられる。

・次年度以降も、活動内容の見直しや
新たな情報提供の方法を取り入れるこ
とによって、保護者と学校との連携をよ
り充実したものとしていく。

ｃ  学校行事などの教育活
動を発信するため、ホーム
ページの更新回数を増加す
る。

・ホームページの更新回数は116回
で、目標の90回を上回った。

・ホームページ掲載基準を策定したこと
で、ホームページの更新回数を増やす
ことができたので、今後も情報のリアル
タイムな発信の啓発に努める。

１　確かな学
力の向上

２　家庭・地
域との連携

強化
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３　働き方
改革

ａ　定時退庁日の完全履行
および職員朝礼の廃止や
職員会議の時間短縮等を
含んだ業務の見直しを積極
的に図る.

・週1回の定時退庁日の完全履行およ
び職員朝礼の廃止を行った。
・職員会議の時間の短縮のために運
営委員会において協議事項と連絡事
項の仕分けを実施し、時間の短縮を
図った。
・ClassiやGoogleclassroom等を使って
学校評価等のアンケート等の電子化を
図った。

・研修会は年間を通して計画的に配置
していく。
・教職員の業務の平準化をすることで、
働き方改革を促進する。
・欠席連絡や保護者への配付文書の電
子化を図っていく。
・月80時間越の教員をゼロにすべく全校
体制で取り組む。

４　基本的
生活習慣
の確立

ａ　基本的生活習慣の確立
を促し、社会的なマナーや
ルールを遵守する態度を育
成する。

・あいさつ・社会的マナー・ルール遵守
については、教職員100％・生徒96.6％
でともに、十分に取り組んでいると回答
している。家庭において、社会的マ
ナー・ルールやスマートフォン等の
ルールについては話し合いをしている
が、それらについての具体的なルール
作りについては、生徒4.8％、保護者
4.5％ととも上昇しているものの、保護
者の割合は66.6％で目標の80％には
届いていない。

・あいさつ・社会的マナー・ルールの遵
守についての指導は、教職員全体で継
続的に指導する。さらに生徒会執行部
や風紀委員の協力を得て、規範意識を
高める活動に積極的に取り組む。
・スマートフォン等携帯端末の使用や社
会的ルール・マナーについては、具体例
を挙げた文書を配付するなどしてルー
ル作りを奨励する。

ｂ　各教科・科目の学習を通
して、生徒の情報モラルお
よび情報リテラシーを育成
する。

・生徒に情報モラルやセキュリティーの
意識を高める指導をしている教職員は
90.9%で目標の90％を上回った。教職
員の指導に対する保護者の満足度は
96.1%で、目標の90％を上回った。

・携帯端末でのＳＮＳ利用におけるルー
ル、マナーについては、生徒指導部と問
題点を共有し、講演会や「情報」「KoA-
R・S」での授業を通して、生徒の情報モ
ラルやセキュリティーの意識向上に努め
る。

ｃ　ホームルーム活動・生徒
会活動・学校行事に積極的
に参画する主体性および
リーダーシップを育成する。

・教職員のリーダーとしての人材を育
成する取組に対する評価が、昨年より
1.9ポイント上昇したものの90％には達
していない。
・生徒がホームルーム活動・生徒会活
動・学校行事に積極的に取り組むこと
や、所属する集団や関わる行事におい
て自らが果たす役割を自覚して行動す
ることについての評価は、「十分にでき
た」「おおむねできた」を合計した割合
が、12.4ポイント上昇し、90％には達し
た。一方で保護者の子どもがホーム
ルーム活動・生徒会活動・学校行事に
積極的に参加したという割合は微増で
あった。

･ホームルームや部活動、学校行事等
の機会をとらえて、自らが果たす役割を
自覚して行動し、役割を果たせるよう積
極的に指導する。
・ホームルーム活動・生徒会活動・学校
行事に積極的に取り組むことについて
は、生徒会執行部や生徒代議員会を通
して、生徒の学校行事等について、生
徒と教員の活発な意見交換を通して、
提案が実現できるように取り組む。生徒
が様々な特別活動に主体的に取り組
み、リーダーとしての資質を育成する。

ｄ　清掃指導を徹底し、美化
意識の向上を図り、生徒の
環境美化への主体的行動
や態度を育成する。

・清掃指導を「欠かさず毎日」または
「ほぼ毎日」行った教員は100％で、目
標を達成した。
・生徒は、校内美化活動に「積極的に」
または「おおむね」取り組んだ割合が
90.2％で、目標を達成した。
・保護者は、97.7％が校舎内外の環境
美化が「よく」または「ほぼ」行き届いて
いると評価し、目標を達成した。

・職員会議などの機会を捉えて、教職員
に対し、清掃監督の徹底を呼びかける。
・美化委員による自主的な取り組み・点
検を促すとともに、ゴミの分別や持ち帰
り習慣等について啓発運動・指導を行
い、意識の向上に努める。



ａ　全体および個別指導を
通して学問観・学部観の育
成を図り、生徒がより高い
進路目標を持ち、 その実現
に向けて努力しようとする
態度を育成する。

・本年度は全担任が年間３回以上生徒
と面談を行い、生徒に高い進路目標を
持たせることができたと回答している。
・担任以外の教員が関わりのある生徒
に対して進路相談やアドバイスを行っ
ている割合が約85％と、80％を切って
いた前年度より大きく伸びた。
・高い進路目標を持ち、その実現に向
けて努力をしている生徒が昨年に引き
続き70％程度と低い。
・進路選択に関する行事等が参考に
なったとする1・2年生の割合が昨年よ
り低くなり90％をきった。

・担任だけでなく、すべての教員が進路
指導に関わるよう共通理解を図る必要
があるが、その前提として、教員が学校
での活動のあらゆる場面で生徒に関わ
り、生徒との信頼関係を築いていく取組
みが重要である。
・コロナ禍により中止等を余儀なくされた
進路関連行事について、令和3年度は
状況に応じて実施を検討していく。ま
た、大学のオープンキャンパスについて
オンラインでの実施が多くなると予想さ
れるが、情報を集約して生徒に提供し、
積極的な参加を促していく。

ｂ　大学入試問題、大学入
試改革等の研究と分析を通
して、社会や大学が求める
能力と生徒の現状を把握
し、英語活用能力と、難関
大学合格に必要な学力の
向上を図る。

・模試実施後の見直しを行っている1・2
年生および3年生の割合が昨年度より
伸びている。特に3年生は97％近くが
見直しを行っていると回答している。教
員についても、90％を超える教員が見
直しを行っている。
・大学入学業通テストの半分以上の問
題を分析した教員の割合が90％を下
回った。大学入学共通テスト実施前の
12月にアンケートを実施しているため、
前年のセンター試験について回答すれ
ばよいのか、回答に迷った教員がいた
と思われる。また、主要国公立大学の
個別試験問題の分析や過去問の解答
を行っている教員の割合も90％を下
回った。回答の選択肢の内容に曖昧
な部分があり、回答に困った教員がい
たと思われる。

・アンケートの問いについて、回答の際
に迷うことがないよう、問う内容をより明
確にした問い方にする。
・大学入学共通テストがスタートしたの
で、すべての教員に出題の形式や内容
等に関する分析をお願いするとともに、
その成果を授業や考査、課外に生かす
よう求めていく。また、個別試験につい
ても引き続き分析をお願いしていく。
・予備校等が実施する共通テスト・個別
試験の研究会への参加を促す。
・令和3年度もすべての生徒が時間をか
けて模試の見直しを行うよう声かけを
行っていく。

ｃ　３年生のクラスごとに教
科担当者会議を開催し、生
徒の学力の把握および進
学指導を強化する。

・3年生は4回実施する計画であった
が、3回の実施となった。
・1・2年生については年2回実施し、生
徒情報を共有することに努めた。

・教科担当者会議を、年度初めの生徒
の概況把握、模試を何回か受けた後の
生徒の経過観察、出願に向けての生徒
の情報共有と担任支援のための会議な
どと位置づけ、回数にこだわらず開催し
ていく。

ａ　SSH事業･選択型研修旅
行等により、生徒の探究す
る力や課題解決能力を高
め、社会貢献への意欲を身
に付けさせる。

・新型コロナウィルスによる影響がみら
れたが、教職員と生徒はともに目標達
成。
・生徒は0.6ポイント上昇して91.1％、教
職員は0.8ポイント減少して84.1％、割
合としてもＡ評価が減少しＢ評価が増
加することとなった。
・保護者のポイント減少は、選択型研
修旅行等の行事中止が要因とも考え
られ、昨年度より1.9ポイント減少して
68.7％と目標の75％には届かなかっ
た。

・今年度「探究する力」、「社会貢献への
意欲」の文言を追加したが、生徒・教職
員におけるポイントの増減はあまり見ら
れず横ばいであった。今後は、生徒・教
員の向上につながるよう努めたい。
・選択型研修旅行にかわる国内研修旅
行、課題研究発表会のオンライン接続
など新しい試みへの対応を充実する。
また、昨年に引き続き、情報提供不足も
課題であるため、広報パンフレット（SSH
だより）やホームページの充実を図る。

５　進路指
導の充実

および進路
希望の実

現

６　主体的
な行動力と
豊かな情
操の涵養



ｂ　朝読書週間、図書館講
座、ビブリオバトルなどの行
事や、掲示、広報紙を通し
て、生徒の図書館利用の拡
大を図るとともに、読書意
欲を喚起し、読書量の増加
を図る。

・読書意欲を喚起するために読書の意
義や楽しさについて指導した教職員は
63.6%で目標の70%を下回った。要因と
して、休校期間中の授業の遅れを回復
することに注力したこと、7月の朝読書
週間の中止により、読書指導の機会が
減少したことが考えられる。
・図書の広報活動に対する生徒の理
解は50.9％で、目標の50％を上回っ
た。
・年間貸出数は3062冊（R3.1月現在）
で、目標の3500冊を下回った。要因と
して、休校期間中の図書館の閉館、7
月の朝読書週間の中止などが考えら
れる。
・図書館に３回以上来館した生徒は
53.6％で、目標の50％を上回った。

・朝読書週間で、教職員が本を紹介した
り、生徒とともに読書をしたりすること
で、教職員の読書指導の意識を高め
る。
・「図書館だより」の毎月発行を継続す
ることで、図書館からの広報活動内容
の認知度を向上する。
・アンケートを実施して生徒が希望する
書籍を把握し、来館生徒数、年間貸出
数ともに増加するような選書を心がけ
る。

ｃ　定期健康診断の結果を
踏まえ、生徒自ら健康管理
ができるように啓発する。

・教職員による生徒に対する健康管理
の取り組みは97.8％で、目標を達成し
た。
・生徒が健康な生活を送れるように「積
極的に」または「おおむね」取り組んだ
割合は91.3％で、目標を達成した。
・保護者は、96.5％が病気やケガへの
対応に「よく満足」または「ほぼ満足」し
ていると評価し、目標を達成した。

・保健委員からの発信や活動の活性化
を促し、生徒自身による健康への自己
管理能力の意識を向上させる。
・治療勧告に応じない生徒には、繰り返
し治療を督促し、保護者の協力も得な
がら積極的な働きかけ改善を図る。

ｄ　新型コロナウィルスを含
めた感染症の予防、衛生環
境の整備、健康の保持増
進に努める.

・教職員による生徒への感染症の予防
に必要な働きかけは100%で、目標を達
成した。
・生徒は、感染症予防に必要な行動に
「積極的」または「おおむね」取り組ん
だ割合は97.8%で目標を達成した。
・保護者は、93.0%が感染症予防に必
要な対策が「よく」または「ほぼ」行き届
いていると評価し、目標を達成した。

・基本的な生活習慣の一部となるよう、
教職員が日常の活動に対して、呼びか
けや環境の整備を行い、定着を図る。
・保健委員による連絡や掲示物による
啓発や、感染予防に関する情報の共有
をはかりながら感染症予防への対策意
識を高める。

ｅ　教員研修や面接指導を
通して生徒理解を深め、全
教職員が連携した教育相
談体制を充実させ、早期か
らの対応に努める。

・教職員による悩みを持つ生徒への対
応について、学校全体で「積極的」また
は「おおむね」取り組んだ割合が
95.2％で、目標を達成した。
・生徒は、悩みを相談できる人がいて
「満足」または「おおむね満足」している
割合は89.4％で、目標を達成できな
かった。
・保護者は、90.3％が本校の悩みを抱
えている生徒への取組みについて評
価し、目標を達成した。

・気がかりな生徒について経過記録を
共有することで、教職員間で問題を抱え
る生徒の対応について共通理解を深め
る。
・スクールカウンセラーや外部機関との
橋渡しなど、相談活動をより活性化す
る。

６　主体的
な行動力と
豊かな情
操の涵養


