
様式第６号の７

学番 ７２ 県立久比岐高等学校

令和４年度 学校自己評価表（計画）
学校運営計画

・創造する力、豊かな心、進取の気概を培い、「人間力」の育成に努める。

学校運営方針 ・保護者や地域と連携し、地域から期待される学校づくりに努める。

・基礎学力定着、マナー向上、キャリア教育充実、進路希望達成に努める。

・いじめ防止対策の徹底と特別支援教育の充実に努める。

・教員の業務内容の精選や業務分担の見直しを図り、勤務時間外の時間の削

減に努める。

昨年度の成果と課題 令和４年度の重点目標 具体的目標

学級数の減少により、コ ・「学び直し」等による基礎学力定着 ・授業時数の確保に努め、生徒が意欲

ース制に代えて幅広く選択 に努める。 的に学習に取り組む姿勢を養う。

科目を設置する教育課程と ・「学び合い」等による学習意欲向上、・「学び合い」等の協働学習の実践を

したことで授業の運営等が 主体的・対話的な学び、他者との協 軸とした授業改善をおこなう。

円滑になったものの、選択 働、自ら考え発信する力の涵養に努 ・校内研修や外部機関との連携を図

者少数や同時展開の多数な める。 る。

ど、小規模化に合わず修正 ・授業でのＩＣＴ機器活用に努める。 ・ＩＣＴ機器、環境の充実を図る。

や選択科目の削減を検討す ・基本的生活習慣の確立のため、家 ・学校と家庭との連携を推進し、基本

る必要がある。 庭・地域と連携した指導に努める。 的生活習慣確立を支援・指導する。

就職希望者については、 ・いじめ対策推進教員をはじめ、全教 ・いじめ対策委員会を中心とした校内

全員が内定を得ることがで 員が、迅速・適切に対応に努める。 体制の改善を進める。。

きた。進学については修学 ・特別支援教育と教育相談体制の充 ・特別支援教育コーディネーターやス

支援制度や奨学金制度の周 実、外部機関との連携強化に努める。 クールカウンセラーを中心として情

知を徹底することと、基礎 ・部活動や学校行事の振興によって 報の共有と適切な支援、外部機関と

学力の定着に課題を残し 生徒の社会性等の「人間力」育成に の連携を推進する。

た。 努める。 ・学校行事や部活動への積極的な参加

生徒指導面では、粘り強 を促し、行動力や社会性を養う。

い指導を継続した結果、学 ・３年間を見とおした進路指導を体系 ・生徒の進路希望達成のため、計画的

習態度は改善し、落ち着い 化して推進する。 な進路指導に努める。

た授業づくりの面で成果を ・総合学習等でのキャリア教育充実に ・「進路の手引」を活用する。

上げた。 より、社会性ある職業観を育成する。・ジョブコーディネーターと連携し、

今後も職員間の連携を図 生徒の進路実現を図る。

り、いじめに対する速やか ・「県立学校における教員の勤務時間 ・業務内容の精選や業務分担の見直し

な対応、「学び合い」や「学 の上限に関する方針」に基づき、業 を図り、勤務時間外の時間の削減に

び直し」の取り組み等を推 務内容の精選や業務分担の見直しを 努める。

進する。基礎学力の定着、 図り、 勤務時間外の時間の削減に ・「部活動方針」に則り部活動時間の

マナーの向上を目標に指導 努める。 適正化と休養日の適正化に努める。

を継続していく。

重点目標 具体的目標 具体的方策 評価

１ 学習指導の ・年間授業時数1050時間以上を確保（授業時間の回復）する。

充実 ・ICT機器使用環境を整備する。
・校内規程の見直し･改善を行う。

教務 ２ 校務処理の ・各種業務における引き継ぎシート等を活用し、業務内容の合理

円滑化 化を進める。

・時間割作成、成績処理、教科書採択の工夫･改良を行う。
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３ PTA･後援
会活動の充実 ・PTA行事等の情報発信、情報共有を行う。
１ 身なり ・全校集会、学年集会やＳＨＲなどで指導を行う。

生徒 ・頭髪、服装検査を活用して担任、学年、生徒指導部が連携して

指導 効果的な指導を行う。

・改善が見られない場合は、家庭と連携し指導する。

２ 挨拶の指導 ・ＰＴＡによる挨拶運動を月１回実施する。風紀委員も参加する。

３ いじめ等の ・「久比岐高校いじめ防止基本方針及び行動計画」に基づいて、

防止及び早期 いじめ対策委員会が中心となり、全校をあげていじめ防止に取

発見 り組む。

・生徒保護者アンケートを年５回実施する。

・「職員研修資料」等を活用した職員研修を年３回以上行う。

・担任、学年、特別支援と連携し早期発見、早期対応する。

４ 生徒会活動 ・専門委員会を組織し、活動を促す。

の充実 ・学校行事を通じて久比岐高生であることの自覚と誇りを持たせ

る。

・生徒会誌「息吹」を発行し、生徒会活動の活動状況を伝える。

５ 生徒会執行 ・生徒会執行部が生徒会行事を積極的に企画・立案・実施できる

部の育成 ように指導する。

・生徒会行事を行うことで、自立した生徒会となることを図る。

６ 部活動の活 ・部活動加入率を上げるために、年度初めに部活動紹介を実施す

性化 る。

１ 進路意識の ・各種学校説明会等の情報提供を行い、参加を促す指導をする。

高揚 ・インターンシップにおける就労意識の形成を促す指導をする。

・学年毎で職業適性検査を行い、活用する。

・進路希望調査を実施し、進路意識を醸成する。

進路 ・生徒・保護者への進路意識の啓発と情報提供を行う。

指導 ２ ３年間を通 ・１年：新入生オリエンテーション、適性検査、職場見学、職業

した系統的な 講話、進路ガイダンス等を通じて、自己を見つめさせる。

進路指導の実 ・２年：適性検査、夏季進路研修（インターンシップ、上級学校

施 見学）、就職セミナー、進路ガイダンス等を通じて、進路希望

を絞り込む。

・３年：進路全体指導（４月、７月）、平常時の進学・就職指導、

模擬試験、面接指導（就職、進学）、就職ガイダンス等を通じ

て、個々の進路実現を図る。

・段階を踏んだ進路指導がなされるように進路行事を計画し、

「進路の手引き」の活用を図る。

３ 良好な進路 ・模擬試験結果や各種検査結果を職員全体で共有し、学習指導や

実現に向けて 進路指導に生かす。

の指導 ・面接練習（就職、進学）を計画し、全職員協力の下で実施する。

・放課後や長期休業中に進学補習を計画する。

・３年生対象に小論文対策講座を計画する。

１ 基礎学力の ・学習環境を整え、授業に臨ませる。

向上 ・自宅での学習習慣の確立を図る。

・進級に向けて、定期考査前の意識付けを行う。

１年 ２ 進路意識の ・自己を分析し、進路・職業についての意識を高めさせる。

高揚 ・各種模擬試験・検定試験に挑戦するよう指導する。

・進学講習や職業体験に積極的に参加させる。
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・生徒・保護者との個別面談を実施する。

３ 基本的生活 ・挨拶、教務室への出入りのマナーを徹底させる。

習慣の確立 ・日常的に服装・頭髪の指導を行う。

・欠席・遅刻・早退の減少と、連絡の徹底を図る。

１ 学習習慣と ・授業を大切にし、真剣に取り組む態度を育成する。

基礎学力の定 ・自宅での学習習慣を確立させる。

着 ・成績不振者の指導を長期休業中を中心に年間を通じて行う。

２ 進路意識の ・夏休みのインターンシップ・進路学習などの進路研修を通して、

高揚 進路意識を深める。

・進路指導部と連携し、進路情報を適切に提供し、意識の啓発を

２年 図る。

・各教科と連携し、各種検定取得を目指す。

・個別面談を行い、進路指導の機会を確保する。

・保護者面談を通じて、家庭での進路意識を啓発する。

３ 基本的生活 ・場面に応じて、きちんとした挨拶ができるようにする。また、

習慣の確立 教務室への入退室のマナーを徹底する。

・日常的に服装・頭髪等の指導を行う。

・学年集会を適宜行い、指導の徹底と学年の団結を図る。

４ 学校生活の ・生徒会・学校行事に積極的に取り組み、社会参加の意識を高め、

充実 リーダーの育成を図る。

・修学旅行などの行事を通して、集団行動の大切さを学ぶ。

１ 生徒の進路 ・授業を大切にし、真剣に取り組む態度と学力の向上を図る。

・生徒との個別面談を積極的に行い、生徒理解に努めるとともに

進路実現に向けて、丁寧に指導と助言を行う。

・模擬試験や各種検定試験を受験するように促す。

・オープンキャンパスや企業見学などに積極的に参加させ、進路

３年 志望先への理解を深めさせる。

２ 良識ある ・朝の挨拶・教務室の出入りのマナーなどを通じて、礼儀正しい

行動をとるこ 行動ができるよう指導する。

とのできる生 ・生徒指導部と連携しながら、日常的に服装・頭髪の指導を行う。

徒の育成 ・欠席・遅刻・早退の減少をはかるとともに、連絡を徹底させる。

・集会等において、迅速かつ規律ある集団行動ができるよう指導

する。

３ 学校生活の ・生徒会行事や部活動などの場面で、最高学年としてリーダーシ

充実 ップを発揮できるように指導・助言する。

１ 基礎学力の ・教材研究に力を入れ、適切な補助教材となるプリントを作成し、

向上 授業に生かす。

・音読練習を継続して行うなど、生徒の学習意欲を高めるような

魅力ある授業を行う。

・電子辞書を授業中に有効に活用し、語彙を増やすようにする。

国語 ・考査前に生徒が学習上の弱点を克服できるような課題を与える

など、学習内容の定着を図る。

・課題、宿題を適宜課し、課題学習の定着を図る。

２ 進路目標に ・大学・短期大学・看護医療系進学希望者に向け、放課後補習及

応じた学力の び長期休業中の補習を行う。また、進路指導部と連携し、小論

伸長 文指導を行う。

３ 実用的な国 ・漢字検定を年３回実施する。
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語力の定着 ・毎回、10名以上の生徒が受検するように、受検案内等を工夫し、

生徒の受検意識を高める。

１ 基礎的な学 ・確認テストを実施して基礎的事項の理解・定着をはかる。

習内容の定着

・成績不振者へは補習等を通じ、きめ細やかなサポートを行う。

地歴 ２ 関心・意欲 ・ニュース等を教材化し、時事的・社会的事象への関心を高める。

公民 の育成

・政治的教養を育む教育を進め、主権者としての意識を高める。

３ 授業の質の ・基礎的な知識の定着に向けた指導方法の工夫・改善を行う。

向上

・ＩＣＴ機器を活用し、地図・資料を読み取る力を向上させる。

１ 基礎学力の ・基本事項の習得のため、確認テストなどを実施する。

定着 ・「学び合い」など協働学習を取り入れた 授業を実施する。

数学 ２ 数学への関 ・課題を確実にやり遂げるシステムづくりを行う。

心を高める ・成績不振者補習、進学補習を実施する。

３ 授業の質の ・授業の振り返りアンケートを実施し、授業改善を行う。

向上 ・自習時間の解消に努める。

１ 基礎的・基 ・小テストを繰り返し実施する。

本的内容の理 ・定期的に宿題を課す。

理科 解と定着 ・低点者に補習を実施し、学習につまづいている生徒をサポート

する。

２ 自然科学へ ・教材や指導方法の見直し、改善を常に行う。

の興味・関心 ・映像教材の活用研究を行う。

の育成

３ 授業の質の ・教材や指導方法の見直し、改善を常に行う。

向上 ・電子黒板などＩＣＴ機器を利用した授業に取り組む。

１ 体力向上の ・授業における健康増進、体力向上取組計画の目標達成に努める。

目標達成 ・保健体育授業の工夫や改善を行う。

保健 ・健康およびスポーツテストにおける体力を向上させる。

体育 ２ 意欲、態度 ・授業態度、服装、礼儀作法などを最重要観点として指導する。

への重点的指 ・体育の授業を通して、集団行動や礼儀作法を学習させる。

導

１ 予習・復習 ・提出物により学習状況をチェックし、生徒の指導に活かす。

を柱とした学

習習慣の確立

２ 語彙力・文 ・定期的に復習や振り返りを実施し、学習内容が定着しているか

法力など基礎 確認する。

外国語 力の向上 ・既習の事項を用いた表現活動を多く行うことによって基本の定

（英語） 着を図る。

３ 進学希望者 ・平日の補習や長期休業中の補習を実施する。模試のフォローや

への指導の充 定期考査に向けた対策を個別に行う。

実

４ 成績不振者 ・少人数クラスでは、個々の理解度に合わせ、より細やかな指導

の減少 を行う。また、協働学習を取り入れて、学ぶ意欲を高める。

家庭生活の充 ・生徒の理解度や取り組み状況を的確に把握し、指導方法の改善

実向上、およ に努める。

び自立を目指 ・実習の事前指導と準備を充実させ、安全で効率よく実習ができ



家庭 し、生徒が主 るよう指導する。

体的に判断し ・視聴覚教材や新聞記事などを活用し、身近な出来事と関連付け

行動できる能 て授業を進める。

力を育てる。 ・保育園や高齢者施設での実習、専門家による講演会などを実施

する。

特別 特別支援教育の ・特別な支援を必要とする生徒に対して継続的な支援を行う。

支援 充実 ・スクールカウンセラーを活用した生徒の実態把握に努める。

教育 ・職員研修を実施する。

働き方 １ 業務内容の ・必要に応じて業務内容の精選や業務分担の見直しを図る。

改革 精選や業務分 ・勤務時間外の時間の削減につとめ、時間外勤務を行っている教

担の見直しを 員を月45時間・年間360時間以下にするように努力する。

図り、勤務時

間外の時間の ・部活動の年間計画に平日の休養日を土日の休養日をあわせて100

削減に努める。 日以上設定し、着実に実施する。

２ 部活動時間

の適正化と休

養日の適正化

に努める。

成果 総合評価
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