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3.6

① 3.6

② 3.6

③ 3.6

④ 3.6

⑤ 3.3

⑥ 3.4

⑦ 3.5

⑧ 3.2

⑨ 3.6

【実践項目】

・開校以来、改変していない「教育課程」を見直し、実状に適した時間数設定を目的とした教育課程改定案を作成した。令和４年
度からの改訂を目指し、令和３年度内に承認を得る。
・学習指導については、学習環境の提供を目的とした「試験前放課後学習室」を各定期試験前に実施した。
・中高一貫のつながりを活かしたタンデム学習を３学期に実施。次年度は通年行事として実施を計画している。
・７月と１２月に授業アンケートを実施。各担当者の授業状況の把握、生徒側の授業評価を得て、授業改善を図った。
・中等部会議内で生徒状況報告を積極的に取り入れることで、教員間の情報共有を図り、組織的な生徒対応ができるよう努め
た。また、学校カウンセラーを効果的に活用できるよう、支援会議での情報提供の円滑化に努めた。
・「キャリアパスポート」の導入に伴い、目標設定や振り返り活動を充実させるとともに、生徒自身の取り組みを記録できる形式を
確立した。また、「ポートフォリオ」として生徒の教育活動の記録を充実させた。
　コロナの影響で自主制作期間が設けられず、制作時間の短い中においても高文連の展覧会では多数入賞し、全国大会への
参加も果たした。また、全国公募の愛鳥週間ポスターコンクールにおいても最優秀賞に選ばれた。みらい学アートにおいては、
アートコラールきくがわ、菊川市民恊働センターと連携し、アソビバと新菊川駅庁舎におけるアイデア考案のワークショップに参
加した。アソビバのワークショップでは、NPO法人わかもののまち代表、土肥潤也さんからアソビバのアイデア出し等のアドバイ
スをしていただき、リーダーを中心に準備を進めてきた。11月１日（日）に菊川市きくる広場で行われたアソビバの取り組みは広
報菊川や新聞にも取り上げられ、美術・デザイン科の知名度を上げることができた。
　進路指導においては、これまで通り美術・デザイン科一丸となって実技、学科補講・チューター制を意識した面接指導、共通テ
スト対策講座など、科として小回りの利いた指導ができ、進路結果にも繋がっている。美術・デザイン科2,3年の担任（英語・国
語）が普段から週末課題を設定し、学科でのバックアップ、学習習慣の定着に取り組んでくれた。　カリキュラムの検討は進路選
択の汎用性、模試との関連性、共通テスト受験科目（2教科対応型）の見直し、内容の分かりやすさなどを検討の柱として実技担
当者、各教科主任と充分会議を重ね、暫定的な改定案が完成した。
中止や延期になった検定もあったが、多くの生徒が興味を持って取り組み、結果色彩検定は学校優良賞をいただいた。
今年度はコロナ感染症対策のため、計画していたコース行事の大半が中止となってしまった。ただし、高３生から下級生への講
話（「高３を囲んで」）は三密を避ける方法で、高１保護者会や一貫コースの進路体験発表会は動画配信という形式で実施するこ
とができたので、来年度もコース行事の企画・運営を積極的におこなっていきたい。【実施したコース行事】
・高１一貫保護者会・「高３を囲んで」・一貫チャレンジ（１２月補講期間）２年３組全員＋４組希望者　全統共通テスト模試を受験
上記の希望者以外の４組　　今年度の附属校学力試験を受験・高１　一貫コース集会（複数回）　来年度のクラス編成・文理選
択についての講話・一貫進路体験発表会【実施できなかった行事】・一貫キャンパス見学会・卒業生を囲んで
・一貫プレゼン大会（高１・高２対象、７月補講期間）
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中学、高校の科・コースのカリキュラムの実践と検証を行い、次期指導要領への検討を行う。

学習指導・進路指導については、学習指導要領を意識した科・コースの実態や進路目標の設定に応じて、
共通認識を持って指導する。（※常葉大学との連携あり）

生活指導において、科・コース・学年等で共通認識を持って指導にあたる。

美術デザイン科、一貫（高）、文理、普通、中学の会議を充実させる。必要に応じて合同会議を実施する。

各科・各コースにおいて行事等については、絶えず検討・工夫して実践し、見直しを図る。（※地域社会との
連携あり）（※常葉大学との連携あり）

中学、高校の科・コースにおいては、特色ある教育活動を工夫して本校の魅力を発信する。
（本校特徴を明確化し、他校との違いや魅力を発信する）

クラス担任と授業担当者等、教員相互の連絡を密にし、個々の生徒の状況を把握し効果的な指導をする。

中高一貫に導入した特色教育（「国語探究」・「７Ｊ」）の成果を検証する。

アンケート等を利用して、授業や行事等の生徒および保護者の満足度を検証し改善する。

２０２２年度実施の新学習指導要領を意識しつつ、より良い教育の提供を目標に各教員の研修の充実を図った。新型コロナによる

休校中に動画配信を行うなど、新たな指導法を模索する機会を持つことができた。新校舎完成によるメリットも生かし、今後も教育

内容のより一層の充実に努めていきたい。

達成目標・評価の観点

１ 科・コースの特徴を生かし、効果的な指導を実践する。

学校自己評価　2020　評価点集計結果

令和２年度の常葉大学附属菊川高等学校の教育活動においては、以下の点を目標に取り組んだ。

（１）学力の定着を図るとともに、進路指導の充実と進学実績の向上を図る。

（２）附属高校として常葉大学とのさらなる連携・強化を図る。

（３）地域に開かれた学校として、地域社会に貢献できる生徒の育成を目指し、菊川市とのさらなる連携・強化を図る。

（４）新入試を踏まえ、知識の活用を意識した授業の充実を図る。



【今後の課題】

●中高一貫コースとしての取り組み強化
〇タンデム学習の通年実施
→例年１、２月に９０分×６回の枠で実施してきたタンデム学習を通年で計画する。
　　　→実施回数を増やすことで重点的、段階的な学習サポートが可能となる。
（計画案）
実施日　木曜、金曜の「放課後２０分学習」実施日で高校生が参加可能な日（月５回程度を想定）
時　間　１５：４０～１６：１０の３０分程度
中学生対象者
→英、数、国で学習の遅れがあり、サポートが必要な生徒
高校生ボランティア
→希望者を募る
※タンデムボランティアに参加してくれた高校生に対し、ポートフォリオへの活動記録が残せるような仕組みの構築、要録・調査
書等への記載が可能となるような計画的、継続的な企画になることが望ましい。
○一貫高校生による読み聞かせ
　　→保護者ボランティア（風見鶏）の活動に協力していただける保護者の人数が少なくなっている。
　　→一貫高校生読み聞かせボランティアを導入することで読み聞かせ人数の確保ができる。
　　→教育系の進路を目指す高校生にとって有益な経験の場である。
○進路・受験体験発表会への参加
　　→中学生に進路意識、学習意欲の喚起につながる場を提供する。
　　→公立にはない独自性。

　みらい学アートは今後も対外的な面と美術・デザイン科の実際の行事とのバランスをとって継続していきたい。コロナの影響で
活動が制限されたが、今回得られた経験を活かし、来年度は活動の幅を広げ地元企業、地元他校とのコラボレーションを実現さ
せたい。これまで以上の人との出会い等で生徒の成長が期待されると思われる。そこでの活動を活かして進路につなげていき
たい。
　卒業制作展は外部会場のみの開催となったが、オープニングや高校生のギャラリートークも実施でき、新聞にも取り上げられ
盛況であった。この方向性で今後も取り組みたい。また、ぜひ中学生を招待する企画を実現させたい。授業実技体験会やデッサ
ン講習会以外に、生徒が3年間でどういった事を学び生活してきたのかを伝える事が美術・デザイン科に対する理解を更に深め
生徒募集に繋がると考える。美術・デザイン科の可能性・魅力を発信するためにも積極的にPRしたい。
　授業実技体験会においては、生徒の授業の様子を見てもらうことで美術・デザイン科の学校生活がイメージしやすくなるよう、
その中でなるべく授業見学していただける機会も増やしたい。
　大学入試に向けた取り組みにおいて、引き続き低学年次から国公立・難関私大合格を企図した補講、週末課題等を実施した
い。美術・デザイン科の補講、特別授業は実技科目を中心に充実しているが、受験での主要学科である国語、英語の補講を引
き続き行ないたい。また、進路・学習指導に向けた美術・デザイン科担当者会議を実施する必要がある。
　新カリキュラムの策定においては、前倒し的に暫定的なカリキュラムが決められたことが大きい。生徒の進路選択の幅も広が
ると思われる。
　今後の授業内容の参考にするという目的で引き続き新入生とその保護者に対してのアンケートを継続実施する。
　1年から3年までが1クラス編成となるが、これまでどおり美術・デザイン科教員団が総出で科全体の情報を共有して学年を超え
指導していく体制を作り指導に当たりたい。

　常葉大学の新しい総合能力型入試でスタディーサポートの結果が重視されることになったので、コースとしても新２年４組生徒
対象のスタディーサポート受験事後指導に力を入れていく。また新３年３組・新２年３組生徒対象に、共通テストで生徒が必要と
する得点がとれるよう、全国模試の事後指導を徹底していく。その他の一貫コース行事については、コロナ感染症の状況次第で
実施の可否が決定してしまうものが多いが、今年度同様工夫して実施できるものについては積極的に実施していきたい。

コロナで中止となってしまった企画については新しい生活様式に合わせた実施方法の模索、またコロナ禍でも実施可能な新た
な企画の計画を練っていくことが急務となります。さらに、報告でも挙げている共通テストの振り返り、新しい問題傾向の研究を
教員間で共有し、担当する教員が同じテクニックを生徒へ還元できる体制作りは必ず実施していきます。文理コースが先頭に
立って大学入試の新方式に挑戦していく姿勢を忘れず、今後実施が可能となるであろう少人数制による企画を、授業を中心に
置きながら進めていきます。

・コロナ禍で予定していた事がほとんど行うことが出来なかった１年であったので、今後は新たな方向性・方法を考えて活動して
いきたい。
・３年生の進学希望者の受験の形式が急遽変更になったり、就職希望者の採用が減少したりと新たな問題が出てきたので対応
を検討する必要がある。
・朝学習を継続していくにあたり、各学年で目標・目的を変えて継続し内容を向上させて行きたい。
・ＳＨＲ・ＬＨＲをまだ効率的に活用されていないので検討が必要である。
・進路希望が明確ではない生徒に対して、面談（２者・３者）を行いうなど、進路目標を促す指導を充実させることで、学習活動に
早めに取り組ませるようにしたい。

今年度、新たに企画していた「縦割り」活動、イベントがコロナの影響により自粛、中止を余儀なくされ、当初のねらいは達成でき
ませんでした。その分、増加した授業の中で大学入試に向けた学習指導の時間を確保することができました。今年度から始まっ
た新入試に加えて、コロナによるオンラインでの面接試験など、新しいことが多かった中、生徒とともに受験に向かうことになって
しまった感が否めません。
文理コースの根幹ともいえる大学入試共通テスト対策では、教科担当の先生方をはじめ、多くの先生方のお力をいただき、予想
問題などに取り組ませることができました。

・朝学習を習慣化、各学年担当者を設定し、検定資格取得を目標として取り組んだ。
・各学年と連携を図り、授業巡視を毎学期初めに行った。
・部活動に加入している生徒に対して、部活顧問と担任・学年で指導に当たった。
・日常の生徒の変化を観察し、必要ならば保護者と連絡をして状況の把握に努めた。
・クラス・学年に関係なく生徒の情報共有を図ることが出来た。
・附属校入試対策補講の開催や情報提示が早い時期から実施できた。
・コロナ禍において休校等の処置があったが臨機応変に対応することが出来た。
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　授業規律は習慣として定着させる必要があるので、年度初めからしっかり指導していく。特に移動教室の時に移動がスムーズ
にできるよう工夫をうながす。
　２０２２年度の新学習指導要領を意識し、その内容について研修をさらに重ねていくとともに、教科・授業担当者と各科・コース・
クラスの連携をいろいろな形で強めていく。本校の高校新教育課程を完成させることが当面の目標となる。
　生徒のアクティブな手法を取り入れた授業は、新型コロナの影響でその方法に制約を受けている面もあるが、いろいろと工夫
を凝らしながら行っていく。授業の場だけでなく家庭学習においても手法に工夫を見いだしていく。
　昨年の休校時に行った動画作成・配信は、ＩＣＴ活用に向けた取り組みの１つになったので、このような工夫を今後も進めてい
く。一方でiPadを貸与するなど機器の環境も整え、活用が広がるようにしていく。
　今後ＩＣＴ教育などの研究は進んでいくが、教科書とノートの活用を通じて学習の基礎をつくることは不可欠である。その点で授
業での理解、家庭学習での定着を心掛け、授業展開や課題提示に工夫をしていき、生徒のその進捗状況を継続的に指導して
いく。学習の積み重ねの大切さを説き続け、達成感を積み重ねさせることで生徒の成長を促していきたい。
　新課程教育のことも含め、教員側が更に幅広く研修を行っていき、それを学校や教科で共有する体制を強くしていき、連携して
取り組む強みを生かしつつ教員の資質・授業力向上を図っていく。
　新課程教育では観点別評価が導入されていく。テストなどの点数化した結果だけでなく、生徒の取り組む姿勢なども評価して
いくことになる。その点でも、生徒の家庭学習の状況を把握し、添削指導するなどして取り組む姿勢を育んでいき評価することが
必要であり、その方法を考えていく。教員同士の意見交換がここでも大切になってくる。
　テスト、模擬試験については、それまでに計画的に目標を持って生徒の学習を促し、事後の分析を通じて生徒・科コースに還
元していく。それを習慣化していくことで受験指導体制のベースを築いていくことで、生徒の進路結果にも反映させていく。

各教科は、司書と協力して選書や生徒の図書室利用を促す指導をする。

教科会議を授業力向上のための意見交換の場、③の検証と共有の場とする。

定期テスト、課題テスト、全国学力・学習状況調査については、教務課主導で結果分析と事後指導をして、
担任と教科担当との連携を基本とする、より効果的な指導体制をつくる。

【実践項目】

　授業規律は概ね実現できている。新型コロナによる２ヶ月近く休校により、生徒が登校しての授業のありがたさを再認識した点
があると思う。伝達事項や回収物があって朝ＳＨＲに余裕がなく、１時間目の取り掛かりに影響があった。授業アンケートを年２
回実施したが、教員・生徒とともに授業について状況を確認する場となっている。
　新課程教育を意識した教科指導を心掛け、具体的に手法を取り入れている教員は増えているが、一方で授業担当者と科・
コース・担任との連携の不十分さを感じている面も多い。また、検討はすすめているものの新学習指導要領の理解が途中過程
であり、大幅に内容が変わる教科・科目においてはビジョンが決まっていない。
　従来の講義式の授業が減りつつあり、科・コースに応じた授業、発見学習・体験学習・問題解決学習などの手法を取り入れた
授業について教科で検討したり、手法を取り入れている教員は増えている。もっともっと研修の場がほしいとの意見が多い。
４・５月の生徒休校中に先生方は様々に授業の動画を作成し配信したが、これがかなり有効だった。また、これはＩＣＴ教育につ
ながるとの意見が多い。これを一時的にしない姿勢が求められている。
特別時間割で授業を確保したり、様々なプリントを作成して生徒が授業を受けやすい状況をつくったりした。朝学習やリテラスの
実施、夢手帳の振り返り欄の活用など、継続的な学習の大切さを体験的に指導した。一方で生徒に与えすぎず、自分で考えさ
せることも大切であるとの意見もあった。
　授業担当・教科が教材を様々に工夫し、担任・科コースの後押しを通じて学習に日々努力している生徒が見られるが、本校生
徒の家庭学習時間は全体的には少ない。大学との連携指導などを通じて進路的な目標を持たせ、自発的な学習をさせることが
家庭学習の定着・発展につながる。
　図書室の利用が徐々に進んでいるが、教師・生徒ともに利用の仕方に温度差がある。教科・学年・科コース・クラスなどで目標
を立て図書を指定するなどして利用を推進する体制が必要の意見が多かった。
　テスト・模試の結果分析と事後指導はある程度の取り組みはできているが、理想的な活用は時間的制約などの面でなかなか
できていない。生徒の授業や家庭学習に反映させる、いわゆるＰＤＣＡサイクルに結びつける体制が完全とはいえない。

【今後の課題】

２ 授業内容の充実を図り、学力を定着させる。

教
務

授業規律を確立させ、始業のチャイムで始まり、終業のチャイムで終わることを徹底させる。

授業担当者は各科・コースと連携をとり、２０２２年度実施の次期学習指導要領を意識した計画的・系統的
な教科指導を行う。

発見学習、体験学習、問題解決学習、調べ学習等の手法を取り入れた授業（できればプレゼンも含む）を実
践する。（ポートフォリオの作成）

ICTを活用した教育を充実させ、主体的で活動的な学習に取り組む。

学習習慣を定着せせるための授業展開および課題を工夫する。

独自の授業研修を実施し、教員の資質向上・授業力向上を図る。（※常葉大学との連携あり）

自ら学ぶ姿勢をつくることと家庭学習の定着を、各教科の工夫で求めていく。
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⑩ 4.0

【今後の課題】

現在の中学生・高校生が抱える心の問題は多様な様相を見せている。教員個々で解決に導けるものではなく教員団がチームと
して関わっていく必要がある。しかし、心の問題の初期段階では担任、保護者でも捉えにくいところがある。養護教諭やカウンセ
ラーの存在は必要不可欠である。また、心の問題には生徒を取り巻く社会環境や家庭環境、インターネット・スマートフォンの普
及が大きくかかわっている。通信網の発達により子供たちの交流範囲は国内にとどまらず全世界に及んでいる。規制に頼るの
ではなく自分たちで善悪の判断、リスク管理ができるような指導を心掛けなくてはならない。そのためにも自分がどれだけネット
依存しているか現状を客観的に見つめる機会が必要である。携帯・ネット依存やネットモラルに対する教育・指導は急務である。
さらに今後の社会を築いていく中学生・高校生にコミュニケーション能力やマナー・モラル教育は必要不可欠になる。本校でも全
教員で意識的に声掛けや挨拶、行動を考えさせる指導、行動を振り返らせる指導を心掛けている。しかし、これは継続的に育ん
でいく能力でもあり、学校でだけでなく、地域・家庭とも連携をとって取り組まなければいけない。一人の生徒を育てていくために
たくさんの大人が関わり、生徒の意識をいかに高め、社会や地域に貢献できる人材の根幹を作ることが課題である。

カウンセラーによる学校教育相談を充実させ、対象を生徒に限らず保護者・教員にまで広げて精神的ケアを
していく。

本校の「いじめ防止基本方針」に則った指導をする。

保護者との連絡を密にし、保護者と協力して生徒の成長に努める。

【実践項目】

今年度は新型コロナウイルスに伴う休校により９月に『インターネット活用講座』を実施し。事例を挙げながら自他を守るためのＳ
ＮＳのマナーやルールを伝えた。７月には交通安全教室を開催。自身が交通事故を巻き込まれないよう防ぐのはもちろん、自身
が加害者にならないように未然にできる注意について学ぶことができた。
挨拶や身なり、身辺の整理整頓などの基本的な生活習慣やマナーを育てていくことを生徒指導の根幹に据え、全職員で取り組
んだ。特に担任は成長期における中高生の心の変化をきめ細かく汲み取り、日常生活から成長を促す指導を心掛けた。ＳＨＲ・
ＬＨＲ・清掃指導における生徒の観察は生徒の変化をとらえる重要な機会である。これらの情報は学年や生徒課職員で共有さ
れ、内容によっては学年主任、生徒課長、養護教諭、スクールカウンセラーで支援会議を実施し、連携を図りながら問題解決に
あたった。なるべく多くの目で生徒の変化を見るよう心掛けた。また、放課後の部活動では部活動顧問が生徒の成長の場として
細やかな指導を心掛け、迅速な対応にあたった。
「学校アンケート」や「生徒実態アンケート」を実施し、体罰やイジメの問題が潜在していないか声の聞き漏らしがないよう全校に
対し調査を行った。個人情報に配慮しつつ組織的に対応した。
昨今のインターネットやスマートフォンの普及によりソーシャルメディアは複雑に多様化している。そのため１年生で『インターネッ
ト活用講座』、２年生で『情報モラル教育講座』としてネット依存調査を行い、ネット関係との安心で賢い付き合い方を学んでい
る。さらにネットパトロールの活用や一年に一度講座で考える時間をつくり、担任からも日常的に指導していくことで未然防止を
心掛けている。また、家庭の教育力に負うところも大きく、家庭との連携が必要不可欠であり、保護者会時に話題の一つとなるよ
う心掛けている。

３ 生活指導を重視し、事故やいじめや非行等を未然に防ぐ指導を重視する。

生
徒

全ての教職員が、服装・身なり・言葉遣いについての指導を集会・ＳＨＲ・授業・校内校外補導等、あらゆる
場面、機会を捉えて行う。（※地域社会との連携あり）

挨拶をしっかりさせる。教師から率先し、生徒にも定着させる。（※地域社会との連携あり）

ＳＮＳの扱いについて研修し、いじめや性非行につながることが無いように、使い方の指導や規則を守らせ
る指導をする。

指導過程を統一し、共通認識のもと、ぶれない指導をする。

交通安全の意識を高め、交通ルールを遵守させ、事故を未然に防ぐ指導をする。

公共の場でのマナー（特に電車での通学マナー）を遵守させる。（地域社会との連携あり）
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①補講の重要性に対する教員・生徒の意識は、年々高まりを感じるが、その一方成績の伸長が十分でないとの認識もある。
「「場を提供する」補講からの脱却と、生徒の向学心の醸成」を昨年度掲げたが、やはり学力の基礎が授業にあるということを十
分に認識しなければ、生徒は補講で何とかなる、教員も補講で何とかしよう、という意識となる。補講の本来的な目的を十分に
認識し、受験学力を醸成するよう、有効に活用したい。
②大学入試をはじめ変化が激しい中で、生徒のより良いキャリア(進路)選択を促すには、その指導において「多様性」「偶然性」
「親近感」といったキーワードを念頭に置く必要がある。多様なキャリア選択を見据え、より汎用的な力(生きる力)やメタ認知能力
を高める指導へと拡充したい。
③⑤昨年度同様、模試等のデータに関しては、分析・共有後の指導そのものが十分ではない。そもそも数値的な目標も明らか
になっていないので、結果を評価すること自体が難しい。指導内容に関する、教科会議内の動向も不明である。次年度以降は、
教科会議が数値的な目標設定を提示し、指導計画・実践(授業)を行い、検証可能な環境を作りたい。進路課としては、検証に関
する計画を立て、取り組みの共有を可能とする環境を整備したい。
④コロナ禍により受験自体が困難であった。入試での活用を考えると、特に次年度の高3生は1学期に積極的な受験を促した
い。附属高校総合能力入試や学校推薦型選抜を中心に、加点など入試にプラスとなる面も十分に理解を広め、一層受験を推奨
したい。
⑥⑦入試における小論文の増加や読解力の求められる問題傾向を踏まえると、受験期からの指導には限界がある。しかし受験
生としての“当事者意識”が芽生えるまで、能動的な取り組みは難しい。現在実施しているLiteras、小論文模試に向けた指導を
拡充し、「読解・表現力講座(仮称)」として低学年から汎用的な読解力・表現力醸成の指導を実施したい。
⑧新校舎となり、演習室等旧校舎のような自習スペース確保が難しい中、図書館の必要性は増す可能性がある。

国公立・難関私大のＡＯ・推薦入試対策を、広く協力を求め、指導体制を明確にして実施する。

進路面接を必ず実施し、生徒・保護者に対して適切な助言指導を行う。

放課後の図書館を利用した自主学習の充実をはかる。全教員が最低１回は図書館当番をする。

【実践項目】

①高1・2は冬・春の二期でオープン補講、高3は一学期～夏に附属高校学力試験対策、一学期～秋に共通テスト対策補講を実
施した。また中学・一貫・美デ科は、独自補講を実施した。休校期間があり実施が危ぶまれたが、必要性に対する教員の共通認
識が高まりもあり、可能な範囲で遂行することができた。
　「みらい学講座」や「高大連携」について、進路課として十分にその役割を果たすことができなかった。
②モチベーションの向上を企図し、ガイダンス等進路関係行事を年間通じて実施した。
	高1：進路適性検査、進路講演会、教養講座(高大連携)、小論文ガイダンス、進路ガイダンス等
	高2：進路講演会(高大連携など)、進路講話、小論文ガイダンス、進路ガイダンス等
	高3：小論文ガイダンス、進路講話等
③⑤進路課研修では、「進路指導引継会」を科コース単位で継続的に実施し、受験指導に関する情報共有・意見交換を行った。
模試・スタディーサポート・附属高校入試等については、進路課発信にて結果データの提供を行い、生徒向けにも結果に対する
振り返り指導を実施した。
④進路講話などを通じ、推薦等で生かせることを周知し、受験促進を図ってきた。今年度もＧＴＥＣを全体実施し、また英検2次試
験指導では引き続き英語科教員に手当を付け、指導体制を整備した。
⑥⑦高3では、面接指導は学年が主体となり、小論文指導も含め広く教員全体の協力を得て指導を進められた。またオープン
キャンパス等への参加が難しい中、オンラインでの「大学入試説明会」を実施し、10大学以上の説明を聞くことができた。
⑧当番を日直のように事前に分かる状況にした。試験前を中心に生徒は自習を行っている。

【今後の課題】

４ 進路指導を充実させ、進路実績を向上させる。（※常葉大学・地域社会との連携強化）

進
路

第一志望の進路目標を達成させるため、授業の他、特別授業・補講・講座等の体系化と質の向上を図り、
それらを最大限に活用して学力を養成する。（※常葉大学との連携強化）（※地域社会との連携強化）

精神力、体力が伴った粘り強い意思を確立させ、安易な進路に妥協させない。

各種模擬試験、学力コンクール、附属校入試、センター試験については、進路課主導で結果分析と事後指
導をして、担任と教科担当との連携を基本とする、より効果的な指導体制をつくる。

英検・漢検・数検等に積極的にチャレンジさせる。

担任、教科担当、進路課が連携して進路指導をする。
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【今後の課題】

　2011年の東日本大震災、本年度の熊本地震、洪水、台風被害と自然の驚異にさらされることが増え、学校としていかに生徒の
安全を確保するかが大きな課題である。「地震防災応急計画」「消防計画」に基づいたシミュレーションはするものの、緊急時に
職員全員が顔を合わせることができるかも不明である。その場の状況は千差万別であることが予想され、柔軟な対応が求めら
れる。沿岸部や山間部、川沿いの地区、住宅密集地など、様々な場所に生徒達の居住地があり、画一的な指示では逆に危険
性が増す場合も考えられる。想定外の混乱した状況内でもふさわしい対応ができ、言葉による指示が無くても生徒が速やかに
安全な場所に避難できるようにする工夫が必要である。また指示を仰ぐ生徒は自己判断で命を守る術も身もつけさせなければ
ならない。また生徒だけではなく地域の方々の緊急避難所にもなっていて、より広範囲な対応が必要とされている。そのために
は地域との連携を深め、一層踏み込んだ具体的な研修が必要とされている。常葉大学の社会環境学部との連携をとっていきた
い。

総
務

防災訓練のあり方について研修する。

東南海地震を意識して、本校で実施する防災訓練はもちろん、生徒の居住地での防災訓練にも積極的に
参加させる。（※地域社会との連携強化）

恒常的に危機管理について研修する。（※常葉大学との連携あり）

【実践項目】

　１２月には希望生徒による救命救急、AEDの研修会を行った。毎年実施することで少しずつ緊急の際の対応が浸透している。
また４月には、全校生徒で避難訓練を行った。本校生は広範囲から通学しているために地区別避難訓練を実施して、災害時に
帰宅を共にするメンバーを生徒達に確認させた。12月には地域の避難訓練への参加を呼び掛け、多くの生徒が参加した。防災
用品を再確認し補充を行っていく。
近年、台風の接近による暴風雨や集中豪雨による交通機関の遅延など、休校等の措置をとる場面が増えてきた。本校生は、広
い地域から通学しており、それぞれの地域で気象条件が異なり判断が難しい場面もある。自宅に居るとき、あるいは通学途上で
災害が発生したときの判断基準を設けてあるが、同時に「絆ネット」のメール配信で学校の指示を速やかに保護者・本人へ知ら
せることができるよう配慮している。

【実践項目】

　毎日全校で清掃活動を行っている。職員も担当場所に赴き、生徒と共に清掃に取り組む。朝は運動部員達が交替で通学路に
立ち、清掃活動を続けている。毎朝その姿に接することで生徒は美化への意識を自然に高めている。
教室にはコロナ禍なのでゴミ箱を教室に設置せず、ごみの持ち帰りを行っている。またペットボトルのキャップを生徒会で回収し
て、環境への意識を高めている。
各学期、専門委員の呼びかけで教室内の机・椅子の整頓、ロッカー内の私物の管理などを意識づけている。さらには、生徒会
の呼びかけで毎月「クリーン作戦」というボランティア活動を実施して校内や通学路の清掃を続けている。これらの環境美化への
生徒自身の活動は美化、公共物への配慮を浸透させる有効な体験となっている。新校舎できれいであるのでこれを長く維持し
ていきたい。

【今後の課題】

　現在続いている生徒による清掃活動・ボランティア活動は本校の誇らしい伝統として今後も大切にしていくべきだと考える。教
室内も個人ロッカーで私物を管理していて乱雑になることがなく、整理され落ち着いたクラスが多い。まれに汚れたトイレ、乱雑
な教室、器物破損等が目につくことがあり、その際には職員で情報を共有し、原因を探り指導に活かしている。生徒の心の状態
を映し出している生活環境の改善によって心の荒れを防ぐことができると考え、今後も環境の美化に努めていく。今後はさらに
一歩進めて、環境の美化に向けた指導を地球環境保護に向けた環境教育の一環として位置づけ、持続可能な社会の実現を探
求する心に繋げていきたい。

６ 防災や危機管理に関する指導を重視する。（※地域社会との連携強化）

５ 環境美化・公共物を大切にする指導を重視する。

総
務

教室美化および私物管理をしっかりさせ、落ち着いた教室環境を確立する。

ゴミの減量と分別指導を徹底する。

「公共物の破損」がなくなるよう「大切にする心」の育成をする。

新校舎棟への移転に伴い、校舎の管理方法などを見直す。

環境美化のボランティア活動（生徒会・ＬＨＲ・部活）を実施し、環境美化の意識の向上を図る。（※地域社会
との連携あり）
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　今後もしばらく、コロナウィルスを意識しながら学校行事を行っていくことになる。一つ一つの行事について、その実施の可能
性、実施方法、感染予防対策などを検討・確認しながら進めていき、生徒の活動の場を減らさないようにしていく、そのための工
夫を考えていく。

【実践項目】

・今年度は、コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、ほぼすべての学校行事が中止となった。その中でも、実施可能な行事を
検討し「ミニ体育祭」「弁論大会」を実施した。
・課題となっていた「宿泊行事予算」を見直し、次年度からの学校行事を充実させていくための土台を整えた。

　今年度は新型コロナウィルス流行の影響で、多くの学校行事、特に生徒同士が密の状態になりやすい行事や、ＨＲディや修学
旅行・研修旅行などキャンパスの外に出向いての行事が軒並み中止に追い込まれた。規模を縮小したり、方法を変えて行うこと
のできた行事もあったが、学校という場は日頃の落ち着いた環境での授業と、生徒の積極的な活動を導き出す様々な行事は両
輪の関係であることを痛感した思いであった。

【今後の課題】

●ICT教育導入（iPadを活用する授業、学校教育活動）【令和３年度実施】
本校のICT教育環境が「Gigaスクール構想」により次年度に整うこととなった。しかし、環境が整っても活用スキルが決定的に不
足している。文科省は「令和７年度にデジタル教科書普及100%」を目標に、急速なICT教育化を進めている。本校においても活用
スキルの向上とICT教材を活用した授業実践を早急に進めていく必要がある。令和３年度においては以下の項目に重点を置
き、ICT教材を活用する。
①教科指導での活用
　英語、理科、数学を重点教科と位置付け、タブレット端末を活用した授業展開を実践する。
　課題
・英語に関しては文科省の事業によりデジタル教科書の導入が可能だが、その他教科に関しては、デジタルツールを入手する
必要がある。現状では「体験版」で導入可能なツールが複数あるが、いずれは有償のツールとなる。その予算をどのように確保
していくかも重要な検討課題である。

②生徒会、委員会活動での活用
　年２回の生徒総会はデジタルツールを活用したプレゼンテーション形式で行う。また、委員会活動の計画、実践、引継ぎ、掲示
物等、ICTツールを活用した活動を実践する。

③「キャリア・パスポート」「ポートフォリオ」のデジタル作成
　令和２年度から、小・中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校の全学年で、キャリア・パスポートが導入された。県
教育委員会義務教育課管内で円滑に学年間、校種間の接続が図られるようにするための統一事項は遵守しつつ、デジタル文
書として作成することを検討していく。ただし、「キャリア・パスポート」については県教委の統一事項として「ファイル保管」となっ
ているため、転出等での提出の場合にはプリントアウトが必要となる。

④総合学習「７つの習慣J」での活用
　業者（FCEエデュケーション）と連携し、iPadを活用した授業形態への転換を図る。

上記４点を重点に置き確実な実践を進めていく。また、それ以外の教育活動においても、活用のモデルを模索していくことが急
務である。他校の実践例や活用モデルを紹介・研修する機会を積極的に設け、発展的な活用モデルの構築を進めていく。
課題として検討が必要となるのは予算である。端末に取り入れるソフトやアプリ、不足しているプロジェクターや周辺機器などを
導入する際に必要となる費用については今後検討を進めなければならない。現行の教材費や学年費の使い道を精査し、見直し
を図ることや、教科予算、卒業記念品など計画的な執行が必要となる。

◎３年から５年後を見据えた計画
次年度は、学校備品としてタブレット端末を導入する形式だが、ゆくゆくは個人所有のタブレットに切り替え、学校でも自宅でも活
用する形態を目標に本事業を進めていきたい。これは姉妹校である橘中学ですでに実践されている形態であり、参考モデルとし
て大いに活用できる。先進校の取り組みを参考にしつつ、本校独自の魅力あるICT教育環境を目指したい。今後はそのための
研修・研究・研鑽を重ね教員のスキルアップを推し進めることが急務である。

●新学習指導要領及び評価方法の変更への対応【令和３年度実施】
新学習指導要領に沿う学習内容への転換とともに、学習活動の評価の仕方が大きく変わる。従来の定期テスト基準の１０段階
学習評価から３観点の学習評価となる。以下は早急に整えるべき項目である。
　　①学籍システムの変更［要録書式、通知表書式］（３月中に完了）
　　②教務内規の変更（現在検討中）
　　③学習評価方法と基準に関するガイドライン（現在検討中）
　　④各教科の評価項目と評価基準の決定（未定）
　　⑤年間指導計画への観点別目標記載（未定）
４月の授業開始時には、中学担当教員全員が教科ごとに設定した観点別評価項目及び基準を理解した上で授業を進めていく
必要がある。担当教員により評価の基準がずれることがあってはならないため、各教科において評価項目とその基準を決定し、
それに従って評価できるよう準備をしておくことが求められる。しかし、教科によっては中学担当者が非常勤のみという教科もあ
り、いつ、だれがこの評価項目とその基準を決定するのか不明瞭なのが実態である。次年度、１学期の評価、評定を正しく決定
するために準備を急がなければならない。

７ 学校行事・生徒会活動の活性化を図る。

そ
の
他

学校行事に積極的に参加させることにより、達成感を持たせ、学校の活性化を図る。

生徒会の一員という意識を持たせ、生徒会主催行事に積極的に参加させ、協力させる。

様々な活動を通してリーダーの育成を図る。
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●中学２年総合学習及び体験学習との連携事業【令和３年度以降実施】
中２総合で行っていた「７つの習慣J」の廃止にともない、現在は「キャリア教育」を根幹とし、将来像を具体化する活動「未来予想
図Ⅱ」と「職業調べプレゼン」を行っている。また、各学年で「体験学習」を以下の内容で実施している。
	中１	中２	中３
６月	学年企画※１（新入生ゼミ）	田植え（棚田）	
１２月	学年企画※１	未来授業	学年企画
３月	田起こし（棚田）	学年企画	テーブルマナー講座
※１については、「美術」の補填を兼ねているため、『モノ作り体験』『モノ作り見学』『美術作品鑑賞』等の「美術」に関連した体験
学習を行う。（６月または１２月のどちらかで必実施。）

◎中学２年総合学習と体験学習の連携を図り、「キャリア教育」を根幹とした教育プログラムを構築する。その際、『菊川市との
連携事業』を取り入れ、地域との関わりを通した学びが得られるよう検討を進める。
　　→ICTの活用を積極的に取り込みたい。
→『菊川市との連携事業』については全くのゼロベースからの模索。
　　→誰が、どのように計画を進めるのかを明確に。（発足チームを作成？中学２年部？）
　　→令和２年度より実施可能な企画を順次導入し、発展的な方向性を模索していきたい。

朝の時間は、巡視を含め、コースの活動の不足分を学年で補えるように計画を立てていきたい。
ＬＨＲについては、クラスで必要な時期にクラス独自が実施できるよう各課と調整していきたい。

高校最終学年としての自覚を持たせ、進路に向け努力させたい。

・生徒が自ら目標に向け、心を動かすことの大切さ、常日頃から意識することの大切さを認識させ
持続させることに努めたい。

【実践項目】

SHRが単なる連絡事項の伝達とならないよう、生徒と担任の貴重なコミュニケーションの場として位置づけたい。今後は総合学
習で行っている職業調べプレゼンや、国語探究の授業等とリンクさせて「プレゼンテーション」の機会を設けるなど、自分で物事
を説明する力や考える力、表現力を磨くための活動を積極的に取り入れていく。
　またLHRでは、現在実施している活動を柱としてこれまで以上に地域に根付いた活動を積極的に行っていきたい。体験的な学
習活動を通じて、学年の枠を超えた人間関係を構築し、互いに影響を与え合うことで教育成果の向上を目指す。

朝のＳＨＲ前の朝学習等、どのコースでも行われていたが、徹底できていたのは一貫コースのみであった。ＬＨＲ計画は、クラス
で必要なタイミングでクラス独自がないという問題があった。

　今年度は、コロナ禍の影響で始まりがいつもより２か月遅れ、年度当初に立てた学年部の目標に取り組むのが遅れたように思
う。学校再開も５月後半からで、とにかく学校再開と無事に登校、毎日の消毒など目まぐるしい日々が続いた。校内では昨年心
配していた、いじめ問題や不登校、救急車の手配などの問題はなく落ち着いた生活を送っていたように思う。ただ不登校は０で
はなく２人の進路変更者を出した。

・１年次からコミュニケーションスキルの向上に努め、高校３年間の集大成として、自ら考え、判断、行動できる人物の育成を目
指し取り組んできた試みとして受験に臨ませた。結果として、面接試験を含む推薦入試（学園内入試を含む）において.志望校に
多くの生徒が合格することができた。

【今後の課題】

８ ＬＨＲ・ＳＨＲの効果的活用を図る。

そ
の
他

ＳＨＲ・ＬＨＲをより計画的、効果的に活用する。（※地域社会や常葉大学との連携あり）

ＳＨＲ（朝・帰り）を通して、伝達事項だけでなく学校方針や担任方針を伝え社会の一員であることを伝える。

ＬＨＲ時に図書室を利用する時間を設定するなど、図書室に足を運ぶ環境（図書の充実・図書室の整備・工
夫）をつくる。
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令和２年度は新型コロナ感染症対策のため多くの地域活動が自粛され、活動へ参加することができませんでした。来年度は感
染症対策に従い、生徒の安全に配慮して多くの地域活動へ積極的に参加したいと考えております。菊川市とのフレンドシップ協
定は５年を経過し、生徒の活動内容も充実してまいりました。参加者は実践的で幅広い知識を活用することが多いため、教科書
からでは得られない深い学びに興味や関心を高めております。高校生に地域活動を通して、社会との繋がりや自らの将来につ
いて考える機会を提供していただけることに感謝しております。次年度も地域社会との関りのなで、生徒一人ひとりを成長させる
ことができるように地域の力をお借りしたいと思っております。
今後も地域や保護者、卒業生の皆様から愛される学校を目指し、地域のご支援や保護者、卒業生のご支援をいただき生徒の
成長となる活動を積極的に行いたいと考えております。学校と地域社会で地元の宝となる人材を育て、地域や保護者の方々に
信頼される学校づくりに今後も精進してまいります。

全平均

【実践項目】

今年度は新型コロナウイルスへの対応で学校行事はほぼ中止になってしまった。学校行事はクラス内の人間関係作りや学校生
活・社会生活への適応能力を育む重要な役割を担っている。リーダーの育成やメンバーシップ、チームとしての問題解決能力な
ど社会や地域で貢献できる人材に必要な根幹を養っている。今年度多くの学校行事は中止になってしまったが、担任・学年で協
力しリーダーの育成やクラス作りを進めることができた。生徒会活動も制限が多い中、生徒会中心に良く活動してくれた。
本校は運動部・文化部共に活動が盛んであり、ほとんどの生徒が部活動に所属し自分たちの可能性を信じ、能力や感性を磨い
ている。部活動は教育活動の一環であり、地域や社会で貢献できる人間形成のために授業やHR活動とは違ったアプローチを
試みる活動である。最高の問題解決能力を育む場という位置付けをしている。本年度運動部では陸上部・空手道部が全国大会
に出場した。運動部だけでなく色々な文化部も活躍している。今年度は文化祭が中止になってしまったが、それぞれが目標を失
わずに取り組むことができた。例年校内の活動にとどまらず、地域のニーズに応じてそれぞれの特色を活かしながら地域貢献を
行う場が増えてきた。学校における教育活動の成果を広く地域の方々に知らせる場でもあり、生徒自身が地域に発信することに
より自分たちの新たな問題への気づきを得て、本校中高生の学びがより豊かなものになっている。

【今後の課題】

来年度は感染症対策を行い、一回でも多くの学校行事を執り行いたい。また、生徒会を中心に新しい取り組みも企画しているの
でサポートしていきたい。
部活では感染対策を行い前向きに活動できるようにサポートしていきたい。

１０
「自己評価」や「学校関係者評価」を活用し、生徒・保護者・同窓生・地域の人々から
信頼される学校づくりをする。（※地域社会との連携あり）

そ
の
他

部活動を人間教育の場として捉え、その上でより高い目標に向かわせる。

部活動においても、ボランティア活動や地域の行事への参加を通して学校や地域に貢献させる。
（※地域社会との連携あり）

部室・活動場所の管理・美化を徹底する。

顧問は部員の学習状況・生活状況を把握し、適切な指導を行う。

奨学生を持つ部活は、奨学生としての自覚と模範的な学校生活を送らせる指導を行う。

文化部の活動の強化とサポートの充実を図る。（※地域社会との連携あり）

顧問は全部員が下校するまでの安全管理に留意し、部室等の施錠管理を行う。

部活動ガイドラインに則した活動計画を立て、生徒の安全や健康に配慮した活動を行う。

９ 部活動の充実を図る。



関係者評価平均
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【関係者の御意見・御要望等】
・全体評価としては「３」だが、ＩＣＴの部分に関しては「1」Ｒ２年度３月からの休校時公立高校ではオンラインを活用して授業や学
習活動を行っていたが、当校はそれがまだなかった。。この部分、本来であれば私立の強みを出せる部分だと思うが、公立より
遅かった。今や公立では一人一台ＰＣ（タブレット）の整備がされています。
・朝読書をしっかりしていない様なので、ちゃんと読み進めるように指導をお願いしたいです。
・タブレットなど他校私学で進んでいるので、もっと急いで取り入れて下さい。
・ＩＣＴ活用については、他から見ても遅すぎる。
・コロナで休校中の動画配信等準備等大変だったと思いますが、遅かったと思います。今後の対応に期待します。
・英語はトータルイングリッシュで無くなると聞いていたが今年もトータルイングリッシュで授業が行われていると聞いて、塾や参
考書の購入など対応できない場合があり、可能ならば新１年生と同様にニューホライズンに来年度はして欲しい。
・成績の上位層中位層下位層それぞれのレベルに応じた成績ＵＰの対策もお願いしたい。中学学調等、公立中学と比べてどう
なのか気になります。
・家庭での学習時間が短いのは気になります。
・これからもまたいつ閉校休校なるかも知れないので、オンライン授業の準備は引き続き進めて頂きたい。
・タブレットを使用した授業など検討して欲しい。保護者も確認できるようなシステムがほしい。
・小中学校でもほぼ全員にタブレットなどを与え授業を行っている。早く機器の環境を整え活用できるようにしてほしい。

【今後に向けての学校の考え】旧校舎においては、施設・設備の老朽化もあり、ICTの環境整備は整っておりませんでした。新校
舎になりその環境も整いつつあります。研修を行いながら、新しい教育の在り方について教員全体で共有をしていく予定です。
より一層授業内容を充実させ、生徒一人一人の力を最大限発揮できるよう努めてまいります。

３ 生活指導を重視し、事故やいじめや非行等を未然に防ぐ指導を重視する。
【関係者の御意見・御要望等】
・生活指導、特にネットに関することはどんどんやってほしい。その中で保護者からの意見や要望を吸い上げやすくするためにＰ
ＴＡを活用し連携しながら実施するようにしてほしい。
・友人トラブルを安易に考えて対応している。何回も同じことがくり返されている。どんな指導してますか？命の大切さをもっと伝
えて下さい。
・子供の抱える問題に対して担任の先生は真摯に向き合って下さってると思います。
・子供が友人関係で悩んでいる時、丁寧に対応してくれてありがたかった。
・生活チェック（髪型服装等）細かく指示するより、中学生らしい高校生らしい清潔感のあるものとして考えさせたら良いと思う。
・コミュニケーションスキル、マナースキル教育はしっかり行ってほしいです。心の問題を支えるｶｳﾝｾﾗｰの必要不可欠な点は共
感します。
・ＳＮＳの扱いについて、学校でも定期的に指導してほしいです。
・生徒が楽しく登校しているのが娘の話から伝わってくる。
・学業だけでなく、社会や地域に貢献できる人材作りをしてくださっていてありがたい。

【今後に向けての学校の考え】ネットの拡大により利便性が向上する一方、様々な問題が起こっています。このような問題に対
応すべく、現在行っている生徒向けの講座をより充実させていきたいと思っています。生徒の抱える問題には、担任だけでなく学
年、生徒課、養護教諭、カウンセラーが連携して対応しておりますが、より一層情報の共有化を速やかに行い、問題解決にあ
たっていきます。

1 科・コースの特徴を生かし、効果的な指導を実践する。
【関係者の御意見・御要望等】
・科コース制の特徴を活かせていると思います。学習の成果が表れない生徒、理解が遅い生徒へのケアも重要ですので、その
フォローもお願いします。
・タンデム学習への参加生徒を希望制も入れて欲しいです。
・友人関係のトラブルの対応強化。
・中学からの学習面での教員との関わりをもう少し強化してほしい。
・タンデム学習は先生より指名制ではなく希望制にして、人数を増やして欲しい。長期休みの時に補講等して欲しい。
・タンデム学習はサポートが必要な生徒だけでなく、希望者の参加があれば良いと思う。
・常葉でしか体験できないようなことを沢山やって頂きたい。
・タンデム授業の参加を全員できる様にしてほしい。（交代でもいいので）
・以前行われていたベルリッツ英語学習はまだ受講できないのでしょうか？（案内が届かない）文理ではないですが、参加させた
いと思っていました。
・みらい学講座ボランティアの案内を親にもお知らせが欲しい。（きずなネットなどで）どんどん参加させたいです。
・指導改善、各施策を実施した効果が見えないので評価方法を明確化した方が良いと感じた。

【今後に向けての学校の考え】
美・デ科・・・みらい学（アート）の活動が軌道に乗り、広く認知されつつあるので、この活動を通してさらに地域貢献を推進してい
きたいと思います。
一貫・・・現在も卒業生との関わりを通して様々な活動を行っています。中高会議を通してさらに指導の充実を図っていきたいと
思います。
文理・・・縦割り活動を通して進路意識や学習姿勢を学ぶ機会を増やしています。さらに充実が図れるようより高きを目指してい
きたいと思います。
普通・・・・進路希望を早期に明確にするため情報提供をはじめ早期の指導の充実を図ります。
【全体】今後もコースそれぞれの特徴を生かした指導を行ってまいります。コース会議等で議論をし、生徒に良いと思うことはさら
に積極的に取り入れていくつもりです。ご指摘の課題についても、真摯に受け止め改善に向けて取り組んでいく所存です。

2 授業内容の充実を図り、学力を定着させる。

　令和２年度　学校関係者評価　評価結果
常葉大学附属菊川中学校・高等学校

分野 達成項目・評価の観点



3.6

3.6

3.2

3.4

3.5

【関係者の御意見・御要望等】
・新しいことを始めることは大変ですが、がんばってほしいです。
・図書館へ行く（行かなければいけない）ことを増やしてもらいたい。
・成長発達に大切な時期なので、有効にしてほしい。
・ＡＥＤの講習やＳＤＧｓ等まだ取り組みできる内容は多々あると考えます。
・ＳＨＲでプレゼンの練習をさせるのはとてもいいですね。今後も続けて頂きたい。
・英検などのお知らせをメールで教えて欲しい。
・新校舎に新しい和室などができたようなので、一般生徒にもマナーとして茶道華道など希望者に教育をお願いしたい。（藤枝明
誠で実践していて評判がいい）

【今後に向けての学校の考え】ＳＨＲは単に連絡事項の伝達とならないよう心掛けています。また、ＬＨＲは必要な時期にクラス
単位での実施が可能となるよう学年や課が連携して計画を立ててまいります。

７ 学校行事・生徒会活動の活性化を図る。
【関係者の御意見・御要望等】
・コロナ禍においては非常に難しい活動の一つだと思いますが、活動することも重要です。ＩＣＴ教育に対しては、先進校となるよ
うになってほしいです。
・１年生で出来なかったマナー教室（アクトレストランでの）は、ホテルを変えてもいいのでやって欲しかったです。（集金制にして
もらって良いので）
・何か一人一人ができることを活性化してほしい。
・ＩＣＴ導入にスキル不足とあるが、大学等と連携する等対応はできると考えます。
・いろいろな行事がなくなって残念。コロナ対策もした上での行事開催を進めてほしい。中学生も高校生も行事を体験させたい。
・ＩＣＴを活用した授業に期待します。
・学校行事もなかなかできないとは思いますが、できる範囲で新たな行事を展開してほしいです。
・行事は中止ではなく、変更縮小でも良いからやって欲しいです。マラソン大会や体育大会をやって頂いて良かったです。
・ＩＣＴ教育を早く行ってほしい。

【今後に向けての学校の考え】行事の実施については生徒の安全・安心を第一に可否を検討しています。世の中の状況を踏ま
え、規模や場所、感染対策を十分考慮したうえで可能なものは実施してまいりたいと思います。

８ ＬＨＲ・ＳＨＲの効果的活用を図る。

【関係者の御意見・御要望等】
・現状のまま続けていただきたい。
・朝の運動部のボランティア清掃について、スクールバスに乗れず自費で路線バスで参加しているが、あり方に疑問を持ってい
る。
・新校舎すでにほこりが落ちていたり、傷がついていたりします。もっと大切にするようにして頂きたい。
・新校舎にもなり生徒たちも、自然に環境美化の意識が高まっていると思う。
・いつ行ってもゴミが落ちているということがなく、気持ちがいい。

【今後に向けての学校の考え】新校舎になり、生徒も意識して清掃等に取り組んでいます。今後も物を大切にする心を育み、生
活しやすい環境づくりに努めてまいります。

６ 防災や危機管理に関する指導を重視する。（※地域社会との連携強化）
【関係者の御意見・御要望等】
・コロナもいまや防災のジャンルに入ります。大変ですがよろしくお願いします。停電したらどうするの？電車止まる。ＴＥＬできな
い。などの状況の訓練もあるといいです。
・家が遠いので判断に悩むことがある。
・避難経路の確保充実や通学路の補修整備等もっと検討すべきと考えます。
・学校にいる時に災害が起こった場合の対応を知りたい。
・ＡＥＤの研修会など、救命救急の研修は頻繁に行ってもらいたいです。
・最近、地震が増えているので、ぜひ一層踏み込んだ研修を行ってほしい。

【今後に向けての学校の考え】自然災害が日本全国で増加しています。防災については定期的に研修を行っていますが、日々
点検・見直しを行い安全対策に力を入れていきます。訓練の重要性も増す中、様々な場面を想定して対応してまいりたいと思い
ます。

４
進路指導を充実させ、進路実績を向上させる。（※常葉大学・地域社会との連携強

化）

【関係者の御意見・御要望等】
・高大連携ができる特徴をもっともっと活かしてほしい。常葉大学から高校保護者に向けた話がもっとたくさんあってもいいと思い
ます。
・英検、漢検ｅｔｃの検定のお知らせを子供達だけでなく、親にも早くからお知らせが欲しいです（メール等でもＯＫです）。長期休
みの際に補習授業を、部活動をしている子にも受けられるようにしてもらいたいです。
・一貫クラスの選択肢が狭い気がします。勉強はしたい！と思っても国公立でなければみんな一緒だと…。友人関係のことも２ク
ラスしかないのでもっと重視して下さい。
・活動はしていると思いますが、その内容等の広報が足りないのではないか。
・英検等の受検外部模試等、環境は整っていて良い。受けるための対策もやってくれると良いと思う。
・常大との連携、入試方法の変更等、より附属校としてのメリットを感じている。
・職業体験の機会がほしい。
・もっと頻繁に進路指導を行ってもらいたい。子供たちに調べさせて発表させるなど。意識をもっと高くもたせてほしいです。
・英検漢検数検の案内を早めに出して欲しい。親にもわかるように、きずなネットを活用してほしいです。
：・高３だった息子に面接指導など、熱心に行っていただき、本人の力にもなりました。
・生徒の状況に応じた進路指導をされており良いと感じる。他校を上回る成績が上げられる様、更なるレベルアップを期待した
い。

【今後に向けての学校の考え】現高校２年生からは附属高校総合能力入試が導入され、さらに連携が強化されます。ますます
早期指導のあり方が重要になってきます。小論文指導をはじめ個々の取り組みを促す指導を充実させていきます。また、菊川市
とのさらなる連携の強化を図り、地域貢献に寄与していきたいと思います。

５ 環境美化・公共物を大切にする指導を重視する。



3.8

3.410
「自己評価」や「学校関係者評価」を活用し、生徒・保護者・同窓生・地域の人々から
信頼される学校づくりをする。（※地域社会との連携あり）

【関係者の御意見・御要望等】
・情報をもっと共有し、また学校がやっていることをもっと公表することで、外部からの評価を向上させるようにしてください。「あー
そういうことをやっていたんだ」と後から知ること知らないままのことが恐らくたくさんあります。
・バスの予定表を前月までにいただけると有難いです。
・何をしているのかあまり…。
・５年の内容を見直し新たな取り組みに進む段階であると考えます。
・ＰＴＡ役員をやっていても、子供の様子学校の様子があまり見えてこないため、評価をするのが難しい。良いことをたくさんやっ
てくれているため、ＰＲを上手くできれば良いと思う。
・地域の取り組みや学校生活などに、積極的に参加していってほしいです。
・バスの運行表早めに頂きたいです。
・・バスの運行表は前月に配布していただけると助かります。
・地域社会との関わりをもう少し作ってほしいと思った。
・高校としてのアピールも少ないｙぽうに思った。（全国大会出場の幕など菊川駅に掲げてあげるなどしてほしい）
・オリンピック出場が決まったソフトボールのＯＢなどとの連携も必要だと思う。（講演会などソフト指導会など）

【今後に向けての学校の考え】地元に愛される学校づくり目標に地域（特に菊川市）との連携強化を図ってきました。少しづつで
はありますがその活動の様子も新聞等で取り上げていただいています。活動内容のより一層の充実を図るとともに、広報活動
にも工夫を加え、さらに多くの人に知ってもらえるよう努めてまいります。

９ 部活動の充実を図る。
【関係者の御意見・御要望等】
・会計を明瞭にしないとなりません。
・部活の活動予定を前月までにいただけると有難いです。
・開始、終了の時間を教えてほしい。月ごとのスケジュールを早めに伝えてひしい。
・部活動をやりたくても裏でいろいろされてやれずイヤな思いをしました。そういうことするならバレずにやるか一律の対応して下
さい。子供の心のキズは大きいです。
・野球だけでなく、他の活動でも全国等で活躍している生徒もいるので、しっかりと広報等対応すべきと考えます。
・部活の予定表を前月中に欲しい。
・部活動については、先生がよくやってくれていると思う。
・先輩から引き継がれた部測などもしっかり理解し、疑問に思うことは確認し納得いく形で活動していってもらいたい。チームワー
クやリーダーシップを身につけていってほしいです。
・予定表は前月に配布していただけると助かります。
・顧問と生徒の信頼関係は大切だと思います。
・生徒たちは部活動にて。先生や生徒間の人間関係信頼関係をたくさん作ることができていると思う。
・サッカー部では息子娘が同時期にお世話になりましたが、２人とも実力以上のことを目標に先生方の暖かい対応のおかげで、
部活動に取り組むことができた。

【今後に向けての学校の考え】部活動は教育活動においてなくてはならないものであり、生徒にとっては心身ともに成長する場
でもあります。単に勝利を目指すのではなく、人間形成の場として今後も取り組んでまいります。顧問・生徒・保護者が互いに協
力して信頼しあえる関係になれるよう努力してまいります。


