平成29年度学校目標
４年間の目標
（平成28年度策定）
１．教育課程・学習指導
・ 生徒の意欲を高め、進
路選択に結び付く教育
課程の改善に取り組
む。
・ ボランティア活動を充
実させ、生徒の主体的
な行動の促進を図る。
２．生徒指導・支援
・ 部活動の活性化を通し
て、責任感や連帯感の
涵養を図る。
・ 教育相談コーディネー
ターを活用した生徒一
人ひとりへの支援体制
の充実を図る。
３．進路指導・支援
・ 「産業社会と人間」を
基盤とした、生徒一人
ひとりの進路実現に結
び付く進路指導・支援
体制の充実を図る。

全日制
１年間の目標

取 組 の 内 容
具体的な方策
評価の観点

・生徒の多様な進路希望に ・生徒一人ひとりの自己実現・ ・各教科で発表型授業・
進路実現に向け各種ガイダン
グループ学習を授業に
対し、生徒にわかりやす
スを実施し、生徒が獲得した
取り入れることによ
い総合学科としてのカリ
各自の進路希望に対応し、自
り、生徒の授業参加が
キュラムの充実を図る。
主的積極的に課題に取り組め
より主体的になった
るよう、グループ学習や発表
か。
型授業を展開する。
・生徒の規範意識の確立を ・日頃から生徒一人ひとりの変 ・教科担当者会議を年１
図り、豊かな心の育成に
回、年次会を月１回定
化に気づき、生徒の情報交換
向けた取組みを充実させ
期的に開催できたか。
や支援体制を充実させるため
るため、ケース会議を開
に、教科担当者会議および年
催し、外部機関や専門機
次会を定期的に開催する。
関との連携を深める。

(1)進路実現を図るため、進 ・適切な進路選択、進路実現に ・「秦総ライブラリー」
路情報を積極的に発信す
向けた指導が行えるよう、
が、活用され、進路分
る。
「秦総ライブラリー」をさら
野別に適切な情報を発
(2)授業や部活動、学校行事
に充実させ、情報の共有化を
信できたか。また、ア
の運営を通じてリーダー
さらに推進させる。また、進
ンケートの結果、生徒
の育成と社会性の向上を
路分野別に情報紙などの発行
が満足できる情報であ
図る。
や説明会を行いタイムリーで
ったか。
有効な情報を発信する。
・授業での積極的な発言、発表 ・生徒による授業評価や
や各種行事への参加を促進さ
授業担当者による評果
せる。また、部活動や校外学
点が向上し、また校外
習など体験的活動への参加を
学習など体験活動の参
促進させる。
加者が昨年より増加し
たか。

４．地域等との協働
・ ボランティア活動を核 (1)ボランティア活動、あい ・ボランティアバンクを活用し
とした地域貢献を図
さつ運動を核とした地域
て積極的にボランティアへの
る。
との連携を深める。
参加を図るとともに、地域の
・ 地域・社会との相互交 (2)地域の小・中学校や自治
あいさつ運動においても、地
会と連携を深め、教育活
流による教育の推進と
域の方々とのあいさつを通し
動の充実を図る。
して、「南が丘地区豊
て、生徒一人ひとりのコミュ
かな心を育む協議会」
ニケーション能力の育成を推
との幅広い連携と協働
進する。
を図る。
・南が丘地区にある幼稚園・
小・中学校との連携をさらに
推進し、地域の自治会等の行
事に積極的に参加するなど、
教育活動の充実に向けて連携
を深める。
５．学校管理・学校運営
・ すべての職員が教育環 (1)安全管理・危機管理等を ・成績処理支援システムを用い
境の変化に迅速に対応
た成績処理・帳票管理におい
踏まえた連携体制を整備
し、前向きに課題に取
て、手順・点検を確認し、必
する。
り組む学校文化を形成 (2) 学 校 と 保 護 者 や 地 域 の
要に応じて再整備を図る。
方々が力を合わせて取り ・地域ボランティア部会とキャ
する。
組むコミュニティ・スク
・ コミュニティ・スクー
リア・連携部会の 2 つの部会
ールのシステムを構築す
ルを中心とした学校運
を設置し、地域・保護者と協
る。
営への変換を図る。
力して、教育活動を展開す
る。

・ボランティアに参加す
る生徒の延べ人数が昨
年度より増加し、かつ
参加する生徒の意識の
向上が図れたか。
・生徒の教育活動に対し
て、地域の方々からの
感謝の言葉や、自治会
等の協力的な支援が得
られたか。

・成績処理支援システム
の運用において、手
順・点検体制を整備で
きたか。
・2つの部会を設置し、
年3回以上運営できた
か。

平成29年度学校目標
４年間の目標
（平成28年度策定）

定時制
１年間の目標

取 組 の 内 容
具体的な方策
評価の観点

１．教育課程・学習指導
①生徒が主体的に学習に ①組織的な授業改善の目 ① 総 合 学 科 の 特 性 を 活 か ①生徒による授業評価
取り組み、分かること
標を「生徒主体の授業
し、ティームティーチン
の項目６「生徒一人
が実感できるような、
展開」と定め、生徒が
グによる授業展開など、
ひとりに目を配っ
組織的な授業改善を推
主体的に参加でき、テ
生徒が主体的に参加でき
た、きめ細かい指導
進する。
ィームティーチング方
る環境を整備し、生徒そ
がなされている」の
②外部の教育資源を活用
式を生かす展開方法を
れぞれの理解力やペ ース
評 価 が 、 3.6 以 上
した幅広い教育課程を
追及する。
に合わせた課題設定や指
（４点満点）になっ
編成する。
導を行う。
たか。
２．生徒指導・支援
①個々の生徒の状況掌握 ①支援のあり方について ①個々の生徒の状況等を把 ①ケース会議を８回以
と情報共有によるきめ
理解を深め、生徒一人
握し、教職員間の情報共 上（昨年度６回）開
細かな指導体制を推進
ひとりの情報を的確に
有と共通理解を図 る。ま 催し、支援方針を全
する。
把握して課題解決にあ
た、頻度の高いケース会 職員に周知し共通理
②自己肯定感の醸成によ
たると共に、ケース会
議等の開催により、 スク 解することができた
る問題行動の未然防止
議での情報や支援の手
ールカウンセラー 等の専 か。
に努める。
法が職員間で共有す
門家や外部関係機関、専
る。
門機関との連携を図る。
３．進路指導・支援
①基本的な学力を充実・ ①社会人として必要な要 ①外部講師による「産業社 ①外部講師による授業
向上させ、進路希望を
素を理解し、自覚を持
会と人間」の授業等 の回
展開の回数や内容が
達成させる。
って社会へと出られる
数を昨年度よりも増加さ
昨年度より多く充実
②社会人としての自覚と
よう支援する。
せ、職種による必要な知
したものであった
勤労意欲を育成する。
識の違いを理解させる。
か。
４．地域等との協働
①保護者や近隣地域との ①地域清掃等の地域貢献 ① 地 域 貢 献 活 動 等 の 機 会 ①８割以上の生徒が地
協力体制を推進し、教
活動によって、近隣地
に、全生徒を積極的に参
域清掃に参加し、自
育活動を積極的に外部
域に信頼される取組を
加させ、事後アンケート
己肯定感を高めるこ
に発信する。
進める。
により、生徒の自己肯定
とができたか。
感について調べる。
②コミュニティ・スクー ②学校運営と密接に連携で ②学校運営協議会を年
ルのシステム構築を図
きる形態、地域の人材の
３回以上開催し、意
る。
有効活用の方策を確立す
見を集約することの
る。
できる機会を設けた
か。
５．学校管理・学校運営
①職員の学びあいによる ①総合学科の充実を図る ①職員構成に応じた業務分 ①全職員が業務引継シ
人材育成を推進する。
ために、職員構成に応
担を行い、効果的な業務
ートを作成し活用す
②外部連携による総合学
じた業務分担を行うと
引継シートを作成し 、事
ることにより、事故
科高校としての充実を
ともに、継続的に業務
故不祥事を防止する。
不祥事の件数がゼロ
図る。
運営できるように引継
であったか。
ぎを工夫する。

