
学番 ５９ 県立十日町総合高等学校

平成３０年度 学校自己評価表（計画）

学 校 運 営 計 画

学 校 運 営 方 針
○ 本校のこれまでの取組を基盤としながら、生徒の希望、保護者や地域の負託に応え、より一層、

魅力ある学校づくりを推進する。

○ 教育活動全体をとおして、多様な生徒の実態を踏まえつつ、社会人基礎力を身に着けた人材を育

成する。

○ 地域の教育資源を積極的に活用した教育活動を展開し、郷土に対する愛着と理解を深め、実践を

とおして地域に信頼される学校を目指す。

○ 生徒並びに教職員の安全と安心を保持した上で、やりがいを持って諸活動に取り組むことができ

る魅力ある学校を目指す。

昨年度の成果と課題 年度の重点目標 具体的目標

・毎日の朝学習により、基礎学 学力向上 進路意識を啓発し、生徒が主体的に学び、考える

力が向上し、弱点の克服につな 学習姿勢を育成し、学力向上を図る。

がった。また、放課後学習会や 学習環境を整え、学力向上と進路希望100%を目
個別面談により、大学等の進路 指す。

希望者が増加し、進学に対する

意識が高まった。 規範意識の向上 モラルやルールの遵守、責任感の養成を図る。

・学校生活アンケートの内容を 自律性と社会性を育み、豊かな心を育てるととも

より詳細にすることにより、生 に、健全な心身の育成を図る。

徒の状況を細かく把握すること

ができ、生徒の悩みに対して迅 キャリア教育の充実 進路意識を啓発し、早期の学習習慣の確立を図る。

速な対応を行うことができた。 学年と進路指導部等の連携による指導・支援体制

・県の「オンリーワンスクール を確立し、進路実現のための支援体制を充実させ

新潟未来プロジェクト」を３年 る。

間計画的に行うことにより、イ

ンターンシップや地元イベント 地域等との連携 家庭や地域と連携した活気ある学校づくり、地域

への参加など、地域と連携した、 貢献活動を行う。

キャリア教育を行うことができ 情報発信を積極的に行い、内外に開かれた学校づ

た。 くりを行う。

・進路指導においては、年度内

にすべての生徒の進路先が決定 自立した人格の育成 人権意識、思いやりの心を醸成する。

した。希望した進路の実現を目 人権意識の高揚を図るための生徒、教職員を対象

指し、一層の努力が必要である。 とした人権教育研修等を実施する。

特別支援教育の観点を採り入れた教育活動の充実 全職員への情報共有を図る。

個々の生徒に対する支援計画の作成と支援を行

う。

特別支援教育に対する教職員研修等を実施する。

重点目標 具体的目標 具体的方策 評価
学力向上 進路意識を啓発し、資格検定取得へ意欲的に取り組めるように、学習環境や増加単位の仕 教務部

生徒が主体的に学 組みの整備等を進め、学習の手助けを行う。

朝学習、基礎力診断テストや外部模試、補習、面談の学びのサイクル 進路指導部

を回すことで学力向上を目指す。

朝学習の実施により、基礎学力の向上と表現力を身に付けさせる。 １・２年次

また、朝学習プリントのファイル管理を徹底させ、自己管理能力を身

に付けさせる。

進路別学習を年間16時間行い進路意識を明確にさせ、進路に向かって ３年次

主体的に活動できる機会を設定する。

学習環境を整え、 授業時間50分間を有効に活用する授業計画を立案する。また、チャイ 教務部

学力向上と進路希 ムの前に教室移動と準備を終え、着席の上でチャイムと同時に授業が

望100%を目指す。 始められるよう、指導の徹底を図る。

体験活動をとおして地域産業や文化の特質を理解させることで、将来 進路指導部

の目標を明確にさせるとともに、組織的、継続的な進路指導を行い、

進路希望を実現させる。



教室内、廊下の整理整頓など教室内の環境を整え、始業から授業が始 １年次

められるよう準備をする。

教室内、廊下の整理整頓など教室内の環境を整える。共有スペースと ２年次

して、選択授業などの為、学習環境を整える。

国、数、英、社会の学習会を設定するととも、外部模試を積極的に活 ３年次

用し、エビデンスを重視した進路指導を行うことで、進路希望を実現

させる。

規範意識 モラルやルールの 授業開始・終了時の起立・挨拶の徹底を図る。 教務部

の向上 遵守、責任感の養 正しい服装で授業を受けるよう、服装の乱れのある生徒には適宜、注 教務部

成を図る。 意・指導を行う。

全校集会や年次集会等において、スマートフォンの利用の仕方、登下 生徒指導部

校時における公共交通機関の利用マナー、交通安全意識の指導・徹底

を図る。

社会人生活講座を活用し、社会人として必要なマナー等を身に付けさ １年次

せる。

正しい制服の着用、気持ち良い挨拶を身に付けさせ、インターンシッ ２年次

プに役立たせる。

最高年次として自覚を持たせ、下級生の見本となるべく行動すること ３年次

を意識させる。また、生徒会行事や委員会活動においてのまとめ役と

しての責任と使命感を持って取り組むよう促す。

自律性と社会性を 生徒一人一人が社会の一員であることを自覚させ、他者に対する思い 生徒指導部

育み、豊かな心を やりの心が大切であることを全校集会、年次集会等をとおして指導す

育てるとともに、 る。

健全な心身の育成 生徒の自発的行動を促すとともに、校内での各委員会とも協力して、 生徒会指導部

を図る。 円滑に学校行事が運営されるように活発化を図る。

修学旅行、体育祭、赤城祭等の行事を通して、他者とのかかわりの大 ２年次

切さを学ばせ、自身の成長を促す。

進路決定に向けた諸活動を通して生徒自らが主体的に行動し、提出物 ３年次

や申込み等の〆切を厳守するよう指導すると共に、担任を中心とした

年次団の連携を取ることにより、生徒との相談態勢を整える。

キャリア 進路意識を啓発し、可能な限り短縮授業等は行わず、授業時数を確保したうえで、授業を 教務部

教育の充 早期の学習習慣の 大切にする姿勢を育成し、学習習慣の定着・確立を図る。

実 確立を図る。 キャリア教育グランドデザインをもとに、キャリア・ガイダンスを充 進路指導部

実させる。

上級学校見学、地元産業理解の時間をとり、早い段階で進路決定がで １年次

きるよう指導する。

科目選択ガイダンスを契機として、希望する進路の明確化を促す。ま ２年次

た、インターンシップ及び事前事後指導を通して就業意識を高める。

希望進路に進むために不可欠なものを理解させ、学習にモチベーショ ３年次

ンを持たせる。

外部講師を招いたガイダンスを企画し生徒の意識を刺激するととも ３年次

に、的確な課題を提示して、自ら学習に取り組むよう促す。

学年と進路指導部 生徒の実態に合わせた補習の実施に向け、計画・調整を行う。 教務部

等の連携による指 インターンシップ実施に向けて関係職員間の報告・連絡・相談を円滑 ２年次

導・支援体制を確 に行う。

立し、進路実現の 面談を年間延べ100人以上と行い、その結果を年次団と共有できるよ ３年次

ための支援体制を う電子化し、複数の目で生徒に指導できる体制を作る。

各年次の進路担当が各担任と連携を取り、各生徒の情報や発達段階を 進路指導部

踏まえた上で指導を行う。

定期的な進路希望調査を踏まえ、大学進学や看護医療系進学希望者、 進路指導部

公務員希望者などを把握し、放課後の講習会などを企画運営する。

地域等と 家庭や地域と連携 学校ホームページを活用し、積極的に情報を発信する。 教務部

の連携 した活気ある学校 インターンシップにおいて地元企業からの高い信頼を得るため、担当 進路指導部

づくり、地域貢献 を決めて年間を通じて各企業と対応するように整備する。

活動を行う。 業界研究やインターンシップなどを通し、地元産業を理解させ、地元 進路指導部

就職を希望する生徒や上級学校進学後に地域に貢献できる生徒を育成

する。

ＰＴＡ総会や年次ＰＴＡ等で高校生活におけるルールやマナー遵守の 生徒指導部

大切さについて理解を深め、指導に対する協力を求める。

部活動や学校行事において、家庭や地域への情報を発信する。 生徒会指導部



ＰＴＡ総会をはじめとする、ＰＴＡ活動の充実を図る。 渉外部

情報発信を積極的 学校案内・パワーポイント等、視覚資料を有効に使い、本校の教育活 教務部

に行い、内外に開 動について理解してもらえる学校説明を行う。

かれた学校づくり インターシップ報告会などを開催し、報告書をまとめることで保護者、 進路指導部

を行う。 地域の皆様に本校の取組を広める。

「長期休業中の心得」の配布や学校生活における指導方針について適 生徒指導部

宜周知し理解・協力を得る。また、近隣地域の学校評議員との意見交

換をとおして理解・協力を仰ぐ。

ＰＴＡ広報誌の発行を通して、学校から家庭・地域への情報提供を進 渉外部

める。

自立した 人権意識、思いや 就職･進学の際の面接に向けて、事前に人権意識の高めるための指導 進路指導部

人格の育 りの心を醸成する。を行う。

成 学校生活全般において、他者を思いやり協力し合う心を育成するよう 生徒指導部、

指導し、「いじめ」問題が無くなるよう努める。学校生活アンケート いじめ防止対策

を年３回以上行い、生徒の実態を把握し生徒指導に役立てる。

部活動のさらなる活性化と健全な心身の育成を図る。 生徒会指導部

すべての教科指導・学校行事等の場面で、生徒各自がお互いの良さを 施設保健・

認め合うことのできる環境づくりをする。 教育相談部

総合的な学習の時間において、年４回実施する「人権同和教育学習会」 １年次

をとおして、人権（差別等）について考えさせる。

総合学習の時間を使い、年４回実施する「人権同和教育学習会」によ ２年次

り人権について考えさせる。

卒業を控えた年次として、2回の年次別学習会を通してより身近な人 ３年次

権問題について学習し考える機会を設ける。

学級面談を行い、日頃の学校生活におけるコミュニーションを深める。 同和教育推進

人権教育・同和教育等についてのアンケートを実施する。 同和教育推進

いじめに係るアンケートを年３回以上実施し、いじめの早期発見に努 いじめ防止対策

める。

人権意識の高揚を 人権講話・保健講話の実施と事前・事後の指導の充実を図る。 施設保健・

図るための生徒、 教育相談部

教職員を対象とし 総合的な学習の時間において、人権教育・同和教育の講演会を行う。 １～３年次

た人権教育研修等 各年次における人権教育・同和教育学習を実施し、様々な人権・同和 同和教育推進

を実施する。 問題の学習を深める。

全校生徒、職員、保護者、地域を対象にした人権教育・同和教育講演 同和教育推進

会を実施し、全校および保護者、地域と人権・同和問題に取り組む。

人権教育強調週間において、様々な人権・同和問題について取り組む。 同和教育推進

いじめ問題に係る研修会を実施し、教職員一人一人のいじめ防止等に いじめ防止対策

対する意識を高める。

特別支援 全職員への情報共 特別支援教育委員会に各年次からの情報を集め、委員会で緊急性を考 施設保健・

教育の観 有を図る。 慮しながら全職員に発信していく。 教育相談部、

点を採り 特別支援教育

入れた教 個々の生徒に対す 進路実現のため、特別な支援を必要とする３年次生について、進路指 進路指導部

育活動の る支援計画の作成 導･担任団･特別支援委員会などで情報を共有し、個別の支援計画を作

充実 と支援を行う。 り、必要であれば関係機関と連携を図る。

特別支援教育委員会で外部機関（スクール・ソーシャル・ワーカーや 施設保健・

児童相談所・中学校など）、学級担任、教科担当などと連携しながら 教育相談部、

作成する。 特別支援教育

特別支援教育に対 特別支援教育推進委員会が中心となり、教職員研修会を計画・実施す 施設保健・

する教職員研修等 る。 教育相談部、

を実施する｡ 特別支援教育

総合評価
成果


