
a.文理進学科をはじめとする令和3年度の
教育課程を円滑に実施し、より適切な教
育課程の編成を工夫する。
目標：学期ごとにわかる度調査を行い、
授業がわかりやすい、わかりやすい授業
が多い：85％以上。。(R2 86％）

　全教員がリモート授業に取り組むことができ、生徒や教
員が自宅待機となっても、遠隔授業を実施することがで
きた。文理進学科、普通科、商業科、情報経理科全体を
通して、生徒の授業がわかりやすい、わかりやすい授業
が多いは、８５.４％と、学校目標の８５％を達成できた。
不合格科目をもつ生徒も減少している。

　オンライン授業や授業動画配信、教室プロジェク
ター利用などＩＣＴの有効活用が定着してきた。今後
はタブレットを用いた学習の効果的な利用について
研鑽し、生徒の学習意欲を高めるとともに、よりわか
りやすい授業の構築を目指す。
　学習への取り組みが消極的な生徒に対して、生
徒・担任・顧問・教務が連携して面談に取り組み、改
善を図るよう取り組む。

b.授業力向上リーダーを中心に、各教科
の研究テーマに基づいて、公開授業や研
究協議に取り組み、授業改善に努める。
目標：公開授業は、授業の改善に役立っ
た：90%以上。(教職員)(R2 96％）

　年度当初より全教員が週に２名ずつ公開授業を実施
し、１１月には外部への公開授業を行った。「公開授業は
授業の改善に役立った」の項目で９４.７％を達成し成果
を残すことができた。また、全教職員による探究学習研
修会の実施や、担任、副担任の協力体制による総合的
な探究の時間の運営など組織的に教育活動を進めるこ
とができた。

　公開授業については、ICTの活用を通して、「生徒
が主体的に学習に取り組む授業」の構築を目指す。
今年度も全教員が公開授業に取り組み、また
　県教員指導力向上事業や自主研究活動事業を利
用し、校内教員研修会や県外先進校視察の機会を
持つことで、指導力の向上を図る。

a.けじめある生活習慣を確立し、学力の
向上と部活動の振興を目指す。
目標：年間を通じて学校遅刻を月70未満
に抑える。19時完全下校を徹底し、学習
と休養の時間を確保する。(R2 月平均約
60）

・コロナ禍での生活様式が変わって来ている中、保護者
対象の基本的生活習慣が身についてないと感じている
人が30㌫程度と微増した。
・19時完全下校については、生徒･保護者ともに約9割が
守れたと回答しているが、学業と部活動の両立について
は、不十分と感じている者か30㌫程度いる。

・基本的生活習慣と文武不岐については、完全下校
を徹底させるとともに、休日中の部活動の時間制
限、学習と休養の時間確保、スマホ依存対策等、講
演会や実態調査も実施することを継続して行い、あ
らゆる側面を連動させて推進する。
・ＳＮＳ等の持つ負の面を提示しながら、分別のある
自立した生活態度が身につくよう指導を図る。

b.思いやりの心の醸成、規則を守る意識
の向上に努める。
目標：心身を傷つける事件事故ゼロを達
成する。交通ルールの遵守とともに、自転
車点検を徹底し、接触事故を月１件以内
に抑える。(R2 年間3件）
また、ＳＮＳに関する正負両面の情報を提
供し、より適切な使い方を工夫させる。規
範意識の啓発のため生徒指導部便りを
毎月発行する。

・規範意識（校則、交通ルール、社会のマナー･ルール）
については、保護者も生徒も97％を超えている状態を維
持できている。
・全校集会が開催できない代わりに、風紀面、交通安全
を始め、ＳＮＳに関する情報について、年間20回通信を
発行するとともに、校内放送での呼びかけを行った。
・自転車の整備、小屋の点検、部室の管理を徹底し、安
全面、公衆衛生の向上に配慮した。
・携帯電話の校内持込みを昨年度から許可し、実践を通
し使用上のルールやマナーを、年間を通じて随時指導し
た。

・規範意識を維持、向上させるべく、今後も行事やＬ
Ｔを通し、友人や人間関係を始め、お互いの命を大
切にする心の育成を図る。
・ソーシャルメディアポリシーが身につくよう、今年度
以上に指導を強化していく。ＳＮＳやメディア媒体に
関する正しい知識や利用方法等、随時最新の情報
を提供していく。
・多様な価値観、世界観に触れる機会を設けるとと
もに、できる範囲で敦賀署の方による講演会を設
け、交通安全対策や違法薬物等生徒を取り巻く危険
性について、周知徹底を図る。
・自分たちの学校という帰属意識を高めるために、
校則見直しなどの問題に生徒・教員・地域と連携し
ながら推進させる。

a.第1志望の早期設定を図り、生徒・保護
者に進路情報を積極的に発信する。
目標：4月中に第１志望を確定させ、国公
立大志望者に対し面談を実施する。また
保護者を対象にした説明会、講演会等を
年3回以上実施する。

4月中に第1志望を確定させており、国公立大学志望者
に４月、私大看護志望者に6月管理職面談を行った。そ
の後のフォローが課題となる。保護者対象に、動画配
信、冊子配布などで進路情報の発信は年３回以上行っ
た。今後、その内容検討、情宣の方法が課題となる。

面接週間などを利用し進路支援を行い、1学年末、２
学年末には第1志望の学校名を提出させる。次年度
では、１学年、２学年でも、生徒の進路志望を検討す
る会議、あるいは会議まで行えなくても、各職員室で
話し合いを活発化させる。保護者への進路情報発
信については、生徒に配布した資料や動画配信の
情報をホームページに掲載して、保護者に確認して
もらう。

b.模試を活用し、基礎学力の定着と応用
力の育成を図る。また、推薦入試指導を
通して、自己表現力やコミュニケーション
能力を育成する。
目標：6月総体後、3年生難関大志望者は
毎日、1・2年生は週1日8限目課外を実施
する。推薦入試における小論文・面接指
導は全教職員で取り組む。国公立大学合
格者75名以上/７クラス。（R2 90名/8クラ
ス）

国公立大学合格者は74名（7クラス）であった。合格率
は､共通テストなしの総合型選抜・学校推薦型､24人
/52=46.2%､共通テストありは12/20=60%､前期試験
27/50=54.0%､中後期試験は、11/24=52.4%であった。3年
生への難関大学課外、進学課外を6月総体明けから行っ
た。推薦入試の小論文・面接指導は9月から行った。1・2
年生への週１日の8限目課外も2学期から実施した。いず
れについても、実施時期を、もっと早められると良い。教
職員については、模試結果のデータを、今以上に各教科
で分析し、生徒の支援に役立てられると良い。小論文･
面接指導は全教職員で行ったが、教職員の指導力を
もっと上げることが必要である。また、生徒には探究活動
を奨励し、書く力や話す機会を今以上に増やすことが大
切である。

次年度は、1年生当初、模試についてのガイダンス
を行い、スムーズに高校生活をスタートできるよう支
援する。また、各学年とも模試を振り返る時間を設
け、ＩＣＴ機器を利用するなどして、継続的な受験勉
強を意識させる。教職員においては、クラス単位あ
るいは生徒一人ひとりへの支援をどのように行って
いくか話し合う時間を設けたり、話し合いを日常化さ
せる必要がある。推薦入試の指導については、学年
を隔てた教員のノウハウを伝えていく機会を設ける
必要がある。

ｃ.難関大学二次対策を前提にした突破力
の育成を図る。
目標：難関大志望者に対し、2年3学期か
ら個別指導に取り組み、合格者を出す。
(R2 東大1､難関大4名）

6月総体後、3年難関大志望者課外を行い、東工大1名、
名古屋大1名の計2名が合格を果たした。夏休みには、
河合塾講師によるセミナーも校内で３年生対象に行っ
た。学校組織として、更に、早い時期に難関大受験対策
をスタートさせることが大切と考える。

1，2年生には希望制の放課後ハイレベル課外敦高
塾を5月からスタートさせる。県の進学サポート、駿
台サテネットなど外部機関と連携しながら、早期の
難関大学対策を行う。３年生についても、学校教員
による対策はもちろん、シニアティーチャー制度も利
用しながら、対策を進める。

ａ.１年次　キャリアガイダンスを実施。
目標：1年次中に目標とする進路を決定さ
せる。

・進路探求講座で進路適性試験や求人票・職種につい
ての説明会を実施し、また、職種についての理解と適性
について考えた。
・明確な進路目標を持っていない生徒もおり、ガイダンス
を通して就職への意識向上を図ることができた。

・学年会との情報交換の中で、進学と就職希望で
迷っている生徒に対して、就職指導部としても積極
的に面談を行っていく。
・学年会との連携を取り、2年生の行事へも1年生の
参加を促す。

b.２年次　行政と連携し市内企業見学を
充実させる。インターンシップを通じ望まし
い勤労観を育成。また、１２月と２月に就
職面談を実施。
目標：就職への方向付けを定着させる。

・商業科・情報経理科の2年生全員と普通科の就職希望
生徒対象にインターンシップを実施した。
・12月に内定者と語る会、12月・2月に部長面談を実施し
就職への意識向上させ企業研究・職種研究へ結びつけ
た。また、公務員試験の受験対策については、12月から
毎日スタートさせた。

・学年会との情報交換を密し、進学と就職で迷って
いる生徒を把握し就職部員が情報提供や相談を行
う。
・生徒が積極的に企業情報などを行えるように、教
室に求人票等を確認できる環境を整える。
・ハローワーク、民間の連携を一層強化し就職支援
を実践する。
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ｃ.３年次　自己の適性を理解し望ましい業
種・職種の選択ができるよう、月１回の面
談を実施し生徒の志望を把握。
目標：民間企業内定率１００％と公務員志
望者の全員内定。

・民間企業21人と公務員5人の全員が内定を得た。
就職希望生徒について、ハローワークとも連携しながら
進めることができた。
・毎月１回の面談を通じ生徒の希望を就職先に結びつけ
ることができた。
・企業合同説明会が３月と７月に開催され、企業の研究・
理解をすすめることができた。
・面接試験の形態が変化しており対応が必要になってき
ている。

・今年度も、新型コロナ感染拡大防止のため、面接
試験の形態も変化があり対応の強化をすすめる。
・就職先企業との連絡を通じて、ミスマッチがないよ
うに企業の情報提供、会社研究、合同説明会への
参加を積極的に行えるよう支援を行う。
・就職希望者と継続的な個別面談を行い企業からの
情報提供、また、生徒の希望職種の理解に努める。

〈保健管理〉
a.保健委員会活動や清掃強化週間を通し
て、清掃活動がより効果的に行われるよ
うにして、生徒自ら校内環境を整える意識
を高める。
目標：意識向上のため、清掃強化週間の
重点項目を作成し、点検を各学期ごとに
１回または年間３回実施。

・生徒の９7％が清掃活動ができ、ゴミの分別も９7％がで
きたと回答している。しかし、部活動のゴミについては分
別が不十分なケースがあった。
・清掃強化期間・大掃除は、コロナ禍の影響から十分機
能しない場合があった。外清掃については関係各部活
動の協力により実施できた。

・清掃強化期間のみのアピールではなく、年間を通
して重点ポイント明示を継続して、生徒の清掃活動
をより取り組みやすくする。
・大掃除の際には、放送委員会と協力して、強化週
間の呼びかけをさらに徹底することで、美化意識を
高めたい。

〈保健管理〉
b.健康安全に関する指導を強化する。
目標：保健関係の通信を月２回以上発
行、掲示物を月１回作成。

・今年度はコロナ禍の中で生徒９８％、教員９６％が感染
予防や健康管理ができたと回答されているが、校内で感
染者が出たこともあり、さらなる徹底が必要。
・手洗い・マスク・換気の徹底に関して，登校時や昼休み
に各学年会の協力で注意喚起した。
・通信や掲示を通じて、健康情報をタイムリーに発信でき
た。

・教室換気や黙食について、全員がいっそうの問題
意識を持つことが必要不可欠。保健委員の活動も
交えて啓蒙していく。
・１年保健ＬＴでは、性と命について講演を行った。生
徒たちはしっかりと考えることができた。来年度も内
容を検討しながら継続予定。
・通信や掲示の充実を保健委員会の活動として継続
していく。

〈教育相談〉
a.教職員・家庭・関連機関と連携を密に
し、個別支援の充実を図る。
目標：欠席の続く生徒については学年会
や専門機関との連携を強化するとともに
研修会を年2回開催する。

・長期休校後で調子を崩すケースが目についたが、その
都度教員間や家庭と連携をとりながら個別の対応を行っ
た。ただ、相談室登校から教室へと戻るのに時間のかか
る生徒も見られた。
・医療、発達支援センター、教育総合研究所など生徒の
状況に応じて専門機関と連携を取ることができた。
・研修会については、昨年度できなかった分は補うことが
できた。

・特別支援の生徒については必要に応じて教科担
任会を開くなど情報を共有しながら生徒の特性を理
解し連携を図る。相談室登校の生徒については書く
学年会の協力を増やして対処していく。
・不登校の生徒については、学年会と連携し早期に
関係する教員が集まり支援の方向性を話し合う機会
を持つ。

〈教育相談〉
b.2分間面談等から特に悩みを抱える生
徒については面談等を継続して行う。
目標：学教評価アンケートの｢相談したい
ことがあるとき先生に相談することができ
た｣の回答80％以上。(R2 81％）

・学校評価のアンケートから｢相談したいことがあるとき
先生に相談することができた｣と回答した生徒は81％で
あった。相談相手としは担任が中心であったが、2分間面
談をきっかけに自分のことやクラスのことを相談に来た。
・スクールカウンセラーとの面談も多く利用され、生徒だ
けでなく保護者や担任と面談をもった。専門家としての見
立てやアドバイスをしてもらうなど、大きな支えとなった。

・生徒によっては保健室で相談をする場合があり、
担任や養護教諭との連携を密にし、場合によっては
外部の専門家の面談を推奨する。
・保護者が相談の窓口として教育相談室を認知でき
るようにホームページ等を利用するなど工夫する。

a.地震・火災や津波を想定した避難訓練
や原子力防災訓練などを通して、防災意
識の向上と防災体制の充実に努める。
目標：近年発生している実際の災害を想
定した避難訓練、その他訓練、安全講話
を実施する。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、GoogleMeet
を使用し、各教室への配信形式での避難訓練を実施し
た。写真を提示しながらの講話など、視覚的に分かりや
すい訓練となったが、想定した対策がきちんと機能する
かをそれぞれの現場で確認することはできなかった。
また、水防法等の改正に伴い、危機管理マニュアルを改
訂した。今後は改訂後の避難計画が効果的に機能する
かを訓練等を通じて検証することが求められる。

・避難訓練は、基礎的な訓練を確実に行うことが重
要であるが、より実践的な内容を検討し、生徒と教
職員の防災意識の向上を図る。
・防災情報受信機は、事務室に設置されているた
め、事務職員との連携を再確認し、作動確認を確実
に行う。
・令和６年度までに学校防災アドバイザー派遣事業
を活用し、専門的な見地から避難訓練や避難計画
の見直しを図る。

b.施設設備の保全と営繕に努め、特別な
支援が必要な生徒にも配慮しつつ、安全
性を備えた安心感のある施設環境を確保
する。
目標：危険箇所・施設設備点検を毎学期
実施し設備保全に努める。教室の机・椅
子の修繕率８割以上を目指す。

・危険個所の把握や施設設備点検を毎学期欠かさず
行って迅速な対応に努めた。２学期の設備点検を
GoogleFormで実施したところ、破損箇所の報告漏れが生
じたため、紙媒体での報告に再度切り替えて対応した。
・破損箇所や故障した備品については、事務室および校
務員室と連携を取りながら速やかに修理修繕を行った。
・教室の机・椅子の修繕率は、ともに100％を達成した。

・危険箇所ならびに施設設備点検は今後も毎学期
実施し、迅速に対応する。また、危険個所の報告手
段を毎学期検討し、迅速な把握に努める。
・教室内の備品については、担任や教科担任から聞
き取り調査を行い、各メーカーの新製品情報も参考
にしてより一層の充実を図りたい。
・机・椅子については、耐用年数を超えて使用してい
るものが多く、修繕も困難なため、新規購入による
入れ替えを今後も計画的に進めていく。

ａ.ブックトークや朝読書などの読書指導の
充実を図り、読書習慣の啓発に努める。
目標：生徒年間図書貸出冊数2,000冊
(R2 1,280冊)

 ・１年生図書館オリエンテーションを実施し、その後、昨
年度は実施できなかった学年である２年生も図書館オリ
エンテーションを実施できた。
・自習時間などを利用したブックトークを実施。併せて特
設コーナーで読書啓発を進めることができた。
・生徒年間貸出冊数2,762冊(3/15現在)　と目標数を大き
く上回った。学年別では3学年301冊、2学年1,157冊、1学
年1,304冊であった。

・探究学習などでの図書館利用や学部研究など進
路指導、学校行事での資料提供など、図書館活用
を広く呼びかける。
・全体的な図書LTをやめ、ホーム単位で図書館オリ
エンテーションをLT時に行う。
・今後も学校行事や季節のイベントに合わせて設置
する特設コーナーを充実させ、関連図書の紹介を増
やす。
・読書週間を７月に持って行くことで、夏期休暇中の
生徒の読書啓発を進める。貸出期間も学校の状況
に応じて柔軟に対応する。

b.各部署との連携を図りながら、敦賀高
校ホームページやつるのーとなどを通じ
て、敦賀高校の取り組みや魅力を発信す
る。
目標：ホームページまたはつるのーと保
護者閲覧率70%。(R2 57％）

 ・ホームページやnote、Ｌｉｎｅなどで生徒や保護者へ情
報の提供に努め、極力タイムリーなホームページの更新
を行った。
・大幅なホームページレイアウトやコンテンツについて改
良工夫を続けた。
・ホームページの保護者閲覧率は61%であり、昨年度より
増加したので、さらなる工夫を実施していく。

・ホームページやnote、Ｌｉｎｅなどで情報の公開と蓄
積に努めながら、校内の情報収集をより円滑に行
う。
・トップページに掲載した月間計画を２ヶ月単位で閲
覧しやすいように工夫して掲載していく。年間計画も
別途掲示する。

８

企画探究

a.各自が設定した研究テーマに基づいた
研究協議や発表を通して、探究学習の手
段や方法を理解するとともに、探究心を
養う。
目標：環境エネルギー学習、地方創生・
進路探究学習を通し、探究心が養われ
た：80%以上。(生徒)

・４月当初のタブレット研修によるプレゼン資料作成の手
順、５月のプレゼンテーション研修による論理的思考、発
信力育成のための指導を実施。１年生では環境・エネル
ギー研修旅行の実施、２年生では研究テーマの熟考と、
現地訪問調査やアンケート実施等、より深く具体的な探
究活動が実現。
・成果発表会は、プレゼン動画作成と一般公開（視聴と
評価）という形で実施。約2,000件の評価に対し、修正点
や対策についての考察をまとめる。主体性、課題発見・
解決力、分析力、論理的思考力等が身についたという感
想が８割以上あった。
・研究テーマの具体性や、実地訪問を含む調査方法の
工夫等が課題である。

・有識者による講演会、市役所員や大学生等からの
アドバイスをもとに、研究テーマの内容を吟味し、よ
り深みのあるものにする。
・調査活動における実践や検証をより深めるため、
年間６回分２時間連続の敦高スタディの時間を設け
る。
・研究発表会を１月に前倒しし、発表後修正、発展さ
せたものを動画としてまとめる。
・調査内容や探究内容をより広い範囲で共有・意見
交換するなど、協働性や発信力を養う。

７

図書支援

５

保健管理・
教育相談

４

就職支援

６

安全・
設備管理


