
重点
目標

担当 本年度の重点目標 具体的方策 留意事項 自己評価(最終評価)及び課題

総
務
部

・PTA活動の一層の
活性化の継続
・組織の協力体制
を一層強固にし、
業務の円滑化

・PTA組織の連携を一層強固
にし各委員会活動の活性化を
図る。
・業務処理の迅速化を目指
し、教員間の連携を活性化す
る。

・PTAと学校の相互の役割分担をより
明確にするため、必要に応じて連絡報
告を随時図り、迅速に業務に対応でき
る組織作りを図る。

・コロナとの付き合いは今後２年とも３年とも言われているの
で、ＰＴＡ関係の会なども含め、行事の精選をしていく必要があ
る。また来年度も感染症の収束が見込めないことを前提に、次の
選択肢を視野に入れて、ＰＴＡ役員との連絡を密にして現状に応
じて適切に対応できる関係をより強化していきたい。

教
務
部

・授業改善の促進
・業務の円滑化、
効率化
・教育課程の編成

・授業公開週間を活発化す
る。
・校務支援システムを中心と
した運用・管理の仕組みを整
理する。
・教科間での話し合いを重
ね、バランスの取れた教育課
程を編成する。

・評価の仕方について研究を進める。
・成績処理や指導要録の電子化につい
て、運用の在り方の検討とマニュアル
の充実化を図る。
・本校の教育目標などを念頭に置き、
本校の現状にふさわしい教育課程を編
成する。

・授業改善に関しては2年後の新教育課程への移行も視野に入れて
まだまだ工夫していく必要がある。観点別評価についても今後研
究を深めないといけない。
・メソフィアの作業には慣れてきた。今後は入力ミスの減るよう
な周知の仕方を工夫していく必要がある。資料の精選も行って円
滑化を目指していきたい。
・新教育課程を編成することができた。総合の在り方、各教科ご
との実施の仕方について来年度検討を重ねる必要がある。

情
報
図
書
部

・ＩＣＴ教育の推
進
・情報セキュリ
ティの徹底
・生徒の知的探究
心を刺激し、幅広
い教養を育成する
図書館活動

・ネットワーク環境や情報機
器の整備を通して、利便性の
向上を図る。
・重要情報の取り扱いについ
て周知徹底し、情報の機密性
を確立する。
・生徒の読書への興味・関心
を高める図書館活動に努め
る。

・情報機器の拡充や、活用方法の共有
化により、ＩＣＴ教育の普及に努め
る。
・重要情報取り扱い手続きを明確化
し、適正な運用を図る。
・生徒の主体性を重視し、生徒が自主
的に運営する図書委員会活動となるよ
うに留意する。

・臨時休校中にICTを利用して情報発信や生徒の学習支援を行っ
た。これを機に学校再開後も学校生活や家庭学習等でのICT活用が
進み、教育効果をあげつつある。今後はICT教育の目的や方法、課
題を教員全体で共有し、より効果的な活用を目指したい。また本
格化するBYOD・CYODの運用についても細部を詰めていきたい。
・情報セキュリティは適切に運用されている。今後は教員だけで
なく、生徒に向けての情報セキュリティ規定の明示に取り組んで
いきたい。
・生徒の読書への関心を高め、知的探究心を育成するために引き
続き図書委員を中心とした働きかけを行っていきたい。

生
徒
指
導
部

・「たくましく生
きる力」の育成
・いじめの早期発
見、適切な事案対
処

・学校生活全体を通して、生徒
一人一人が成就感や達成感を味
わうことができるような環境を
整える。
・様々な問題に対し、生徒自身
が自己解決できるよう支援して
いく。
・情報モラルの指導を強化す
る。
・クラスや部活動等の生徒面談
を通して、早期発見に努める。
・アンケートに重みを持たせる
ため、独立した年２回のいじめ
アンケートの立案、実施。

・コミュニケーションをとることが苦
手な生徒が多いため、生徒の生活面や
友人関係の把握に努め、教員間の情報
交換を密にする。
・一つの問題を大勢の教員で組織的に
指導する。
・個人情報を厳守し、正しい情報を共
有しながら、学校全体で組織的に対応
するよう留意する。
・アンケート内容や調査の時期などを
十分に検討したうえで実施する。

・コロナ禍において、生徒の体調管理を最優先に考え、特例とし
て校内での服装規定を緩和しながら対応した。その結果、生徒た
ちは規則を守りながら自主的に体調管理に努めることができた。
今後もコロナの影響がなくなるまでは、柔軟に対応していきた
い。
・たくましく生きる力の育成やリーダーの育成を目指し、様々な
行事や部活動を含めた学校生活全体の中で、生徒が成就感や達成
感を味わうことができる環境を整えていきたい。
・情報モラルについて、専門家による講演がことの大きさを伝え
るうえで説得力があるので、情報の授業時間のみならず、主にＳ
ＮＳの正しい利用法についての講演を聞く機会を計画し、実施に
向けて動いていきたい。
・「いじめに関するアンケート調査」を独立させ、分掌で動くこ
とを検討していく。

生
徒
会

・生徒会行事の効
率化
・文化祭行事の充
実化

・各行事ごとに実施事項一覧
表を作成し、業務の効率化を
図る。
・芸術鑑賞会を新規に企画
し、芸術に触れる機会を設け
る。

・学校行事に生徒が主体的に取り組め
るよう、生徒会と教員の連携を密にす
る。
・関係機関との連絡を定期的に行い、
計画に遅れが生じないように留意す
る。

・体育祭、球技大会において実施事項一覧表を作成した。これに
より、業務内容の明確化、見える化、効率化を推進することがで
きた。体育祭において、デコレーションの製作や廃棄に多額の費
用がかかるため、見直しを検討していく。
・今年度は、文化祭が中止となったため、芸術鑑賞会も中止と
なった。来年度に向けて、関係機関と連絡を定期的に行い準備を
進めていく。

進
路
指
導
部

・３年間の見通し
をもった学習指導
の徹底
・社会の中での役
割や生き方を展望
し、必要な意欲や
能力の育成

・日々の授業を中心に、補習
や学習会への参加を積極的に
活用させる。
・キャリア教育などを通じて
確かな社会観・人生観・職業
観を育成させる。

・基礎的な知識･技能に加え、思考
力、判断力、表現力を身につけさせ
る。
・学校行事やインターンシップ、オー
プンキャンパスなどの参加を促し、自
らの生き方を考える力を育てる。

・補習についてはレベル別や分野別で開講するなど学年、教科で
必要な補習を検討する。
・実力テストや校外模試が学習の一環となり、進路目標の達成に
向けてより活用できるように新入試や新教育課程もふまえて検討
する。
・コロナ禍の中、キャリア関係の行事が制限されている。オンラ
インを活用した進路研究が行えるように検討する。

保
健
厚
生
部

・教育相談の充実
化
・激甚災害初動活
動マニュアルに
沿った訓練の実施

･教育相談に関する情報を全
職員で共有し、生徒に応じた
支援の在り方を検討する。
･全職員に激甚災害初動活動
マニュアルの周知徹底を図る
ため、マニュアルに沿った訓
練を実施する。

･教育相談係が担任会で吸い上げた情
報から、各生徒の状況や家族・友人関
係を把握し、個々の支援に努める。
･災害時に諸活動を円滑に行えるよう
に、訓練を実施し、教員の理解を深め
る。

・支援シートの活用や教育相談委員会を定期的に開催すること
で、全職員での情報共有や支援の検討は行われている。今後も生
徒指導部や教務と連携を取りながら、個々の支援に努めていく。
・今年度は感染予防のため、避難訓練が実施できなかった。来年
度は対策を取りながら実施できるように計画するとともに、訓練
が行えない内容においても周知を図るよう、職員の理解を深め
る。

第
一
学
年

・思い遣りの心と
感謝の気持ちを持
ち、責任感と誇り
を持てる生徒の育
成
・基本的生活習慣
と学習習慣の形成

・人を思い遣り自ら行動する
姿勢、感謝する気持ちやそれ
を言葉と態度で表現する姿勢
の大切さを繰り返し伝える。
・生徒の生活実情を把握し、
規則正しい生活リズムと家庭
学習の習慣を確立させる。

・清掃活動、クラス活動（係の仕
事）、学校行事への積極的な取り組み
の中から主体性を育成する。明るい挨
拶の奨励に努める。
・面談.生活記録等を通し生徒とのコ
ミュニケーションの機会を多く持つ。

・コロナ禍で制約の多い学校生活だったが、同じ痛みやストレスを共有
する友人たちに、優しい気持ちや共感をもち対応するように指導した。
・中止になった学校行事が多かったが、体育祭では様々な場面で生徒は
主体的に行動し、リーダーシップを発揮する生徒を育成できた。
・担任との面談や毎日の生活記録を通して、生徒の悩みや生活実態も知
り指導に生かすことができた。
・日々の授業や課題に前向きに取り組む姿が見られるが、家庭学習のさ
らなる充実が今後の課題である。

第
二
学
年

・目標達成に向け
て、自主的主体的
に行動を選択でき
る生徒の育成
・自己有用感や帰
属意識を感じられ
る生徒の育成

・学校でのあらゆる活動を通して、
目標を設定させるための材料を提示
し続ける。
・学習目標達成に効果的な補習、課
題を多種多様に提示し、生徒に主体
的に選択させる。
・部活動や学校行事において、あら
ゆる困難を経験させ、乗り越えさ
せ、達成感、充実感を味合わせるよ
うにする。

・教員ができるだけ活動現場に出向き、生徒と
の適切な距離感を維持し、効果的な助言を与え
る。
・目標達成に必要と思える課題や補習をタイム
リーに提示する。
・部活動でも生活面、技術面の指導とともに、
学習への取り組みの助言も積極的に行う。
・主体的に選択させた行動に対して的確な
フィードバックをし、軌道修正を主体的に行え
るようにする。

・コロナ禍により多くの学校行事が中止にとなり、今まで以上に普段の授業や清
掃活動において非認知能力を鍛えるべく指導する必要があった。今後はさらにす
べての活動に意味を見出せるように生徒を育てていく必要がある。目の前の小さ
な出来事がどのように大きなものへと影響を与えていくのかを指導し続ける。そ
のためには教員も多数の視点を持ち、あらゆる角度から生徒に対応できるように
する。
・帰属意識を感じさせるためには今いる環境が生徒にとって良好な環境であると
いう自覚が必要である。そのため、それぞれの活動において、教員は生徒を信
じ、生徒を支えていくことが必須である。生徒の話にあらためて耳を傾け、生徒
の思いを知ることから始める必要がある。そういった関係を構築することで教員
は生徒を効果的に叱り、効果的に励まし、効果的な成長へとつなげていける。

第
三
学
年

・自らの進路実現
に向けて主体的努
力を続ける姿勢の
育成
・他者を思い遣
り、感謝の心を
持って行動できる
生徒の育成

・受験校の研究と現状の学力
把握により、強化ポイントを
明確にする。
・面接等を通し、きめ細やか
な声掛けをして生徒の向上心
を後押しする。
・多くの他者に支えられてい
ることに気づかせ、思い遣る
心の大切さを感じさせる。

・自己の将来目標をしっかり考え、進
路実現に向け前向きにひとり一人が頑
張り抜く学年全体の雰囲気作りに勤め
る。
・受験がゴールではなく、社会で生き
る力をつけるための一年であることを
意識させる。

・進路希望実現に向けて授業・補習・学習会などを通して学力の
充実を図った。取り組みは良かったがさらに弱点を補強する必要
があった。
・年間を通して生徒との面談の機会を多く持ち、生徒の学習状
況・進路希望・生活の悩みなどを理解し、進路指導に役立てた。
・メンタル面で問題を抱える生徒も多く対応に苦慮してきたが、
生徒間ではそのような生徒も温かく受け入れようとする雰囲気が
見られ、大らかで優しい気持ちが感じられた。

総
合
評
価

令和２年度学校評価（最終評価）

・生徒一人一人の進路実現を図るため、３年間の見通しをもったきめ細かな学習指導を徹底するとともに、より高い自己目標を掲げた取組をさせる。
・地域・保護者・同窓生からの期待に応えるため、広い視野と深い洞察を得られるような積極的な教育活動を展開する。
・将来のリーダーとなる健全な横高生を育てるため、生徒会活動、ホームルーム活動、部活動を通じて心身を鍛錬し、自己有用感や帰属意識を育む。
・ストレスチェックなどを有効に活用しながら、教職員の確実・適切なメンタルヘルスの保持に努める。

・「主体的・対話的な深い学び」を中心に部活動や校内行事を通して、生徒が「より良く生きる力」の育成に取り組むことができた。
・新しい学習指導要領や大学入試改革に対応できるために、さらに一層の授業改善に努め、教科指導力の向上を図ることができた。
・教育活動全般がより充実したものとなるように、校務の精選や業務の生産性向上をすすめ、教職員の良好なメンタルヘルスを保持することができた。


