
項目 具体的取り組み →（達成目標） 成果と課題 改善策・向上策

a　全ての教育活動の中で
「五つの心得」を推奨し、生
徒の基本的な学習態度を
向上させる。

目標：学習に対して積極的
に取り組んだ生徒60%以上

「五つの心得」について生徒の意識喚起を図るために、
１，２学期にそれぞれ「時間の遵守」，「挨拶励行」強化
指導期間を設けた。この結果「五つの心得を守ってい
る」と答えた割合が７０％を超えている点については、一
定の効果が認められる。また「授業や課題に主体的に
取り組んだ」と答えた割合が、「意欲が向上した」と答え
た生徒を合わせると８０％を超えていることからも、「学
習に向かう環境づくり」に一定の成果があると判断され
る。

今年度新たに「挨拶励行」強化指導に取り組んだが、来
年度も「五つの心得」を多面的かつ継続的に生徒に喚
起していかなければならない。さらに強化指導期間以外
でも、生徒の自発的な心がけに結びつくように、年間を
通じて恒常的に指導していく必要がある。

b　年間２回の公開授業期
間を設け、研究授業や協
議会を行い、指導力向上
のための取り組みを推進
する。

目標：授業の満足度
60%以上

６月にＳＰＨ公開授業・研究協議会を開催し、また１１月
に全ての教科・学科での公開授業（外部公開）を実施
し、より客観的な視点での授業研究・研修を目指した。
「授業に満足している生徒」の割合が８０％を超えてお
り、昨年度に比べ向上した。

「生徒の学習に向かう姿勢に満足している保護者」の割
合は６５％を超えており、一定の成果がみられる。反
面、満足していない保護者も３０％を超えており、今後
の二極化が危惧される。生徒全体の学習意欲向上につ
ながるような授業のための研修・研鑽に努める必要が
ある。

a　校門・生徒玄関での挨
拶運動を通して、自ら進ん
で挨拶し、時間を守れる生
活態度を育成する。

目標：特別遅刻指導の生
徒割合５％以下

特別遅刻指導生徒の延べ人数　12名。2.5％であり目標
は達成した。
反面、年間の総遅刻数が７３２。決して少ない数字では
ないので、来年度はこの数の減少に取り組む。

生徒会執行部や教務部とも連携し、挨拶の励行・時間
を守れる環境づくりに努めていく。遅刻防止週間などに
取り組む。今年度同様、遅刻回数をクラスごとに表示
し、注意喚起をする。

b　生徒の自発的な活動を
推奨し、生徒会行事（球
技・合唱・文化・体育祭）を
充実させる。

目標：生徒会行事の満足
度８０％以上。

「非常に満足」「だいたい満足」と答えた生徒が３８１人、
83.9％が満足と答えた。誰もが活躍できる学校行事を目
指していく。

年々活発な行事となってきているが、一方でマンネリ化
している部分もある。来年度の学校祭は一般開放に向
けて、関係部署と協力し、成功させる。

a　進路ガイダンスやオリエ
ンテーション、LT等を通し
て生徒の進路意識を高め
る。

目標：自分の進路決定に
向けて意欲や関心を高め
ることができた生徒
85％以上

自分の進路に関する意識が「向上した」「やや向上した」
と回答した生徒の合計が1年生で82%、３年生で83.2%で
ともに８割を超えたが、あと一歩目標値には達しなかっ
た。１年生に関しては７月に「生き方」についての講話を
複数回実施したこと、10月の進路ガイダンスで寸劇を交
えた講座を取り入れるなど工夫したことが良かった。３
年生は講習会等を通じて、面接試験に向かう態度を育
成し、マナーを大きく向上させることができたが、やはり
持続させることが難しかった。２年生の数値が77.6％で
昨年度を下回った。

昨年度に引き続き、１年生対象に様々な人の「生き様」
を知ることで、生徒に自身の生き方を考えさせる取り組
みを行ったが、効果的であり今後も継続したい。次年度
は各学年でホームルームや総合学習の時間に自己を
省みる活動を取り入れ、自己の在り方、自己の将来に
目を向ける機会を増やすように工夫する。また、３年生
の面接マナー（挨拶や礼儀作法）について、講習会の成
果が持続するよう引き続き取り組む。

b　生徒の実態に即した進
路情報を提供する。

目標：自分の進路を考える
上で必要な情報を得られ
たと感じる生徒が1年生
75％以上、2年生80％以
上、3年生85％以上

「必要な進路情報を十分に得られた」「概ね得られた」と
回答した生徒の合計は1年生で82.7％、2年生で
77.6.％、３年生で88.1％であり、いずれも昨年度より上
昇した点は評価できるが２年生が目標に達しなかった。
本校生は進路先が幅広く、１年生段階では具体的な情
報よりも「将来どう生きるか」「自分の適性とは」といった
漠然とした内容が生徒のニーズとマッチしたが、２年生
では生徒の求める情報の細分化が始まり、すべてに対
応するのがやはり難しかった。

「必要な進路情報を十分に得られた」という回答は、１年
生で昨年比2.5ポイント上昇の22％、２年生で4.4ポイント
上昇の17.4％であった。上昇はしているが、まだ低率で
あり、引き続き進路ガイダンスやオリエンテーションの機
会だけでなく、日常的に幅広く情報提供する機会を増や
す。また進学指導室、就職指導室の利用促進を行う。
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項目 具体的取り組み →（達成目標） 成果と課題 改善策・向上策

a　保健指導や保健部LT、
講演会、保健委員会の活
動を通して自己の健康管
理ができる生徒の育成す
る。

目標：自己の健康管理が
できた生徒の割合
80 ％以上

生徒評価86.6％で目標指数を上回った。保健部ＬＴ、性
教育講演会、救急法講習会、手洗い場点検・ポスター
作成などの保健委員会活動など効果的に実施できた。
一方で、保健室利用者は増加してる。基本的な健康管
理に対するさらなる意識向上を促す必要がある。

保健指導、保健部ＬＴについては学年会・指導部・体育
科等との連絡を密にして内容を更に充実させたい。保
健委員会の活性化を図り、食事、運動、睡眠など基本
的な健康管理の意識向上に努めたい。

b　清掃指導や美化委員会
の活動を通して清掃活動
に自ら取り組む生徒を育
成する。

目標：清掃活動に積極的
に取り組んだ生徒の割合
70％以上

生徒評価89.4％、教員評価92.7％と、ともに目標指数を
上回った。生徒、教員とも清掃に対する意識や活動は
高い水準である。通年での教員のゴミステーション当番
や学期毎の水拭き重点ＤＡＹ、美化コンクールが効果的
だった。校内環境美化に対する保護者評価も96.0%と高
かった。一方で、清掃時間中担当場所に行かない生徒
も見かける。清掃活動に対しさらなる意識向上を促す必
要がある。

さらに全員が自ら進んで清掃に取り組む姿勢が身につ
くよう、清掃強調週間の内容見直し、美化委員会の活性
化を図りたい。教務部・生徒会等と連携しコンクールも
効果的に実施し意識向上に繋げたい。

a　読書や授業、教材研究
等で図書館を利用する人
を増やす。

目標：図書館を利用したこ
とがある人、教職員80％以
上・生徒75％以上

図書館を利用したことがある人の割合は、教職員・生徒
ともに目標を上回り、一応の成果はあったと思われる。

今後更に多くの人に図書館を利用してもらえるよう、努
力していきたい。

b  ICT機器の利用講習会
等を開催し、授業での積極
的な活用を推進する。

目標：ICT機器を積極的に
活用した授業を実践した教
員65％以上

ＩＣＴ機器を活用する教員の数はだんだんと増えてきて
いる。特に今年度、タブレット端末を図書館に置いたとこ
ろ、その授業への活用が積極的に行われた。

タブレット端末やＯＨＰなどの利用は更にこれから増える
と思われる。図書館としても、サポート態勢を整えていく
必要がある。

a　PTA活動への積極的な
参加を働きかけ、PTAとの
話し合いの場を持ち、意見
交換を充実させる。

目標：地区役員投票率
９５％以上
目標：総会・懇談会満足度
９０％以上
目標：各種委員会参加率
９０％以上

「地区役員投票率９５％以上」の目標に対して９５．３％
という欠課のなりおおむねクリアできた。担任教員が生
徒を通じて保護者に投票を呼びかけた結果である。
また、「地区別懇談会を」２会場で開催し、充実した意見
交換を行うことができた。
また、各委員会活動においては一部で大変熱心に活動
をしていただいているが、参加者は限られており、参加
を促すことが課題である。

PTA会員の意識向上に向けて、総会や広報活動を通じ
て啓発していく。「地区別懇談会」についても、参加しや
すく、話しやすい雰囲気作りを工夫し、意識の高揚に努
めたい。
また、各種委員会活動についても、積極的に参加できる
工夫を考えていく。

５
図書館利用

６
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b　同窓会活動への積極的
な参加を働きかける。

目標：役員会参加満足度
７０％以上

総会・役員会については、積極的に連絡を取り参加を
呼びかけた。参加人数は昨年とほぼ変わらないが、満
足している役員が９０％を超えている。

総会・役員会については、内容・PR方法について検討
し、若い世代の同窓生の参加を促す。同窓会だよりにつ
いては、掲載内容を絞り、さらに見やすいものになるよう
検討する。

６
保護者・同窓会

との連携



項目 具体的取り組み →（達成目標） 成果と課題 改善策・向上策

a　地域社会や産業界と連
携を深める。専門教科の
内容に関心を持ち意欲的
に学習させる。

目標：ＳＰＨ事業で先端技
術を学び、最終成果発表
会で研究成果を発表する。
専門教科の学習に「意欲
的に取り組んだ」という生
徒70％以上、アグリアマイ
スター認定者10名以上

ＳＰＨ事業では地域連携した研究活動が学識経験者か
ら高く評価された。農業科の活動に積極的に取り組んだ
生徒が８４％となり良い結果となった。これは、ＳＰＨ事
業で農業に関する高度な知識や技術を学んだことが生
徒たちの学習意欲にもつながった。専門教科への意欲
的な取り組みによりアグリマイスター認定１３名となっ
た。

生徒が活動に積極的に取り組んだことは良い結果で
あった。今後は、ＳＰＨ事業で取り組んだ学習プログラム
の充実を図りながら教科指導を工夫する。アグリマイス
ター認定者数の増加に向けて取り組む。生徒指導にお
いては教員同士が連携を取りながら進める。

ｂ　農業クラブで学習成果
を発表し上位大会に出場
する。

目標：北信越・全国大会で
入賞

意見発表で１部門が福井県大会で最優秀賞となった。
北信越大会において、意見発表とプロジェクト発表で優
秀賞を獲得した。全国大会では農業鑑定競技１部門が
入賞できた。

意見発表とプロジェクト発表では、ＳＰＨ事業における研
究成果を含めた内容とすることで上位大会を目指す。農
業鑑定競技と平板測量競技では全国大会での入賞を
目指して取り組む。

a　実習を中心とした学習
指導を充実させ、技術・技
能・社会規範を習得させ
る。

目標：工業科目の内容に
ついて、「分かりやすい」、
「面白い」という生徒70％
以上
目標：課題を通して、問題
解決能力やコミュニケー
ション能力が向上したとい
う生徒70％以上

授業わかる度調査において、工業科目を「分かりやす
い」と答えた生徒が、５７．４％と目標指数に届かなかっ
た。
また、授業中に生徒間で話し合う活動を行った思う生徒
は、４３．６％に留まり、コミュニケーション能力の向上に
は至らなかった。

学校評価アンケートにおいて、所属学科の活動に積極
的に取り組んだ生徒は、８７．９％と高い数値となってい
る。
この生徒の積極性を活かし、また、教員の授業向上の
意識を高め、授業に興味関心を持たせていきたい。
また、ICT機器を積極的に活用し、授業の創意工夫に努
めたい。

b　資格や検定試験の受験
を働きかける

目標：ジュニアマイスター
認定者4名以上

ジュニアマイスター顕彰において、ゴールド３名、シル
バー７名の計１０名の認定者を出すことができ、目標指
数を大きく上回ることができた。
今後はゴールドの認定者をいかに増やすかが課題であ
る。

資格試験の基礎学習や、実技指導の外部講師を積極
的に活用し、効率的な受検対策と充実した補習等で、受
検者数や合格者数を増やしていきたい。

ａ　ビジネスに関する学習
に関心を持ち、将来を見据
え、意欲的に学習する力を
育成する。

目標：知識や技術（資格）
の取得に意欲的に取り組
んだ生徒の割合70％以
上、全商１級３種目以上表
彰者5名以上

積極的に取り組んでいるが87％と目標を上回った。ま
た、保護者の9割の保護者がビジネス情報科の取り組
みに満足していることが分かった。しかし、反面1割の生
徒が積極的に、取り組めていない結果が出ているの
で、その原因や指導方法を考えたい。また、本年度は全
商1級３種目以上表彰が６名となり目標を上回った。

生徒の取り組みの姿勢はよい結果であったが、基礎的
な段階でつまずき、学習の成果が上がらない生徒が見
られるため、特に1年の1学期の指導方法について教員
同士が連携を取り合い、工夫を検討して教科指導を進
めていく。また、検定試験を通して学習意が向上するよ
う丁寧な指導を続けていきたい。

ｂ　ビジネスマナーやコミュ
ニケーション能力を育成す
る。

目標：挨拶や言葉遣いの
大切さを知り、その実践に
努めている生徒の割合
70％以上

授業の「５つの心得」について守っているが7割で昨年度
より下回った。また場にあった挨拶や服装ではしている
が９割を超えている。この結果からクラス（集団）として
の取り組み方が不十分であることがうかがえる。

ビジネスマナーやコミュニケーション能力の重要性につ
いては講演会や職場体験を通じて実感させていきた
い。クラスが規律を持ったより良い学ぶ集団になるよう
に教科担当と連携しながら進めていきたい。
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