
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70%以上

「五つの心得」について生徒の意識喚起を図るために、
講話や「時間の遵守」強化指導期間、「整理整頓」意識
向上期間を設けた。この結果、五つの心得を「いつも
守っている」「守ろうと心がけている」と答えた割合が
86％を超えている点について、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」、「意欲が
向上した」と答えた生徒が合わせて91％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
あったと判断される。

「五つの心得」は、社会人として生活する上での基本とな
るものばかりであり、今後とも多面的かつ継続的に生徒
の意識喚起をしていかなければならない。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70%以
上

6月に公開授業週間を開催し、相互に授業参観する機会
を設けた。また11月には6つの普通教科と各専門学科で
の公開授業（外部公開）を実施し、客観的な視点での授
業研究・研修、および教科横断的な授業を模索する機会
とすることができた。「授業に満足している生徒」の割合
が91％に達し、昨年度に比べ約3ポイント向上しており、
授業研究の成果が反映されたと考えられる。

今年度、各基本教室にプロジェクターとスクリーンが整備
され、ICT機器を活用した授業が手軽に行える環境が
整った。生徒向けのタブレットPCの整備も計画されてお
り、今後はこれらの機器を活用した授業方法についての
研究を重ね、生徒がより一層意欲的、主体的に取り組め
る授業を展開できるよう研修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：寝坊・不注意による1
日平均の遅刻者数
2.5人

年間の「寝坊・不注意」による遅刻数が356人(昨年は総
遅刻者数が644人)。1日平均の遅刻者数は2.08人で目
標は達成できた。特定の生徒に遅刻が多く、引き続き遅
刻者減少に向けて取り組んでいく。

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・文化祭・体育祭）
を充実させる。

目標：生徒会行事の満足
度90％以上

「非常に満足」「だいたい満足」と答えた生徒が405人、
91.7％が満足と答えた。一般公開とした文化祭を含め
て、生徒が意欲的に活動した結果と捉えている。更に誰
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、一方で様々な問題
点も出てきている。学校祭の一般開放は、関係部署と連
携・協力し、一部に負担が偏らないよう、更により良いも
のにする。

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

進路に対する意識が向上した生徒が85.6％であったが、
大きく向上したと答えた生徒は32.1％だったので、より大
きく意識が向上するような取り組みを行う必要があると
考えられる。

教員対象アンケートで、進路情報を積極的に提供した教
員が23.8％だったため、進路ガイダンス等の進路に関す
る行事だけでなく、担任から日常的に進路に関する情報
を発信してもらうような取り組みや教員対象の進路に関
わる研修等を充実させることで、教員の意識を高め、そ
れを生徒の進路に対する意識の向上に繋げて行く。

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85％以上

進路に関する情報を得られた生徒が86.0％で、進路に関
する情報が分かり易かったという保護者が83.7％だった
ため、保護者に対してより分かりやすい情報を提供する
必要があると考えられる。

保護者対象の進路学習会の参加数が多くなるような呼
びかけや、進路希望調査で保護者のコメントをしっかりと
書いてもらうなどの取り組みを通して生徒だけでなく保護
者の方の進路に対する意識を高く持ってもらえるように
することで情報をより伝えていけるようにしたい。
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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、
講習会、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を
図る。

目標：自己の健康管理が
できた生徒の割合90％以
上

生徒評価87.9％で目標指数は達成に至らなかった。基
本的な健康管理に対する意識向上につながるように継
続して啓発に努めていきたい。保健部ＬＴ、救急法講習
会、ポスター作成などの保健委員会活動などは効果的
に実施できた。保健室利用者は昨年とほぼ変わらず約
1,200件の利用があった。

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の育
成を図る。

目標：清掃活動にまじめに
取り組んだ生徒の割合
90％以上

生徒評価92.8％、教員評価92.9％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93.4%と高
かった。一方で、清掃時間中に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。学年会・教務部・生徒会等と連携、美化コ
ンクールも効果的に実施し、生徒の勤労意欲・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85％以
上・生徒85％以上

図書館を利用したことがある教員の割合は95％を超えて
おり、とりあえずの目標は達成できたと言える。一方生徒
の割合は75％を少し上回った程度で、改善の余地があ
る。

生徒が日常的に図書館へやってくる率は年々上がって
いると思われる。これは、授業での図書館活用等、教職
員の協力も大きいので、今後も更に教職員と協力して取
り組んで行きたい。

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75％以上

ＩＣＴ機器を取り入れた教員の割合は80％を超え、まずま
ず順調に進んでいると言えるが、「積極的」に取り入れた
のは38％と微妙に開きがある。

機器の幅広い利用方法を今後紹介するなど、発展的な
利用に取り組んでいく。

a　ＰＴＡ活動への積極的な
参加を働きかけ、話し合い
の場をより多く持ち、意見
交換を充実させる。

目標：地区役員投票率
95％以上

投票率は98.3％で目標は達成できている。しかし、具体
的取り組みである「ＰＴＡ活動への積極的な参加」に関し
ては、保護者「ときどき参加している」以上が25.0％と低
い数字であった。また、教員に関しても「ときどき参加して
いる」以上が72.1％であった。
次年度はこの数字をどのように底上げしていくかを大き
な課題としたい。

投票率に関しては担任を通して働きかけ、100％を目指
していく。
ＰＴＡ活動への参加に関しては、そのイメージから組織的
な活動を考える保護者も多い。そのため、二の足を踏
み、参加が鈍ることもある。肩肘張ったものと考えず、学
校行事等に、負担にならない程度に保護者に関わって
いただくイメージで、ＰＴＡ活動への参加につなげていき
たい。気軽に参加できる雰囲気作りを第一に、保護者に
働きかけていく。

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。総会の昨年度比較では参加人数が若干減少
しているが、例年以上に若い世代の参加も見られた。役
員会参加人数は都合もあり減少しているが、満足してい
る役員は80％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

４
保健管理

５
図書館利用



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。生産、調理・
加工、販売に総合的に取り
組める力を習得させる。専
門教科の内容に関心を持
ち意欲的に学習させる。

目標：専門教科の学習に
「意欲的に取り組んだ」とい
う生徒75％以上、アグリア
マイスター認定者10名以上

魅力発信プロジェクト事業で、飲食店との連携、新商品
の開発、高校生レストラン、栽培技術の研究活動を研究
成果にまとめ発表することができた。農業科の活動に積
極的に取り組んだ生徒が93％となりたいへん良い結果と
なった。
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
生徒特別表彰に2名が選ばれた。さらに、22名がアグリ
マイスターに認定されたことが高く評価され学校表彰に
選ばれた。

農業科の活動に積極的に取り組んだ生徒の集計結果は
目標を達成した良い結果となった。今後は、地域におい
て各教科の研究内容の発表や、開発商品を販売するこ
とで農業科の学習内容に関心を高め意欲的に取り組む
ように指導する。
アグリマイスター認定者数のさらなる増加に向けて取り
組み学校表彰を目指す。

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

平板測量競技が若狭東高校初となる全国大会優勝に輝
き文部科学大臣賞を受賞した。さらに、農業鑑定競技生
活部門も全国大会で優秀賞を受賞した。北信越大会に
おいてプロジェクト発表で優秀賞を受賞した。

平板測量競技と農業鑑定競技は全国大会での連続入
賞を目指して取り組む。プロジェクト発表では、各事業を
活用して研究活動を継続し内容を高め全国大会への出
場を目指す。

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：所属学科の活動に
「積極的に取り組んだ」とい
う生徒70％以上。

学習状況調査において、工業科目を「分かりやすい」と
答えた生徒が、60.6％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生徒は、
40.9％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、86.5％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5名以上

ジュニアマイスター顕彰において、ゴールド1名、シル
バー1名、ブロンズ3名の計5名の認定者を出すことがで
き、目標指数を達成することができた。今後はゴールド
以上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3名以上

全商1級3種目以上表彰は1名であったが、進路がダンス
などを通じて進路に関する意識は高くなった。90％以上
の生徒が授業や宿題などに主体的に取り組み、授業に
も満足していると答えている。
専門科目の活動にも90％近くの生徒が積極的に取り組
んでいると回答している。

進路実現のための資格取得のための指導を授業中心と
なるので、授業の内容を魅力のあるものにして大切にし
たい。
資格取得の授業と、生活能力を高める授業の両方がで
きるよう努力したい。

ｂ　地域との連携を深める
活動を通して、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

挨拶については、90％以上がいつも・だいたい場に応じ
た活動をしていると答えており、服装も90％以上の生徒
がきちんとしていると回答している。商業科の生徒として
できて当然ではあるが、これからも一層よくなるように指
導したい。

対外的に発信のできる内容を検討し、動画やポスターな
どで活動していることをアピールできるようにしたい。
学校外に情報を発信するための技術と知識を学ぶ中
で、自然に挨拶ができるよう指導したい。

７
専門

農業系指導

８
専門

工業系指導

９
専門

商業系導


