
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、
講話や「時間の遵守」強化指導期間を設けた。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89.7％に達しており、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90％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60%以
上

７月に、５月休校期間中の配信型授業用に各教員が作
成した動画を、相互に視聴し学びあう研修を行った。新
たな授業形態で教員も手探りの中進めた配信授業で
あったが、教員それぞれに独自の工夫が見られ充実し
た学びあいの機会となった。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88.7％に達しており、授業研究の
成果が反映されたと考えられる。

年明けに、生徒一人１台のタブレット型PCが整備される
と共に、ネット通信環境の拡充が行われ、ICT機器を活
用した授業が手軽に行える環境が整った。早速、これら
を活用した授業展開を模索し始めているが、まだまだ不
明な点も多い。今後も有効活用のために研究を重ねると
共に、教員相互に情報共有を図り、生徒がより一層主体
的、意欲的に学習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：1日平均の遅刻者数
3.5人

年間の「寝坊・不注意」による遅刻数が314人(昨年は総
遅刻者数が356人)。1日平均の遅刻者数は2.05人で目
標は達成できた。特定の生徒に遅刻が多く、２学期以降
増加している。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、担任と連携し、挨拶の励行・時
間を守る態度が身につくよう努めていく。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
毎月提示し、注意喚起していく。

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85％以上。

「非常に満足」「だいたい満足」と答えた生徒が396人、
95.0％が満足と答えた。新型コロナウイルス感染症の影
響により、中止や規模縮小した行事もあったが、生徒会
執行部中心に、前向きに学校行事に取り組めた。

来年度も新型コロナウイルス感染拡大予防の観点を取
り入れての学校行事になることが予想される。制限のあ
る中、生徒一人ひとりが生き生きと活躍できるような学
校行事となるよう工夫していく。

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90.2％であった
が、「大きく向上した」と答えた生徒は35.0％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％だったので、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いく。ま
た、３年生を対象に行う個別指導の方法等について教
員の共通理解をより図っていく。

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1年生
75％以上、2年生80％以
上、3年生85％以上

「進路に関する情報を得られた」生徒が90.4％で、進路
に関する情報が「分かり易かった」という保護者が87.9％
であったが、生徒では「概ね情報を得られた」が32.1％、
保護者では「概ねわかり易かった」が25.6％であったた
め、生徒、保護者ともよりわかり易く有益と感じる情報を
提供する必要がある。

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よりしっ
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85％以
上

生徒評価・教員評価とも91.4％が「自己の健康管理に心
がけている」と回答し、目標指数を上回り、生徒・教員と
もに健康に関する意識や取り組みが高い水準である。
年度初めより新型コロナウイルス感染症予防対策のた
め、マスク制作、健康観察への取り組み、学校放送を使
用しての注意喚起、ポスターによる「３密回避」「マスクの
着用」「手洗い・手指消毒」「受診・相談についてのお知
らせ」など様々な啓発や活動を実施している。さらに今
後も継続して行うことが大切である。

新しい生活様式や感染リスクが高まる場面の回避など
が提言されるなか、継続した健康管理が大切である。
朝の検温を確実に行うことや、基本的な感染症対策とし
ての「感染源を絶つ」「感染経路を絶つ」「抵抗力を高め
る」の３つのポイントを踏まえた取り組みを工夫して、さら
に健康管理への意識向上に繋げたい。

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
85％以上

生徒評価、教員評価とも95%以上が「大体取り組めた」と
回答し、目標指数を上回った。生徒、教員とも清掃に関
する意識や活動意欲は高い水準である。美化・保健委
員長のｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ当番や水拭き重点DAY、美化コン
クールが効果的に実施でき、学年が上がるにつれて美
化意識が高まった。校内環境美化に対する保護者評価
も96.2%が「大体清掃が行き届いている」と高評価であっ
た。学校評価の数値は高評価ではあるものの、一部の
場所によっては清掃状態が不完全なところもあるのでさ
らに美化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、美化委員を活用する等して通常清掃はもちろん、
清掃強調週間や美化コンクールの内容の改善・見直し
を図りたい。学年会や各部署と連携し、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80％以
上・生徒75％以上

アンケートの結果は、教職員が90.5％、生徒が73.3％
（ただし、生徒は今年度ほぼすべてのクラスが図書館で
授業を行っておりこれよりも多いことは確実である）とほ
ぼ目標を達成しており、まずまずと言える。

今後、タブレット型PCやプロジェクターなどが各教室に置
かれるため、図書館で授業をする頻度は確実に下がる
であろうと思われる。ＩＴ機器の発展・充実と図書館のあ
り方にどう折り合いをつけていくかが課題である。

b  ICT機器を積極的に活
用した授業をとおして、主
体的・対話的で深い学び
が実現できるよう推進・支
援する。

目標：積極的に授業でＩＣＴ
を活用した生徒・教員80％
以上

アンケートの結果は68.1％が積極的に活用したとなって
いるが、今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、授
業だけではなく外部とのやりとりや会議など、図書情報
センターが窓口となり多くの役割を担ってきた。従って年
度当初の目標よりもさらに多くの課題が山積している。

今の図書情報センターの規模で、これだけ膨れ上がった
ＩＣＴ機器やそれに関する会議などに対処していくことは
到底できないので、今後図書情報センターの規模を拡
大することが必要である。

a　PTAが関わる行事の
ホームページ更新やＰＴＡ
だよりを発行し、学校の情
報を保護者に提供する。

目標：学校の情報や取り組
みがわかる割合80％

学校の情報や取り組みに関して、PTAだよりへの満足度
は90％以上であった。紙面充実のため情報量について
は非常に多くの情報を保護者の方に発信することができ
た。
PTA関連のホームページ充実に関しては、新型コロナウ
イルス感染拡大防止の影響もあり、PTA活動自体が縮
小傾向であった。

魅力ある学校作りには、学校の取り組みを保護者、地域
の方に知ってもらうことが肝要である。そのために、充実
した紙面作りはもちろんのこと、見やすい紙面作りも心
がけていきたい。 また、不特定多数の方に本校につい
て知ってもらうためにＰＴＡ会員の方に関わってもらい、
ホームページの充実に努めていきたい。

b　同窓会総会人数増への
取り組みや読みやすい同
窓会誌づくりを通して、活
発な同窓会活動を目指
す。

目標：同窓会役員会参加
満足度70％以上

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から総会は開
催されなかった。役員会に関しても積極的に開かれるこ
とはなかった。

同窓会誌については、紙面の刷新、充実を目指した。同
窓会員の方に楽しんでもらうような紙面作りを、同窓会
員の方から情報収集をしながら今後取り組んでいきた
い。また、充実した紙面作りを通して同窓会総会参加増
につなげていきたい。

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80％以上、アグリマ
イスター認定者10名以上

新型コロナウイルスの影響から、例年通りの活動ができ
ず多方面で支障があった。生徒たちは課題研究に対し
て意欲的に取り組み、発表を通して成長することができ
た。魅力発信プロジェクトのゆずりは会館で行う高校生
レストランは、外部からの取材や杉本知事の来店により
大きくＰＲ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95％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1名が選ばれた。さらに、10名がアグリ
マイスターに認定された。

農業科の活動に積極的に取り組んだ生徒の集計結果
は目標達成という結果となった。今後は、地域において
各教科の研究内容を発表したり、新商品を開発し販売し
たりすることで、農業科の学習に関心を高め意欲的に取
り組むよう指導する。
アグリマイスター認定者数のさらなる増加を目指し取り
組む。

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

農業クラブ活動では、上位大会が中止となり大会を目標
にした生徒指導が十分にできなかった。令和４年度全国
大会が福井県で開催されるため、農業クラブ活動に対し
て生徒たちの理解を深める新たな活動を展開し発展さ
せることが大切である。現在の活動に満足することなく
取り組むことが大事だが、生徒数の少なさと教員の指導
時間の確保が課題である。

全国大会での各競技の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。専門教科の内容に興
味・関心を持たせ意欲的に
学習させる。

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。

学校評価アンケートにおいて、学科の活動に積極的に
取り組んだ生徒は、92％と高い数値となった。ほとんど
の生徒が積極的に取り組めているが、約１割の生徒が
積極的に取り組めていない結果であった。また、学習状
況調査において、授業中に生徒間で話し合う活動を行っ
た生徒は、55.5％に留まったが、昨年より14.6％向上し
た。

学科の活動に積極的に取り組んだ生徒の集計結果は
目標を達成した結果となった。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。特に、今年度導入さ
れた一人１台のタブレット型PCを利用した授業について
実用的な使い方を模索したい。

b　資格や検定試験の受験
を働きかけ、取得できるよ
うに支援する。

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、シルバー２名、ブロン
ズ６名の計８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
いかに得るかが課題である。

資格試験の基礎学習を充実させると共に、実技指導の
外部講師を積極的に活用し、より効率的な受検対策や
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

授業や課題・宿題・模擬試験などに主体的に意欲的に
取り組んだ生徒は38％で、取り組む意欲が向上した生
徒と併せ、82％の生徒が意欲をもって取り組んだ。た
だ、全商１級３種目以上の表彰者は1名のみで残念な結
果に終わった。３学期の検定(簿記・情報処理・商業経済
検定)では、１学期の授業不足分を補うため、１・２年生
に放課後１時間の補習を行った結果、各検定試験で２級
の合格率を中心として昨年度より増加した。

毎日の授業で、検定試験の勉強をさせ、合格したらそれ
で終わりではなく、卒業後も実務で活用できるよう、習っ
たことを忘れないような指導を模索したい。検定試験の
合格を目指して１つでも上位級を受験し、１級の合格者
を増やしたい。３年生で進路決定後は、検定試験の受験
希望者が減ってしまうため、できる限り２年生での上位
級取得を実現させるのが課題である。

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

地域と連携する行事のうち、２年生のインターンシップは
実施できなかった。３年生の課題研究でも、例年なら小
浜市の夏祭りに参加していたのが中止となって残念で
あった。外部の人と接する機会は減少したが、挨拶を励
行している生徒は44％、守ろうと心掛けている生徒も含
めると90％以上の生徒が場に応じた挨拶をしている。

毎日の授業の中で挨拶ができる生徒を育て、インターン
シップや課題研究などの校外での活動において、自然と
挨拶ができるよう指導する。いつも正しい服装ができる
生徒を育てたい。

７
専門

農業系指導

８
専門

工業系指導

９
専門

商業系指導


