
令和３年度 学 校 総 合 評 価 

 

６ 今年度の重点課題に対する総合評価 

 

「社会の一員としての力量をもつ生徒の育成」「コミュニケーション能力の高い生徒の育成」「互いに支

援し合う生徒の育成」を３つの柱とし、次を重点課題とした。 

① 基礎学力の定着と授業力向上を図り、きめ細かな学習指導、進路指導を行い、生徒の希望進路の

実現を図る。 

② 基本的生活習慣の確立を目指すとともに、お互いを支え合う人間関係づくりを支援する。 

③ 地域社会と連携した教育活動を積極的に推進し、学習成果の内外への積極的な発信に努める。 

この方向を踏まえ、各分掌・学年においてアクションプランを策定し、実施・評価した。 

 

「１ 学習活動」では、個々の生徒についての状況調査と支援指導により学習の習慣化を目指した。毎日

の授業以外の学習時間が１時間以上である生徒の割合が８０％以上になることを目標としていたが下

回る結果となった。昨年度から学習時間における生徒間格差が広がる傾向がみられた。授業力向上に関

する校内研修開催については、ＧＩＧＡスクールサポーター等による校内研修を１０回開催することが

できた。教員一人ひとりが、昨年度から導入されたタブレット端末の有効な活用方法について研究し、

授業を工夫・改善することに努めた。課題の配信や提出の管理にもＩＣＴを利用し生徒の学習を支援し

た。 

 

「２ 学校生活」においては、年間の無遅刻生徒の割合は７６.９％に止まり、９０％以上となる目標を

下回った。早く登校する意識を高めるため、毎朝の校門指導を行った。また、遅刻が３回以上となった

生徒には面接指導した。遅刻の原因は様々であり、家庭の問題や心理的な問題を抱えている生徒もいる

ので、家庭と連携を図りながら指導した。保健委員会では、例年行っている「花いっぱい運動」「通学路

清掃」「石鹸等補充点検」に加え、１学期に「手洗い実験」「紙上悩み相談」「スマホデトックス」という

テーマで、毎月全校生徒が参加する企画を考え、実施した。また、保健だよりや生徒玄関の掲示物で、

全校生徒へ情報の提供や啓発に努めた。生徒保健委員会の活動を通して、感染予防やヘルスリテラシー

の向上、ペイ・フォワード活動の具体化に取り組んだ。互いに感謝し、互いを思いやり支援できる学校

風土づくりにつながった。 

 

「３ 進路支援」では、進学希望者、就職希望者に対する決定者の割合は共に１００％であった。生徒の

進路指導に対する満足度は進学者では９３.８％、就職者では９６.６％となり目標を達成した。全教員

による個別指導などが有効に働いたものと考える。就職に関しては、希望する企業について、応募前に

十分に企業研究をしたうえで、職場見学会や企業説明会などへの参加を推奨、指導することができた。

進学に関しては、生徒一人ひとりの能力や興味・関心に応じた進路目標を持ち､早い時期から上級学校

や入試のしくみを理解することで進学への意識を高めさせることができた。 

 

「４ 特別活動」では、体育大会の団編成・応援形態・実施種目などについて、ＨＲでの協議をもとに決

定し、生徒の意欲的な参加につなげることができた。生徒会執行委員会や各委員会とＨＲの連携を十分

に行うことにより、生徒会の活性化を図ることができた。生徒図書委員会が作成する図書室だより「ラ

イブラリー」の発行回数は目標の４回以上を達成した。図書室だよりで読書の重要性やお薦めの本を紹

介することで、読書への関心を高めることにつながった。生徒自らが書店に行き、進路に関わる本や興

味ある分野の本を選定する機会を作り、図書室の内容を充実させた。 

 

「５ その他」では、地域社会と連携した教育活動を推進してきた観光ビジネスコースの生徒が、朝日中

学校１年生に「ふるさと紹介」という授業で、２年次「朝日町ガイド研修」で学んだことをもとに、朝

日町の魅力について発表する機会を作ることができた。また、校外での学習機会は６回を数え、四季に

応じた地域の魅力を探り、情報を発信するなど体験的な学習活動の充実を図ることができた。学校ＨＰ

や泊高等学校メールマガジン等で、保護者に行事や本校教育活動内容の周知を図り、行事への積極的な

参加・協力を働きかけた結果、ＰＴＡ総会４５％、進路説明会６６％となり、参加率の目標に達成した。

体育大会は無観客での実施であったが、保護者からの意見を参考にＤＶＤを作成することができた。 
 



（様式５） 

８ 学校アクションプラン 

令和３年度 泊高等学校アクションプラン  －１－ 

重点項目 学習活動 

重点課題 
・学習習慣の確立と基礎学力の確実な定着 
・教員の授業力向上 

現  状 

・授業には真面目に取り組んでいる。基礎学力が定着していない生徒が少なからずいる

が、提出物はきちんと出す生徒が多い。 

・学習への意欲や関心が低い生徒がみられる。各教科から家庭学習につながる課題を提示

し、生徒の学習意欲を高める必要がある。 

達成目標 

①家庭学習の習慣が定着している生徒の割
合 
※毎日の授業以外の学習の時間が１時間以
上の生徒の割合 

②学習指導要領改訂に向け、授業力向上に関
する校内研修会の開催 
 
 

８０%以上 ３回以上 

方  策 

・家庭学習時間調査を実施し、生徒の状況を踏まえ、より効果的な指導を行う。 
・課題を確実に提出させる。提出が芳しくない生徒には、課外での支援指導を実施する。 
・学習指導要領改訂に向け、授業力向上に関する校内研修会を開催し、学力向上につな
げるための授業について学び、自らの授業の改善に努める。 

・生徒による授業評価を実施し、授業方法について研究を行う。 

達成度 

前々年度 

 4 月 6 月 9月 11月 1月 全体 

1 年 74% 89% 68% 85% 38% 70% 

2 年 57% 55% 43% 71% 43% 53% 

3 年 47% 63% 56% 64%  61% 

前年度 

 

 

 

 

今年度 

 

 

 

7月 19日(月) 
ＩＣＴ教育推進事業実施校研修  

 公開授業（午前）、研究協議会（午後） 
  
8月 30日(月)、31日(火) 
 オンライン授業、授業録画に関する研修会 
 
9月 27日(月) 
 ＩＣＴを活用した学習指導等についての
研修（職員会議中） 

 
10月 28日(木)、11月 9日(火)、24日(水) 
12月 7日(火)、1月 7日(金)、31日(月) 
 ＧＩＧＡスクールサポーターによる研修 
 
               計 10回 

具体的な 

取組状況 

・家庭学習時間調査を実施し、生徒の状況を踏まえ、より効果的な指導を行った。 
・課題の設定において、ＩＣＴの利用も視野に入れた新たな形を試行した。 
・学習指導要領改訂に向け、授業力向上に関する校内研修会を開催し、学力向上につな
げるための授業について学び、自らの授業の改善に努めた。 

・生徒による授業評価を実施し、授業方法について研究を行った。 

評 価 Ｃ 

一見、前年度の同学年より上昇してい

るが該当学年の入学時よりも後退し

た面が目立つ。Classroomは有効であ

った。 

Ａ 

新型コロナ感染症拡大期における学び

の保証もあわせて特にＩＣＴ機器を使

用した学習活動の研究に力を入れた。 

学校関係者

の意見 

・生徒の学習時間を増やすために宿題を多く準備提供するだけなく、基礎学力を身に付
けておくことが将来社会で働く際に役立つことであると粘り強く伝えていただいたこ
とが良い。 

・生徒 1人 1 台端末を利用した授業の工夫や支援の仕方に関する校内職員研修会を開く
など、授業力向上のための努力を継続されていることが良く分かった。 

評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：現状維持 D：現状より悪くなった 

 
 

 6 月 9 月 1 月 全体 

2年 74% 72% 63% 70% 

3年 73% 69% 45% 62% 
 

 

 
 ４月 9 月 1 月 全体 

3年 54% 86% 49% 63% 

 

 

 

 



令和３年度 泊高等学校アクションプラン  ― ２ ― 

重点項目   学校生活 

重点課題 
・基本的な生活習慣の確立 
・思いやりのある学校風土の醸成 

現 状 

・挨拶などの社会の一員としての行動規範がまだまだしっかりしていない。 
・一部に規範意識が希薄で安易な生活を送る生徒が見られる。 
・昨年度の各学期の無遅刻生徒数の割合は８３.７%（令和元年度は８４.６%）であっ
た。遅刻回数は２５８回（令和元年度２・３年生は２３９回）であった。 

・自分の伝えたいことがうまく伝えられない生徒が増加し、学級や部活動での人間
関係に極度の緊張とストレスを感じ、心身の不調を訴える生徒がいる。 

・生徒全体が１年次にピア・サポートトレーニングを経験しており、それを基盤と
する継続した活動が必要である。 

・大きな社会不安の中で、自分の心身の健康を保つことが必要である。 

達成目標 

①無遅刻生徒の割合 
※学期毎の無遅刻生徒の割合の年平均 

②生徒保健委員会等の活動回数 

９０％以上  ８回以上 

方 策 

・早く登校する意識を高めるため、毎朝の校門指導を行う。 
・定期的に生徒の遅刻の実態を把握し、早期の指導に努める。 
・学期ごとに遅刻が３回以上の生徒は面接指導及び家庭との連携を図る。５回以上の 
生徒は、朝早く登校する機会を与え、生活リズムの改善を図る。 

・生徒保健委員がペイ・フォワード活動を理解し、それを学校全体に啓発するよう、広報
活動に取り組む。 

・生徒保健委員会等を通じて、ストレスマネージメントや感染症予防対策などの、心身の
健康に関する知識の啓発を行う。 

達成度 
７６.９％  
（１学期８０ .０％ ,２学期６３.５％  
３学期８７ .１％）  

・健康週間掲示物作成   ３回  

・生徒保健だより作成   ３回  

・呼びかけアナウンス  ２８回  

・感染症予防啓蒙ポスター作成  １回ほか  

具体的な 
取組状況 

・ ２学期終了後、３学年に数値を提示し、分析と対策を依頼した。また、学期で遅刻
が３回を超えた生徒には反省文を書かせ、自らの生活習慣を省みる機会とした。保
護者にも協力をお願いした。遅刻回数は年間延べ１６６回（昨年度３年８７回、一昨
年３年１５５回）であった。 

・保健委員会では、例年行っている「花いっぱい運動」「通学路清掃」「石鹸等補充
点検」に加え、１学期に「手洗い実験」「紙上悩み相談」「スマホデトックス」というテー
マで、毎月全校生徒が参加する企画を考え、実施した。また保健だよりや生徒玄関
の掲示物で、全校生徒へ情報の提供や啓発に努めた。 

評  価  Ｄ 

２学期の無遅刻生徒率が大幅に低
下し、延べ遅刻回数も増加した。  

Ａ 

生徒保健委員会の活動を通して、  
感染予防やヘルスリテラシーの向上、 
ペイ・フォワード活動の具体化に取り 
組んだ。 

学校関係者
の意見 

・生徒の遅刻の原因は、家庭の問題、心理的な問題など様々な要因が考えられる。
それぞれの実態を把握し、家庭と連携を図りながら個々の状況に応じて指導された
努力が窺える。 

・保健委員会で全校生徒参加の企画を考え実施した活動が、生徒保健委
員の自信と成長に繋がっていると思う。  

評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：現状維持 D：現状より悪くなった 

 
 



令和３年度 泊高等学校アクションプラン   －３－ 

重点項目 進路支援 

重点課題 
・進路意識の早期啓発 

・生徒一人ひとりの進路目標の達成 

現 状 

・将来の目標が明確でないため、進路決定が遅くなりがちである。自己の進路目標をで

きるだけ早い時期に確定させ、落ち着いて学習に取り組ませることが肝要である。 

・コロナ禍の影響により、全般的に地元志向の受験が目立つ。 

・昨年度の３月末での進学決定率は９４.４％、指導について満足であったとする生徒の

割合は９８.４％であった。また、就職希望者については、昨年度の３月末での内定率

は１００％、指導について満足であったとする生徒の割合は９２.９％であった。 

達成目標 

①進学決定者の割合 及び 満足度 ②就職決定者の割合 及び 満足度 

進学決定者割合      １００％    

進路指導に関する満足度 ８０％以上 

就職決定者割合       １００％    

進路指導に関する満足度  ８０％以上 

方 策 

・社会的・職業的自立に向けて必要な能力等を育てる活動の充実を図る。 

・上級学校や入試のしくみ等への理解を深めさせ進学への意識を高める。 

・学力の向上に努め、志望校に合格できるようにする。 

・企業の実態や望ましい人材について知らせ、勤労観や職業観の育成に役立たせる。 

・希望する企業について、応募前に十分に企業研究をさせ、職場見学会や企業説明会な

どへの参加を推奨する。 

・個別の面接を頻回にし、面接練習等に早期から取り組ませて個別指導を充実させる。 

達成度 

進学決定者割合      １００％ 

（学校評議員会 2 月 15 日現在）８８.９％      

進路指導に関する満足度 ９３.８％ 

就職内定率        １００％ 

進路指導に関する満足度  ９６.６％ 

具体的な 

取組状況 

・進学模試、看護医療系模試、就職模試の実施。 

・５月に保護者向けの進路説明会を実施。（今年度は例年とスタイルを変え、全保護者に

進学と就職の両方の説明を行った。） 

・長期休業中補習及び特別指導の実施。 

・一学期考査後に進路ガイダンスを実施。 

・オープンキャンパスや応募前見学（いずれも含WEB）、看護一日見学等への参加の奨励

（７・８月はコロナウイルス第５波の感染拡大状況を注視しながらであった）。 

・企業訪問（新川地域内数社）の実施。 

評 価 Ｂ 
（2月 15日現在）一般選抜受験者

が数名いるため現時点の進学決

定率は低いが、満足度は高い。  

Ａ 
昨年度から求人数が微増に転じ

ていたため、内定率は１００％を

達成できた。 

学校関係者

の意見 

・進学未定者が最終決定するまで粘り強く指導願いたい。 

・コロナ禍の中で就職希望者の内定率が１００％となったことは良かったと思う。この

後、社会人としての自覚を持ち各企業で評価される活躍をしてほしい。 

・保護者の進路説明会を進学希望者と就職希望者を分けずに実施することにより、両者

の情報を知ることで慎重な選択につながった可能性があると考える。 

評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：現状維持 D：現状より悪くなった 

 
 



令和３年度 泊高等学校アクションプラン  －４－ 

重点項目  特別活動 

重点課題 ・ホームルーム活動の活性化 

現 状 

・よりよい学校生活、社会生活を築こうとする自主的、実践的な態度に課題があり協

調性に欠ける生徒もいる。 

・図書室にある学習、教科指導に利用できる書籍が十分活用されていない。 

・図書室だよりや新着図書案内コーナーにて広報活動を行い、生徒が多くの良書と出

会う機会の提供に努めている。 

達成目標 

①生徒会とホームルーム活動の 

連携回数 

②生徒図書委員会図書室だより 

「ライブラリー」の発行回数 

５回以上 ４回以上 

方 策 

・体育大会において、ホームルーム活動を通して生徒達が企画段階から積極的に関わ

る体制を構築する。 

・ネットルール作りを通して、生徒会や委員会活動とホームルーム活動の連携を深め

る。 

・図書室は学習での利用を含め、利用促進のために開館時間を確保する。 

・生徒が図書室に行きたくなる本の選定や環境を整備する。 

達成度 連携回数 ５回 発行５回 

具体的な 

取組状況 

・体育大会では、団編成・応援形態・実施種目などについて、ＨＲでの協議をもとに決定
し、生徒の意欲的な参加につなげることができた。 

・スポーツ交流大会では、ＨＲに練習時間を設けることが気運醸成につながった。 

・各クラスの生活委員がネットルール作りＨＲの進行を行った。 

・休校期間以外は、ほぼ毎日開館した。新着書籍の紹介を手書きポップで作成し、図

書室前にコーナー展示として案内した。また、図書室だよりに紹介するなど、本の

楽しさを伝えた。 
・７月校外図書選定にて、生徒自らが書店に行き、進路に関わる本や興味ある分野の
本を購入したり、１月まで新着書籍を購入したりして充分な提供を行った。 

・放課後は学習室としての機能も果たし、利用する生徒がいた。閉館時間の延長も考
えたが管理上できなかった。 

評 価 Ａ 
生徒会・委員会とＨＲの連携を十分
に行うことができた。 

Ａ 
委員数が減少した中で、昨年以上の活動
が行えた。 

学校関係者
の意見 

・体育大会において、生徒達が企画段階から関わる活動が生徒の成長にもつながった

のではないかと感じる。また、良い思い出の1つになったのではないかと思う。 

・体育大会やネットルール作りなど生徒会、委員会、ホームルーム活動が活発に行わ

れたことがよく理解できた。生徒の自主性を考慮しながら、活動を支援する努力が

成果を上げたと評価できる。 

・図書委員会は限られた人数で図書の貸し出し受付担当や図書室だより「ライブラリ

ー」の発行などよく頑張ったと思う。 

・生徒自らが書店に行き、進路に関わる本や興味ある分野の本を選定する取り組みは

良いことであると感じた。生徒が図書室に行きたくなる環境の整備に良く努力され

たと理解できた。 

評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：現状維持 D：現状より悪くなった 

 
 



 
 

令和３年度 泊高等学校アクションプラン  －５－ 

重点項目 その他 

重点課題 
・ふるさとの魅力を探究し発信できる生徒の育成 

・保護者と連携した教育活動の推進 

現 状 

・昨年度の観光ビジネスコースの校外での体験的学習は８回であった。 

・ＰＴＡ総会及び進路講演会の参加率は約３０％であるが、近年では増加傾向にあ

る。町外出身の生徒が多いことや土曜勤務の保護者が多いこと、研修会内容がう

まく伝わっていないことが低い参加率の一因となっている。 

達成目標 

①観光ビジネスコースの校外での 
体験的な学習とその成果の発信 

②ＰＴＡ総会等への参加率  

５回以上 ４０％以上 

方 策 

・観光ビジネスコースの継続すべき校外学習のあり方を見直し、学習成果を地域に直

に発信する活動を充実させる。 

・学校ＨＰや泊高等学校メールマガジン等で、保護者に行事や本校教育活動内容の周

知を図り、行事への積極的な参加・協力を働きかける。 

達成度 ６回 
４５％ (38／85 名) 

進路説明会には ６６％ (56 名) 

具体的な 

取組状況 

・観光ビジネスコースにおいて取り組んだ校外での学習機会は次のとおりであった。 

＜３学年（科目「エリアスタディ」）＞…６回 

①舟川べり「春の風景」写真撮影会  ②城山フィールドワーク   

③朝日中学校での「ふるさと紹介」授業  ④バタバタ茶伝承館訪問   

⑤朝日町の川と鮭  ⑥宇奈月フィールドワーク   

・朝日中学校での「ふるさと紹介」授業では、中学１年生に対して２年次に「朝日町

ガイド研修」で学んだことをもとに、朝日町の魅力について発表した。 

・コロナ禍の下、学校とＰＴＡ双方の思慮を尊重し、状況に対応させながら進路説明

会とＰＴＡ総会を参集する形式で開催した。多くの方に参加していただいた。 

・ＰＴＡ役員が参加する研修会及び本校ＰＴＡ活動や学校行事などは、泊高校安全情

報メールと学校ＨＰなどを活用し積極的に発信した。 

・体育大会の観覧中止は残念であったが、保護者からの意見を参考にＤＶＤを作成し

た。また、さわやか運動・音楽鑑賞会・広報委員会の開催には、役員の方々を中心

に積極的に参加・協力をしていただいた。 

評 価 Ａ 
コロナ禍だが、地域の四季に応じて計

画した体験的な学習が実施できた。 
Ａ 

できる活動を保護者と協力・連携し、

行えた。 

学校関係者の

意見 

・コロナ禍の中で活動を制限されたと思うが、校外での学習機会を準備され実施され

たことで生徒の深い学びにつながっていると思う。 

・本校安全情報メールを効果的に活用し、学校ＰＴＡ活動に対する関心が高まったと

思う。 

評価基準 A：達成した B：ほぼ達成した C：現状維持 D：現状より悪くなった 


