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令和２年度学校経営計画       令和２年度～４年度 

校番 １ 学校名 呉市立呉高等学校 校長氏名 西 山 光 人 全日制  本校 

 

１ ミッション（地域社会における自校の使命） 
 
呉市立唯一の高等学校として，郷土を愛し，郷土の未来を切り拓く，心豊かでたくましい人材を 

育成する。 
 

 

２ ビジョン（使命の追求を通じて実現しようとする自校の将来像） 
 

「自立」と「自尊」の精神を備え，社会に「貢献」できる人材を育成する学校。 
持続可能な地域社会の構築のために行動できる人材を育成する学校。 

 

 
３ スローガン 
 
「高き夢をいだけ そして 君が夢みた君になれ」 

「自主（自己を磨く）・協調（友情を結ぶ）・創造（未来を拓く）」 
 

 

４ 行動指針 
 

（１）生徒の進路希望（高い志や夢）の実現 

  ○基礎・基本の徹底と，粘り強く最後まであきらめない生徒の育成 

  ○教師のやる気＝生徒のやる気 

  ○教師の進路指導力の向上 

  ○呉市職員として持続可能な地域社会の構築を目指す意欲と教育実践 

（２）組織力の向上 

  ○各部署のリーダーを中心とする業務改善の推進（情報の共有・役割分担の明確化） 

  ○全ての教育活動における目標の明確化 

（３）法規法令の遵守と生徒・保護者・地域から信頼される学校づくり 

  ○教育公務員として「してはならないこと」「してもよいこと」「すべきこと」の峻別 

  ○信頼に値する言動の徹底 

○開かれた学校づくり 

（４）学校としての発信力の向上 

○「市呉ができる応援がある」事業の積極的な展開 

○組織的な広報活動の推進 
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５ 令和元年度の本校の状況 

（１）ＳＷＯＴ分析 
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 （支援的要因） 

①小・中学校，高等専門学校，大学

等が隣接している。 

②ＰＴＡが学校に協力的である。 
③市呉の存在が市民から注目されて

いる。 

④市内の各団体から支援を期待でき

る。 

 （強み） 

①総合学科の特性を生かし，多様な

選択科目を設定している。 

②挨拶，マナー，時間厳守，服装等の

生活規律が徹底している。 

③地域・社会に貢献しようとする意欲

が旺盛な生徒が多い。 

④部活動が活発である。 

⑤職員の教育に対する熱意が高い。 

⑥オープンスクールの参加者が多く，

志願者倍率が高い等，中学生の 

本校への進学希望者が多い。 

⑦「フロンティアⅡ」の取組が進路実

現に有効である。 
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「支援的要因と強みを生かす」 

○近隣の教育資源等の活用を促進

する。 

○ＰＴＡと連携し，学校と保護者のベ

クトルを合わせる。 

○総合学科の特性を生かして９つの

資質・能力の育成を図ることによ

り，生徒の進路実現につなげる。 

○生徒の学力の向上，規範意識や

社会性，奉仕の精神を涵養する

指導を充実し，市民等から誇りに

思われる生徒を育成する。 

○部活動の実績を高める。 
 

  （阻害的要因） 

①高等学校出身の指導主事等から

の指導助言を受けにくい。 

②県立学校教員と交流の機会が少

なく情報が不足している。 

③生徒の多様な進路目標に対する

対応力を高め切れていない。 

 

 

 （弱み） 

①さらに高い夢を実現しようという意

欲や態度を十分には育成できてい

ない。 
②「産業社会と人間」「フロンティアⅠ・

Ⅱ」及び各科目を関連させたカリキ

ュラム編成の視点が弱い。 

③生徒が大学受験において一般入試

より推薦入試を希望する傾向があ

る。 
④家庭学習時間が少ない。 

⑤多様な選択科目の開設に必要な選

択教室や実験・実習室が不足して

いる。 

 

「阻害的要因と弱みを克服」 

○校内授業研究を充実するとともに

他校の公開研究授業等に積極的

に参加する体制を整える。 
○ＥＳＤ・ＳＤＧｓの視点を取り入れ「

産業社会と人間」「フロンティアⅠ

・Ⅱ」の系統性を高める。 

○個別指導の徹底とその支援体制

を構築し，教育相談活動を充実さ

せる。 
○学校の方針等や情報を積極的に

発信する。 
○様々な機会を捉えて保護者に進

路実現に係る啓発を図る。 

 
（２）戦略の決定 

① 生徒の高い志や夢を実現する。 
○ 総合学科としての特色を生かした教育活動の充実を図る。 

・ シチズンシップ教育・キャリア教育を柱に，生徒一人一人が自立した社会人・職業人としての将来を

展望し，その実現のために必要な教科・科目を適切に選択できるよう，教育課程を編成・実施する。 
・ 持続可能な地域社会の構築のために行動できる人材を育成するため，教育活動の体系化・構造化

による「地域課題解決型キャリア教育」のカリキュラム開発と実践を行う。 

○ 希望する進路を確実に実現できる学力を身に付けさせる。 

・ 「学びの変革」アクション・プランに基づき，主体的・能動的で，学習者基点の深い学びを促進する授

業づくりを行う。 
・ 学力向上対策や，授業研究の充実による授業改善の推進等により，生徒に，自律的学習者としての

意欲と態度を身に付けさせる。 

○ 教科学習や部活動の成果として，各種大会・コンクール，資格取得等で全国レベルの実績をあげる。 

② 市民の誇りとなり得る高校となる。 

○ 生徒指導を徹底し，自立した社会人としての規範意識や社会性を涵養する。 
・ 全教職員が生徒指導規程を共通に理解し，統一的な指導を行う。 
・ 学校生活において生徒指導の三機能を生かした指導を行う。 

○ ボランティア活動のさらなる充実を図り，地域社会に貢献する。 
○ 学校情報を積極的に発信し，保護者や地域の期待に応えるとともに，本校の教育力を生かして，小・中

学校教育の充実・発展に寄与する。 

○ 生徒，保護者，地域から信頼される教職員の姿を示す。 
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６ 目標の設定 

 学校経営目標         ※評価指標の変更があった項目は，目標値を「－」としている。 

 
 
 
 

達 成 目 標 評 価 指 標 
実績値 目標値 担当

分掌 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

 １ 総合学科の特色を生かした教育活動の充実を図る。 

ＥＳＤ・ＳＤＧｓの視点を取り入れた課題発見・解決学習を，地域課題の解決を目指したキャリア教育として展

開することで，学ぶことの意義を社会と自己との関わりや日常的な文脈の中で認識させるとともに，地域課題解

決のための提言と実践への動きを生み出すことで，自立と社会貢献を目指す生徒を育成する。 

※学校情報を積極的に発信し，地域の教育力を活用し活動の充実を図る。 

 

 ＥＳＤ・ＳＤＧｓを教育活動の主

軸として位置付け全体計画を策定

し実践する。 

ＥＳＤ・ＳＤＧｓ意識調査の

「身の回りの出来事を様々な側

面や立場から考えている」の最

肯定の割合 

1年59% 

2年62% 

3年81% 

1年50％ 

2年60％ 

3年70％ 

1年50％ 

2年60％ 

3年70％ 

1年50％ 

2年60％ 

3年70％ 

教育 

研究 

 ２ 希望する進路を確実に実現できる学力を身に付けさせる。★ 

「学びの変革」アクション・プランに基づき，主体的・能動的で，学習者基点の深い学びを促進する授業づくり

を行うとともに，ＩＣＴの活用や授業研究の充実による授業改善を推進し，自律的学習者としての意欲と態度を

身に付けさせる。 

 
 

教授法・教材等の工夫によりシラ

バスに定められた内容を遺漏なく

実施する 

シラバスの教授内容完全実施科

目の割合 

新規 

指標 
100% 

単年 

目標 

単年 

目標 

教務 
考査問題の改善により基礎・基本

の定着を図るとともに，生徒の学

習意欲を高める 

定期考査の想定平均点±５点以

内の割合 

新規 

指標 
80% 80% 80% 

自律的学習者を育成する。 
一日当たりの平日家庭学習時間 

120分の達成率 

1年19％ 

2年36％ 

3年47％ 

1年30％ 

2年40％ 

3年50％ 

1年35％ 

2年45％ 

3年55％ 

1年40％ 

2年50％ 

3年60％ 進路 

指導 
組織的な進路指導体制を充実させ

る。 

国公立大学合格者数（過年度生

含む） 
４名 ９名 12名 15名 

授業改善及び業務改善を積極的に

進めることにより，教職員の指導

力向上を図るとともに，生徒と向

き合う時間を確保する。 

授業評価アンケートの最肯定の

割合 
72% 75％ 75％ 75％ 

教育 

研究 勤務時間外在校時間月平均45時

間以内の教職員の割合 

新規 

指標 
50% 75% 100% 

３ 生徒の規範意識や社会性を高め，自立した社会人としての資質・能力を身に付けさせる。 

学校生活において，生徒指導の三機能を生かした指導を統一的に行うとともに，学校行事や生徒会活動，部活動

の充実に努め，生徒の自主性・自律性を育てる。また，ボランティア活動のさらなる活性化を図り，地域社会に

貢献しようとする意欲を高める。 

※教科学習や部活動等の成果として，各種大会・コンクール，資格取得等で全国レベルの実績をあげる。 

 

 

規範意識や社会性を高める。 

一日の遅刻者数 1.05人 1.0人 1.0人 1.0人 

生徒 

指導 

特別な指導の回数（携帯電話に

よるものを除く） 
８件 ６件 ６件 ６件 

生徒の規範意識に対する肯定的

評価（学校評価アンケート質問

項目「ルールをよく守ってい

る」） 

98.3% 90%以上 90%以上 90%以上 

教育相談活動を充実する。 

教育相談に対する肯定的評価（

学校評価アンケート質問項目「

相談する先生がいる」） 

86% 80% 80% 85% 
生徒 

指導 

部活動の実績を上げる。 

部活動を充実させる。 

中国大会以上出場の部活動数 ５団体 
本年度

対象外 
５団体 ５団体 

生徒 

指導 

部活動加入率 90.6% 90% 90% 90& 

部活動取り組みに対する肯定的

評価（学校評価アンケート質問

項目「部活動に積極的に取り組

んでいる」） 

86% 80% 85% 85% 
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防災意識を高める 
避難訓練を含めた防災意識高揚

のための取組実施回数 

新規 

指標 
５回 ５回 ５回 

総務 

企画  
地域や社会に貢献しようとする態

度を育成する。 

 

年間１回以上ボランティア活動

へ参加した生徒の割合（学校評

価アンケート） 

71％ 
本年度

対象外 
75％ 80％ 

 ４ 国際交流を推進し，グローバルに活躍する人材の基礎を育む。 

呉市と台湾基隆市との姉妹都市提携を契機として，台湾の基隆市及び安樂高級中學との交流を積極的に推進する

。 

 
姉妹校との相互交流を深め，グロ

ーバル・マインドを向上させる。 

安樂高級中學との相互交流を生

徒が行った回数。 
３回 ３回 ３回 ３回 

総務 

企画 

 

７ 行動計画 

 学校経営目標 

 達 成 目 標 本年度行動目標 中期行動計画（３年間通した） 担当分掌 

 １ 総合学科の特色を生かした教育活動の充実を図る。 

 ＥＳＤ・ＳＤＧｓを教育

活動の主軸として位置付

け全体計画を策定し実践

する。 

○各教科と探究活動とを関連付けるこ

とで，教育活動の体系化・構造化を

図る。 

○ＥＳＤ・ＳＤＧｓの視点からこれ

までの教育活動を検証する。 
教育 

研究 

 ２ 希望する進路を確実に実現できる学力を身に付けさせる。 

 
 

基礎的・基本的な学習内

容の定着及び活用する力

の向上を図る。 

○定期考査，模擬試験，スタディーサ

ポートの結果分析を行い，本校生徒

の課題を明らかにしてその克服のた

めに指導方法の改善を行う。 

○時間的な制約が大きくなる中，教授

方法・教材等を工夫するとともに，

授業で扱う内容，家庭学習に委ねる

内容等を選別して，シラバスの内容

の確実な履行と定着を図る。 

○これまで定期考査において，基礎的

・基本的な知識を活用させた思考力

・判断力・表現力等を問う問題を入

れてきたところである。今年度はさ

らに全体研修をもち，それらを共有

することで作問する知恵を出し合い

作問力の向上を図る。また，想定平

均点を意識した作問と事後分析を励

行し，作問能力の向上，生徒の学習

意欲の高揚に繋げる。 

○学習指導要領改訂の方向性を踏ま

え，生徒の資質・能力を育成する

教育課程の編成について研究を進

める。 

教務 

自律的学習者を育成す

る。 

○生徒手帳と学習時間調査を活用し，

家庭学習を定着させる。 

○学習到達度をはかる機会として定期

考査，模擬試験，スタディーサポー

トを意識させ，目標を設定させるこ

とで学習動機とする。 

○定期考査や模擬試験ごとの振り返り

（復習）を行うことで自己の課題を

見出すことができるようにし，その

課題に対し適切な助言や指導を行

う。 

 

○個々の生徒に自己の学習課題を理

解させ，課題克服のために主体的

に取り組めるようにする。 

進路 

指導 
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組織的な進路指導体制を

充実させる。 

○学年会や進路検討会議で個々の生徒

の学力状況に応じた手立てを考え実

践していく。 

○模擬試験の結果分析から授業や課題

の改善を進める。また，他の教科の

取り組みを参考にし，それぞれの教

科の取り組みに生かし全体の学力の

向上を図る。 

○各教科会や学年会と連携し，個別

指導の体制を確立する。 

○模試への取り組みを充実させて学

力の向上をはかり，進路希望を実

現できる体制を確立する。 進路 

指導 

授業改善及び業務改善を

積極的に進めることによ

り，教職員の指導力向上

を図るとともに，生徒と

向き合う時間を確保す

る。 

○生徒に身に付けてほしい９つの資質

・能力を育成するための授業づくり

を推進する。 

○業務改善を進め，生徒と向き合う時

間を作る。 

○主体的・能動的な授業づくりを行

うとともにＩＣＴの活用やＥＳＤ

・ＳＤＧｓの視点を取り入れた授

業研究の取組を進め授業の改善を

図る。 

○３年を目標に，勤務時間外在校時

間月平均45時間以内の教職員の割

合100％を達成する。 

教育 

研究 

 ３ 生徒の規範意識や社会性を高め，自立した社会人としての資質・能力を身に付けさせる。 

 
 

規範意識や社会性を高め

る。 

○生徒指導に対する教職員の共通理解

を図ることを目的とした研修を行い

協働を基盤とした積極的生徒指導を

行う。 

○生徒の自己指導能力を高めるため，

規範意識やいじめ撲滅に関するキャ

ンペーンを充実させ，全教職員で徹

底した指導を行う。 

○生徒手帳を活用し，生徒の自己管理

能力を向上させる。 

○生徒指導の三機能(自己決定，自

己存在感，共感的人間関係)を生

かした積極的生徒指導の必要性に

ついて，教職員が共通理解すると

ともに，共通行動できる組織作り

を行い，生徒指導の徹底を図る。 生徒 

指導 

教育相談活動を充実す

る。 

○教職員が生徒状況を適確に把握でき

るよう情報共有を目的とした研修を

実施するとともに，早期かつ迅速な

指導が行えるよう，分掌間・学年間

の連携を図る。 

○いじめ体罰アンケートを年３回実施

し生徒実態把握を迅速に行う。また

教育相談活動を充実させ，いじめの

未然防止を図る。 

○教育相談活動を行う際に，全教職

員が生徒指導の三機能を意識した

指導を行い，迅速な情報共有を図

るとともに，生徒理解を深める。 

生徒 

指導 

部活動の実績を上げる。

部活動を活性化する。 

○県レベルの大会での上位入賞を目指

し，中国大会出場部活数を増やす。 

○部活動に積極的に加入させる。 

○部活動顧問会議を学期に１回以上開

催する。生徒指導における部活動の

意義について共通認識を図る。また

部活動の精選について協議する。 

○全国大会で活躍できる部を育成す

る。 

○文武両道を目指し，学習にも部活

動にも意欲的に取り組む生徒を育

成する。 
生徒 

指導 

防災意識を高める ○出水期までに，垂直避難訓練を実施

する。 

○機会をとらえては防災意識を高める

取組を継続実施する。 

○感染症に係る教育内容づくりを推進

する。 

 

○全ての教育活動をとおして防災教

育を推進する体制を構築する。 

総務 

企画 
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 地域や社会に貢献しよう

とする態度を育成する。 

○ボランティア活動の参加を通して，

「自立と自尊」の精神を身に付け社

会に「貢献」できる人間を育成する

。 

①生徒が，学期末のＨＲ活動の振り

返りにおいてボランティア活動の

項目を盛り込み，それがいかなる

「学び」につながったかの認識を

もたせる。 

②新入生に対してオリエンテーショ

ンを行い，「年間１回以上ボラン

ティア活動に参加する。」という

目標を周知する。 

③学校と地域とが連携してボランテ

ィア活動の推進を図る。 

○ボランティア活動等の地域等での

体験活動を通して，生徒の自己存

在感を高めることで自尊の精神を

養うとともに，自分のできること

で地域貢献を果たそうという意識

を高める。 

総務 

企画 

 ４ 国際交流を推進し，グローバルに活躍する人材の基礎を育む。 

 

 
姉妹校との相互交流を深

め，グローバル・マイン

ドを向上させる。 

○基隆市・安樂高級中学校と生徒どうしの

交流を行う。 

○「産業社会と人間」，総合的な学習の時

間，ホームルーム活動において，国際

交流の意義等を学ばせる。 

○安樂高級中学校との相互交流を通し

て，異文化理解を深め，ＩＣＴを活用

したＷｅｂ授業を行い，グローバル・マ

インドの素地を養う。 

総務 

企画 

 


