
様式第６号の7

平成31年度

     昨年度の成果と課題 年度の重点目標
各教科での校内研修を強化し、
1人1人の指導力のさらなる向上
を目指す。

・いじめが起こらない風土作りを継続的に行う。

重点目標

【教務部】

【国語科】

・生徒個々の進路実現を図るため、実態に応じた授業内容の工夫・改善を行う。

・教科内研修として巡検を行う。

【地歴･公民科】

・授業の問題点および教科内の問題点を整理・把握するため、定期的に教科会議を開く。

・生徒の進路希望状況や授業中の様子など、日ごろから情報の共有化を図る。

・SSH事業をSSH運営委員会が中心となって全校体制で組織的に実施する。
・大学等校外機関との連携体制を確立する。
・情報ネットワークを利用した授業の研究、評価に係る研究を進める。
・ホームページ等により生徒の活動や成果を積極的に公開していく。
・SSH指定校や韓国の高校との交流を積極的に進めていく。
・各種コンテストへの挑戦を働きかける。

具体的目標 具　体　的　方　策 評価（ABCD）

・教科会議を随時、学年ごとの会議は学期初め及び考査ごとに開く。

・定期考査、校外模試の結果を指導内容や指導方法に反映させる。

学習および
研修の充実

生徒の学習時間を
確保し、学習環境を
整える。 ・年間行事計画作成において、授業時数が不足しないように留意し、また、ローテーションを

バランスよく配置する。必要に応じで曜日変更を行う。

・バランスのよい時間割の作成を心がける。

・夏季課外や特編授業の時間割を学年・進路と連携して作成し、円滑な運営を図る。

各教科で授業公開・
教材研究・展開方法
等を研究し、わかり
やすい授業、知的好
奇心を満たす授業を
実施する

・各学年、科目単位の担当者間で連絡をとりあい、生徒の状況や学習進度について情報交
換を   しながら、生徒の学習が効果的に進むようにする。

・生徒の実態に応じてシラバスの内容を適宜見直す。

・部活動と学習の両立のため、職員の考え方の統一を図り、担任、顧問間の連携を密に
して継続的指導を行う。

＜課題＞
○今後とも教職員が、部活動と学習
のあり方について、共通意識を持ち、
生徒の指導を実践していく。
○家庭や地域と十分な連携をとり、
問題行動や不登校等を未然に防止
する。
○入学者志願の状況は課題を認識
し、改善する必要がある。ＳＳＨ事業
の活性化を進め、地域に柏崎高校を
積極的にアピールするとともに、地域
の中高と連携し学力の向上を図るこ
とに努める。
○ＨＰ、学年だより、ＳＳＨ事業等を
活用して情報発信を積極的に行い、
開かれた学校づくりを持続させる。

・遅刻防止、服装等の指導を教職員の共通意識のもと、全職員で継続的に行い、基本的
生活習慣の確立を図り、問題行動ゼロを目指す。

・不登校生徒等への組織的対応を学習し、強化する。

本校の魅力ある学校づくりを地域
の方々に積極的にPRすることに
よって、地域から信頼される学校
づくりを行うとともに、生徒募集に
力を注いでいく。

・本校の魅力を伝える・・・直接地元の中学校に行きよさをアピールするとともに、中学教員や
生徒、保護者に授業を参観する機会を作る。

・一般選抜の倍率が１．10倍を超える。

・ホームページの充実を図り、魅力をわかりやすく発信する。

・学校案内・体験入学・高校説明会を一層充実させる。

スーパーサイエンスハイスクール事
業を計画通り円滑に実施していく。

＜成果＞
大学等進学者は1４5名で、達成率
85.3％となった。国公立大学合格者
数はのべ６１名となり、国公立大学合
格者の割合は31.6%となった。継続的
及び組織的な指導がより進路希望の
達成につながると思われる。
　部活動では、文武ともに顕著な成
績を残した。
　ＳＳＨの指定は３期目となり計画通り
実施し成果をまとめた。

・地域にむけた公開授業の計画・実践を継続する。特に中学教員に授業を参観、参加
してもらう。
・教員間の公開授業（互見授業）を行い、指導力の向上を図る。

基礎学力の充実を図るとともに、
生徒の希望する進路実現に向け
学力レベルを一層引き上げる。

・週末課題を課すなど、家庭学習への取組をさらに強化し、基礎学力の定着を図る。家庭
学習３時間を目指す。

・各学年毎に平日・土日、長期休業中における組織的補習体制を検討し、実施する。

・生徒の進路目標をより明確にしていくため、各学年に応じた効果的な進路学習・意識
啓発活動を一層充実させる。

・生徒の実態に即した丁寧な進路指導を行う。面談時間を十分に確保する。

・授業満足度や高校生活満足度を一層高める。

・国公立大学進学希望者の現役合格１00名を目指すとともに、難関大学合格者10名以上
を目標とする。

規範意識を含め基本的な生活
習慣を確立させ、学習と部活動の
両立はもちろん文武一貫を図り、
心身ともに健全な生徒の育成に
努める。
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学校自己評価表（計画）
学　　校　　運　　営　　計　　画

学校運営方針

１ 生徒の高い志と人間的な成長を支援し、期待された責任を果たす
 　職員同士、生徒と教師、教師と保護者、学校と地域間などで良好な信頼関係をつくる。更に、説明責任を果たし、開かれた学校づ
くりを一層推進する。各 組織が目標に 対するコミットメント（結果責任）を果たし、更に学校を発展させる。
２ 未来に向かって力強く前進する、品位ある自立した生徒の育成
 　進路目標を実現する学力と社会に貢献する幅広い教養を着実に身につけ、部活動や生徒会活動を通じて充実した高校生活を
送り、国際的な視野をもつ生徒を育成する。
　 校歌の一節「世は我が起つを待てるなり」の気概で、何事にも諦めず最後まで努力することができる、心身ともに健康で社会性の
ある生徒を育成する。
３ 本校の支援組織などとの連携による教育活動の促進
　 ＰＴＡ、同窓会等の社会関係資本（ソーシャルキャピタル）との連携を密にし、教育効果を最大限に上げられる学校を目指す。

具体的目標



【保健体育科】

【家庭科】

【芸術科】

･芸術の諸能力を伸ばし，感性を高め、豊かな情操を養う。

重点目標

生徒の進路目標をよ
り明確なものとするた
め、学年に応じた効
果的なキャリア教育
の充実を図る。

【進路指導部】
1年生では、自分の適性や能力の発見･把握に努めさせ、特に、文理選択に向けて大学の
系統と職種等の関係が理解できるよう、適切に「進路ガイダンス」を行う。
2年生では、大学の系統から学部･学科へと理解を深化させ、実際の受験を意識できるよう、
「オープンキャンパスツアー｣「学部学科研究｣「第一志望宣言」等を企画するとともに、
「進路ガイダンス」を通して志望校の具体化を行わせる。
3年生では、受験勉強を通して、「自らの課題を見つけ解決に向けて努力する中で、人間性
を磨く」意識を「進路ガイダンス」等で高めさせ、「高い志を持って最後まで粘り強く取り組む
ことの意義」を認識させるよう努める。。

【授業改善推進委員会】

・「大学入学共通テスト」や「新学習指導要領」に関する研修会を企画し、情報提供を行う。

・SSH事業で行う探究活動を軸とした授業改善を目指し、先進校視察を実施する。

・目的、目的を達成させるための手段を具体化して実施、評価する「指導のPDCAサイクル」
を確立することで授業改善を図る。

進路計画を
たて進路意
識を醸成
し、キャリア
教育を充実
させる

家庭学習の取り組み
について計画的に
指導する。

【進路指導部】
自学自習の意識を向上させるとともに、学年･教科間の連携をいっそう深め、各教科に
おける課題を共有しながら計画的に学習に取り組ませる。「1週間21時間」の自宅学習
を行うよう指導する。また、各学期1回の「学習時間調査」を行い、学習状況の把握に
努め指導に資する。

平日、土日等の組織
的な補習体制を整え
る。

【進路指導部】
1･2年生は苦手意識の克服と基礎学力の充実に重点を置き、課題や小テストの補習を平日
の放課後を中心にきめ細かく実施できるよう、各教科、学年との間の調整を積極的に図る。
また、3学年に対しては土日を含めて組織的な補習体制の確立に努力する。

大学入試センター試
験の７科目受験を勧
め、各教科・科目の
校内平均点が全国
平均点を上回るよう
にする。

【進路指導部】
進路ガイダンスや進学講演会を定期的に実施し、受験期を自らの力で乗り切れる忍耐力
や精神力を高める指導を行う。
センター試験では、900点満点型受験率80％以上を目指すとともに、校内平均点が全て
の教科で全国平均を上回るようにする。また、特に「英･国･数」3教科に関しては全国
偏差値52以上を目標とする。

・ＳＳ科学リテラシーにおいて生活と科学を結びつけ生徒の興味、関心を引き出す。

･芸術の幅広い活動を通して，生涯にわたり芸術を愛好する心情を育てる。

・さまざまな表現活動の中で，生徒が主体的に学ぶ授業を実践する。

具体的目標 具　体　的　方　策 評価（ABCD）

･新カリキュラムに沿った授業展開を行い、中学3年次から継続的に運動を親しむ能力を育
てる。

･授業計画の立案を通して、効果的な練習方法･時間配分等を学び、iPADなどのITC機器を
有効活用し、生徒主体の授業の取り組みを目指す。

･体育理論では、スポーツを多角的に捉え、そこで得た知識を主体的・合理的・計画的な実
践に活用できるようにするとともに、生涯を通じてスポーツの振興・発展に関われるようにす
る。

・生活者として自立するという自覚を促す授業を行う。

・生活者としての基礎、基本的な知識を習得する。

・知識の習得を基に実験・実習など実践的な授業を行う。

・指導計画を充実させ、生徒が活用しやすいものにする。

・表現活動を充実させ、適切に評価する。

・定期的に教科会議、科目担当者会議を実施し、学年、科目担当者の連携を密にする。

・大学入試において外部試験が導入されることを見据えて、実用英語技能検定の受検を奨
励する。

･体力テストの結果に沿った体つくり運動を継続的に取り入れ、気魄ある人間育成を目指
す。

【理科】

【英語科】

【数学科】

・１，２年生は小テストなどを行い、生徒の実態を確認しながら指導内容や指導方法を考え、
基礎
　基本の定着を図る。３年生はそれぞれの進路希望に合わせて課題の内容を精査し、意欲

・指導内容の精選、および系統化した授業計画の作成により、基礎学力の充実に努める。

・随時指導状況を自己評価するとともに、科内で評価の共有をはかり、生徒の学力の把握に
努め、到達状況に応じた授業の実施に努める。

・指導力向上のため、積極的に各種研修への参加に努める。また、生徒とともに探究する態
度や能力を育成するために、授業公開を年2回をめどに実施する。

・ICT活用に関する指導法について科内で共有を図る。

・各学年の担当者間で連絡をとりあい、３年間を見通した指導計画を考え、指導方法の改善
を



【保健部】

【図書視聴覚情報管理部】

【渉外部】

成果

総合評価

学校案内をより充実させ、本校の教育活動を誤解なく、わかりやすく伝える。

オープンスクールや文化祭を充実させ、本校が志望校となるように中学生の興味・関心を高
める。

・生徒が読書に興味を持つように働きかけをしていく。
・ホームページは記事の内容を充実させ、更新の頻度をあげ新鮮な情報を掲載する。

ＰＴＡ総会及び地区ＰＴＡへの保護者参加の拡充に取り組み、学校と家庭との協力体制を強
固なものにする。

スーパーサ
イエンスハ
イスクール
事業を充
実・発展さ
せる

研究開発課題につ
いて常に検証し、より
効果のあるＳＳＨ事
業を実践する。

【ＳＳＨ運営委員会】

・昨年度の経験を生かしつつ、今年度の事業が円滑に進むよう、企画運営につとめる。

・ＳＳＨ事業の中心となり、全校体制で組織的に活動できるよう、企画運営につとめる。

【ＳＳＨ部】

・SSH運営指導員と連携を深め、学校全体が機能的・有機的に活動できるよう情報の共有化
と調整にあたる。

・ＳＳＨ事業の成果を地域に広報する活動をより充実・発展させる。

保健環境の整備を
行い、生徒にきめ細
やかな対応を行う。

･校内美化の意識向上を目指し、日常清掃を確実に実施し、清掃監督を中心に用具の点検
を定期的に実施する。

･校内救急体制を整え、迅速でかつ適切な対応を行うための共通理解を図ると共に生徒の
自己管理能力を高める。

･不登校対策として、学年等組織的な対応をすすめるとともに、専門家による保健講話を実
施し、心の健康維持に努める。また、スクールカウンセラーの活用を図る。

積極的に広
報活動を進
め開かれた
学校作りを
実践する

各中学校および地
域への情報提供をさ
らに積極的に行い、
柏崎高校の魅力を
地域へＰＲする。

【教務部】

生徒指導を
充実させ、
知育・徳育・
体育の充実
をはかる

部活動と学習の両立
のため、担任・顧問と
で連携を密にして、
継続的な指導を行
う。

【生徒指導部】

職員全体による組織
的、継続的な指導を
確立する。

【生徒指導部】

・問題行動を起こした生徒に対し、アフターケアを組織的、継続的に行う。

・家庭や地域及び他校との情報交換や連携を密にする。

・面談や家庭訪問を行い、普段から生徒、保護者との信頼関係を深めていく。

・必要に応じ、校舎内外の見回り等を行う。

【生徒指導部】

・「8:20着席」遅刻ｾﾞﾛを目指し、時間厳守の態度を身に付けさせる。

・自転車及び送迎のﾏﾅｰ違反ｾﾞﾛ、また、盗難ｾﾞﾛを目指し貴重品の管理等の指導を徹底す
る。

・いじめ・からかいを許さない環境をつくる。

・携帯電話・スマートフォンの利用マナーの指導、ネットトラブル等の防止を徹底する

・部活動の充実を図る。各学年8割以上の加入率を目指し、全校で9割以上を目標とする。

親友会活動のより活
性化を目指す。

【生徒指導部】

・部活動部長会議を定期的に実施し、各部同士で共通の諸問題解決を図り、教員側との情
報共有を密に行う。

・親友会執行部と担当職員の会議を最低月に1回行い、生徒主導で動く生徒会になるため
の指導・助言を継続していく。

基本的な生活習慣
を確立させる。特
に、いじめ防止に向
け規範意識を醸成
する。


