
（様式５）

８ 　学校アクションプラン

重点項目 学習活動

重点課題 学習に取り組む態度の育成および教師の指導力の向上

現　　状

方　　策

達成度

具体的な
取組状況

評　価

学校評議員
の意見

次年度に向
けての課題

等

（　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　）

１月末まで
　第１学年　４７６分（前年度６５０分）
　第２学年　５９９分（前年度５２８分）
　第３学年　６７４分（前年度８７２分）

1学期、2学期の割合
　第１学年　９１％、９６％（前年度９３％、９２％）
　第２学年　９０％、８８％（前年度９１％、９５％）
　第３学年　９０％、９６％（前年度９７％、８０％）

・学習・生活実態調査を通年で実施した。学習時間
が十分でない生徒には指導や助言を随時行った。
・考査前・考査中の学習時間は確保されているが、
それ以外の期間は目標を達成できない生徒がい
た。
・調査結果をもとに学習時間増加のための対策を
練った。３学期には検定合格の目標を学習の意識
付けとしたが、十分ではなかった。

・習熟度別の授業を中心に、随時、各教科で進度や生
徒の理解度の打ち合わせを行った。
・年２回の互見授業週間を設け、全教員が計２回以上
授業を公開し、見学した教員が良い点、気がついた点
を伝え合った。
・職員会議ごとに、新しい学習指導要領に関する理解
を促す研修を行った。また、若手の教員を中心に、他
校へ出かけ研修した。

Ｂ

・各種検定については、継続して取り組ませること
が必要だと思われる。
・今後も、小規模校ならではの少人数で手厚い指
導をお願いしたい。

・生徒に必要かつ取り組みやすい課題を与え、や
る気を喚起させたい。各種検定に挑戦させること
は、１つの方法として次年度も継続したい。また、
将来の進路について早期に考えさせ、それを動機
付けとして学習を継続させていきたい。

・基礎学力を定着させ、向上させるため、学校全体で分
かる授業を行う校内の取り組みが今後も重要である。
また、生徒が主体的に取り組む授業をつくっていくこと
が今望まれている。
・若手の教員が積極的に校外の研修にも参加してい
る。生徒だけでなく教員も向上する姿勢を大切にしてい
きたい。
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・今までどおり、わかりやすい授業をお願いしたい。
・教員の研修会参加が良い結果に結びついていると思
われる。今後も継続し、生徒の学力向上につなげてい
くことができればよい。
・熱心な先生が多く、その情熱は生徒にしっかりと伝わ
り、成果を出してもらっている。

D

・生徒が取り組みやすい課題内容を検討し、家庭
で学習する習慣を身に付けさせる。
・学習・生活実態調査を通年実施し、指導・助言を
行う。
・調査結果を考査ごとに共有し、意識付けを図る。

・教科ごとの打ち合わせをこまめに行い、生徒や教材
に関する情報を共有する。
・年に２回互見授業を行い、資質の向上を図る。
・他校参加型研修にも積極的に参加するよう教員に働
きかける。
・調査結果を毎回共有し、改善につなげる。

･基礎学力が不足しているため、教科内容の習得に時間がかかる生徒がいる。
・学習する目的が明確でなく、課題への取り組み・提出に問題がある生徒がいる。
・家庭学習時間が増加傾向であるが、時間が不足し十分な態勢で授業や考査に臨んでいない生徒もいる。
・教員の年齢層が大きく２つに分かれており、両者について授業における指導力の向上が必要である。

達成目標

①学習時間の確保
・生徒の1週間あたりの家庭学習時間

②授業の満足度
・授業がわかりやすいと回答する生徒の割合
（各学期末に調査）

・各学年平均６００分以上 ・各学年９０％以上



重点項目 学校生活

重点課題 安全な学校生活と保健室の利用の仕方について

現　　状

方　　策

達成度

具体的な
取組状況

評　価

学校評議員
の意見

＜４／１～１／３１まで＞
・傷病、体調不良等での保健室利用年間２回以下の生
徒  ３７％（昨年度２６％）

・通学路である国道３０４号線は大型車やスピードが速い車両が多く、地域がら見通しの悪いカーブも有り
登下校時は危険である。
・自転車や徒歩による登下校時の交通ルールに対して、安易な行動が時々見受けられる。
・学校付近に世界遺産があるため観光客も多く、見知らぬ人から声をかけられる可能性が高い。
・周囲には商店や高校生が利用できる施設等も少なく、スマホや携帯といった通信機器に依存し、トラブル
等に巻き込まれやすい環境である。
・生徒数が少ないことにより、人間関係が深くなりやすいが、反面交友関係が固定され、ささいなことから人
間関係を壊したり、いじめにつながったりする恐れがある。
・日常生活（家庭、学校）で怪我をしたり、体調を崩す生徒が多い。

・あいさつ運動の期間に関係なく、生徒は通学途
中にあいさつをしてくれる生徒が多い。
・夜間、徒歩や自転車で移動する際の危険性につ
いて、生徒に指導してほしい。自動車からの発見
が遅れることもある。
・いじめに関しては、未然防止はもちろんのこと、発
見した際には迅速に対応してもらいたい。
・アンケート結果から、個人に対しての指導がきち
んとなされており、大変良いと感じた。

Ｃ

・さわやか運動や登校指導、通学路及び自転車八
訓の教室掲示を行い、交通ルールの遵守を意識
付けた。
・ネットトラブル講習会を開催し、ネットの危険性を
認識させた。また、不審者対策に対しては、不審者
対応マニュアルと事故対応カードを配布し、注意を
呼びかけた。
・いじめに対しては、学期ごとの安全実態調査や年
間を通しての面接を実施し、職員間の情報共有を
図ると共に、早期発見早期対応に努めた。
・今年度は不審者対応以外に、熊や蜂、へび、ミサ
イルに対する対応マニュアルを作成・配布し、いろ
いろな機会を利用して安全面への指導を行った。
また、生徒会が中心となり、学校ネットルール作り
を行い、教室に掲示したり、校内放送で呼びかけ
たりしてSNS利用上の注意を促した。

・さわやか運動や登校指導を利用し、交通ルール
や不審者対策への意識を高める。
・通信機器によるネットトラブルを予防するために、
講習会等を実施して啓発する。
・教職員が連携して毎学期面接をし、いじめに対す
る早期発見早期対処に努める。
・集会やST、HRを利用し、全ての安全面に関わる
ことの予防策について指導を行う。

Ｃ

達成目標

①安全な学校生活を送る ②保健室を利用する生徒の減少

・交通ルールの遵守（９５％以上）
・通信機器の安全な利用や不審者の声がけに対
する対策（９５％以上）
・いじめのない学校生活（１００％）

・傷病、体調不良等での保健室利用年間２回以下の
生徒　５０％以上

・怪我の防止のため、体育の授業や部活動を行う場合
に、準備運動の重要性について指導する。
・栄養バランスの良い食事を取るよう指導し、体調が崩
れることを予防するよう指導する。
・保健室の適切な利用法について指導する。

・生徒に爪を切る等、怪我予防の声かけをおこなった。
・体育教諭に協力を仰ぎ、授業前の準備運動等生徒に
指導を行った。
・保健室前の掲示物や「ほけんだより」などで、健康管
理の重要性等啓発活動を行った。
・保健室の入口近くに、保健室利用法について掲示し
た。
・全生徒が保健室を効率よく利用できるように、面談を
したり、別室を用意したり、該当学年の職員と協力をし
ながら配慮を行った。
・学期ごとに、保健室利用状況をまとめた資料を作成
し、職員と共通理解を図った。

・小規模校であるがために、学年にこだわらず生徒同
士が互いに良く知っており、仲良くやっていると思われ
る。

　＜１、２学期実施の安全実態調査より＞
・交通ルールを遵守している（９９％）
・通信機器の安全な利用（９３％）や不審者の声が
けに対する対策（６６％）　平均（８０％）
・いじめを受けたことはない（９９％）
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次年度に向
けての課題

等

（　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　）

・来室理由の半数以上が人間関係等の悩みである。保
健室の利用人数を減らすことは、全生徒が利用しやす
くする上で大切であるが、何か困った時に逃げられる
場所としても機能しなければいけない。生徒自身が問
題について積極的に解決できる能力を育ませるととも
に、養護教諭自身もカウンセリング能力の向上を目指
したい。
・生徒に保健室の利用方法を守るように指導を行う。

・安全実態調査の結果を踏まえ、歩きながらのスマ
ホの使用も目立ち、登下校時のマナーと安全につ
いての継続的な指導が必要である。
・いじめの早期発見、早期対応を継続すると共に、
ことの善悪を様々な機会を利用して意識付け、人と
してのあるべき心の教育を継続する必要がある。



重点項目 進路支援

重点課題 進路意識の高揚および生徒個々の希望進路に応じた学力の育成

現　　状

方　　策

達成度

具体的な
取組状況

評　価

学校評議員
の意見

次年度に向
けての課題

等

（　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　）

（ａ）４７％
（ｂ）２７％

・１００％
・第一志望先に合格できなかった生徒は３人いたが、
難関校を受験した生徒であった。納得した上での受験
であったので、不満なく第２志望先に進んだ。

・今年も、ほとんどの生徒が第一志望先に進むことがで
きた。次年度も、受験先を決める際に、丁寧な面接を行
い、本人だけでなく親や教員も納得できる進路指導をし
ていきたい。

達成目標

①ニュースを見る
（ａ）毎日ニュースを見る生徒の割合
（ｂ）新聞を週１回以上読む生徒の割合

②３年生の進路先への満足度

（ａ）５０％以上
（ｂ）２５％以上

・９０％以上

Ｂ Ａ

・ニュースの内容を限定するよりは、まずは興味の
ある分野から活字に慣れさせるようにすると、活字
に触れる習慣が身につきやすいと思われる。
・図書室以外に、新聞を教室横の廊下に置いて新
聞を読む生徒が増えたのは良い方法である。
・どこの学校にも学力の幅はある。小規模校である
強みを生かして引き続き個別指導を重視し、その
生徒に応じて伸ばして欲しい。

･朝学習や３年生の小論文指導で、新聞を読ませ
るものを与えたり、長期休業中に「ニュースを知ろ
う」という課題を与えたりして、興味を持たせるよう
にした。
・廊下に新聞コーナーを設けて、新聞が身近な存
在になるようにした。

・生徒の進路先が、４年制大学から就職まで多様であり、個別指導で対応している。
・基礎学力の低い生徒が多い。
・推薦入試で、面接、作文を課されるが、社会情勢に疎い生徒が多い。
・新聞を読む生徒は、１割程度と少なく、ネットニュースを見る生徒が多い。

・ほぼ全員が第一志望先への進学・就職を決めてお
り、すばらしい。
・生徒自身が自分の進路に満足しており、不満とする
者がいないのは評価できる。進学したなら入学後もそ
れぞれの場所でしっかりと学んでいける力がついてい
るかが重要である。
・卒業生はどこでも本校卒業であることに誇りと満足感
を持っており好意的である。

・廊下の新聞を読む生徒の姿をしばしば見かける
ようになった。今後も新聞の読める環境作りに努め
たい。
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・ニュースの見出しだけでなく、記事まで読むように
指導する。
･朝学習や論文指導で、新聞記事に関するものを
取り上げる。
・長期休業中に新聞を読んだり、ニュースを見たり
するような課題を与える。

・きめ細やかな面接を通して、適切な進路先を決定す
る。
・進路見学会、進路ガイダンス、先輩に聞く等の行事を
効果的に行う。
・推薦入試前の面接・小論文指導を充実させる。

・生徒一人一人と何度も面談をしたり、会社や大学の
見学を通して、納得した上で受験するようにした。
・受験先が決まってからは、入試科目に対応したきめ
細かい指導を、全教職員で行った。



重点項目 特別活動

重点課題 特別活動の充実および読書習慣の定着

現　　状

方　　策

達成度

具体的な
取組状況

評　価

学校評議員
の意見

次年度に向
けての課題

等

（　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　）

・学業も大切だと思うが、特別活動も生徒にとって
大切なことである。工夫して全員が取り組めるもの
にしてほしい。
・特に合同運動会では、小学校や中学校との連携
が重要である。これからも継続してもらいたい。
・在学中に、生徒自身が学校行事の意味や目標を
見つけられるとよい。

・自ら課題を見つけ解決方法を考える力や、他の
生徒と協力して取り組む姿勢が不足してきている。
行事を通じてそれらの力を育む必要がある。
・近年、地元出身の生徒が減少し、本校の伝統的
行事になじみが薄い生徒が増えた。活動の意義や
役割について指導する必要を感じる。

・図書館の利用者増加を目指して、委員会活動の活性
化を推進していきたい。あわせて、担任との連絡・調整
を進めて、HRでの図書館利用を促していきたい。
・読書センターとしてだけでなく、学習センターや情報セ
ンターとして機能するような図書館運営を行う必要があ
る。授業等でも積極的に利用できるよう、環境整備を進
めていきたい。

D C

・朝読書を６月に実施した。
・文化図書委員会の活動として、「読みたい本調査」を
実施して、年末の「図書購入」につなげていくことができ
た。
・「図書だより」で新着図書やおすすめ本を紹介した。
・国語の授業で図書室の本を利用した授業を複数回実
施し、本に興味を持つことができるように心がけた。

・小中高合同運動会、球技大会、ボランティア活動、文化部発表会など、生徒会を中心に取り組む生徒が
多い。
・スキー部、郷土芸能部が全国規模の大会に出場して活躍している。
・生徒の読書量は多くなく、図書館の利用も活発とは言えない。
・図書館の蔵書冊数が他校に比べて少なく、十分とは言えない状況である。

年間５冊以上読書した生徒　３５％（昨年度３６％）
年間１冊から４冊読書した生徒　４３％（５４％）
年間で、１冊も読み終えていない生徒　２２％（１０％）

「年間５冊以上本を読んだ」生徒は昨年とあまり変化は
ないが、「１冊も読み終えていない」生徒が増加した。

・生徒の自主性を生かした運営を重視して指導す
る。
・昨年度の満足度調査から見えた課題を、行事計
画時に生かす。
・生徒会リーダー研修会などを通してリーダー性や
積極性を育む。

・生徒に読みたい本のアンケートを取り、生徒の意見を
もとに購入する図書を選定するなど、工夫して取り組ん
でもらいたいと思う。
・昨年度より目標達成度が低下したことは残念である。
今後の工夫を検討してほしい。

・リーダーや担当する係生徒に対しては、早めに計
画を立てて、行事を通じて成長できるような指導を
することができた。
・リーダー以外の生徒に対しては、行事の意義、事
前の指導を細かく行うとともに、係業務を設定して
多くの生徒を巻き込んでいく必要がある。
・生徒が心を一つにして、目標に向かって協力する
姿勢を育てる指導が足りなかった。

達成目標

①学校行事、生徒会行事等の満足度 ②年間５冊以上読書する生徒の割合

満足度を５段階で調査し、総合が４.０を超える生徒
が70％以上

・５０％以上

満足度の平均値が4.0を超えた生徒数

３年生・・・１９名中　７名　（36.8%）
２年生・・・２０名中１３名　（65%）
１年生・・・２４名中１６名　（66.6%）
全体計・・・６３名中３６名  （57.1%）　H28は65.8%

学年別の満足度平均値　　（　）内はH28
３年生・・・３．６６　（４．１７）
２年生・・・４．０６　（３．７６）
１年生・・・４．１１　（４．２４）

・朝読書週間を定期的に設定し、読書に取り組む雰囲
気づくりに努める。
・「図書室だより」の発行や「読みたい本調査」を通して
委員会活動を活性化し、生徒の読書意欲の喚起につ
なげる。
・各クラスの学級文庫を充実させる。
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重点項目

重点課題

現　　状

方　　策

達成度

具体的な
取組状況

評　価

学校評議員
の意見

次年度に向
けての課題

等

（　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　）

・(ａ)に関しては、年間発行回数は、ほぼ確保でき
た。
・「学校だより」は２学期末と年度末に、平・上平地
域全戸に配付した。
・(ｂ)に関しては、発行の時期と記事の内容につい
て、更に検討を加えていく必要がある。

・地域との連携はとれていると感じている。高校再
編問題においても、平・上平地域の関心度は高
かった。これからも地域に愛される学校を目指して
ほしい。
・昨年度より年３回地域に配布した「学校だより」
は、今後も続けていってほしい取り組みである。こ
れにより地域の方々に学校の様子や取り組みが
伝わり大変良いことであると思う。
・地域、卒業生、保護者とも、学校を応援する気持
ちが強い学校である。

・降雪時に、寮からスコップを持って保育園への道を除
雪している生徒を見かけた。数年前から続いているよう
であり、今後もぜひ継続してほしい。
・生徒寮はこの学校の大きな財産である。寮を持ってい
るメリットが出るような取組みを何か考えてみてはどう
か。

B Ａ

・(ａ)「学校だより」年２回、「学年だより」年４回以上
・(ｂ)「生徒会だより」を各学期２回以上

・「たより」の発行は継続していく。
・紙ベースでなく、HPの更新等による情報発信を積
極的に進めていきたい。
・地域の方々に向けて、「南砺平高校」の情報発信
を推進していきたい。

・寮生活の課題を保護者と共通理解する機会を増やす
とよい。
・学習時間の充実、寮内のあいさつ、省エネなど、まだ
課題になっている事柄について、寮生自身による改善
策が図られるような指導をする。

・各分掌や学年を中心に広報誌の内容の充実に
努め、発行回数を確保する。
・学校の教育活動の内容と成果、部活動の活動状
況などを、保護者に適宜伝える。
・学校周辺地域住民への広報活動を行う。

・生徒の自治意識を育成することによって、寮の問題を
改善するように指導する。
・生徒の生活の様子を保護者に伝えると共に、家庭で
の協力をお願いする。

（ａ）「学校だより」は学期に一度、年間３回発行。
　　 「学年だより」は各学年、５回以上発行。
（ｂ）「生徒会だより」は６回発行。

寮生だよりは１回発行
学校だよりの生徒寮欄に掲載２回

・年度初めに、舎監会議で出された事案を、教員と寮
長で共有し、寮生全体の会議で周知した。年間を通じ
て問題や改善点を話し合う場が定期的に設けられた。
・寮生による自治がかなり定着してきているので、今後
も生徒自身の運営を期待したい。

・たより発行、年３回以上

・各種の「たより」は定期的に発行されている。
・郷土芸能部の指導、総合的な学習の時間の講師
などに地域の方々の協力を得ている。
・小中高が連携して教育活動に取り組むことに対し
て、地域からの期待に大きなものがある。

・寮生の生活マナーが低下しつつある。
・寮生活の様子が保護者に十分伝わっていない。

①広報活動の充実
・(ａ)広報誌の年間発行回数
・(ｂ)「生徒会だより」の発行

②寮生活の充実と家庭への連絡
・「寮生だより」の発行回数

達成目標

広報活動の充実および地域・家庭との連携の強化 生徒寮生活の充実と家庭との連携

その他（地域・家庭との連携、生徒寮生活）
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