
     

令和３年度 学校総合評価 

 

６ 今年度の重点目標に対する総合評価 

 

今年度も、５領域それぞれの重点項目に対して各２つずつ計 10の達成目標を

掲げて取り組んだ。重点項目の内容は、令和２年度末の反省と学校評議員の意

見を参考にして、より現実的・具体的となるよう設定し取り組んだ。 

「１週間あたりの家庭学習時間」については、学校全体で平均 526 分の結果

となり、前年度の 637 分から大幅に減少した。家庭学習の習慣がない生徒が増

えており、生徒の実態に合わせて課題を与え、学級担任も繰り返し助言等をし、

放課後の学習時間を設定したが生徒の学習意欲につながらなかったと思われる。 

「保護者同意の進路希望先決定率」については、３年生で 91.3％、２年生で

81.5％とどちらも目標に到達できた。進路ガイダンス、３年生の８限補習等を

早い時期から実施し、個人面談による学力の把握、保護者との面談等が上手く

機能し、生徒の進路意識を向上させることができたものと考える。 

「教育活動への理解を深める情報発信の強化」では、保護者のホームページ

閲覧数が昨年度よりも大幅に増加した。行事の様子などの投稿回数を増やした

こと、コロナウィルス関連の連絡方法が浸透したことが要因と考えている。 

 「睡眠時間と朝食の喫食状況の改善」については、アンケートにより朝食の

喫食状況は目標に達していることが分かったが、睡眠時間については問題があ

ることが分かった。委員会活動や睡眠についての外部講師による講義も行った

が、改善には至らなかった。悩みを抱えている生徒が多いことや家庭でのスマ

ホなどの使用方法が原因と考えられる。学年担当による個人面談を通した生活

面での指導やスクールカウンセラーのカウンセリング時間の充足が必要である。 

しかしながら、学習指導面や進路指導面等の多くの項目で重点目標を達成し

ていることを勘案すると、学校経営全体が健全で本校生徒に即しており、生徒

が前向きな気持ちをもって学校生活を過ごした結果であると考えている。 

 

７ 次年度へ向けての課題と方策 

 

「年間１０冊以上の本を借りる生徒の割合」は目標値を大きく下回った。生

徒の興味・関心について調査を行うこと、電子書籍も含め現在の生徒のニーズ

に合わせた読書習慣の育成法について考察していくことが必要と考えている。 

学習面では、教員の教科指導力を向上させることが重要である。浸透してき

た生徒用のタブレットなど ICT 機器のさらなる有効な使い方について、また、

次年度から実施の観点別評価の実施後の評価、改善についての校内研修の機会

を設けていきたい。 

学校評議員からは、「学習、進路決定、読書などどれについてもきっかけを

与えることが重要」との意見をいただいた。様々な体験や講座などの機会を設

け、生徒自らの気づきや行動につなげていくことが必要である。 

本校は小規模校であり、教員も生徒も変化に対応しやすい。良いアイデアは

積極的に学校経営に取り入れ、さらに魅力のある学校となるよう改革を進める。 



（様式５）

８　今年度の重点課題（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

1学期末調査結果
　第１学年　 ２.７点
　第２学年　 ２.５点
　第３学年　 ２.３点

　平均　　２.４９点

2学期末調査結果
　第１学年　２.５点
　第２学年　２.６点
　第３学年　２.５点

　平均　　２.５３点

令和３年度　南砺平高等学校アクションプラン　　－１－

・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。
・進路に対する目標が明確でなく、課題への取り組みが不十分な生徒がいる。
・家庭や寮での学習量や内容が不十分で、十分な態勢で授業や考査に臨めていない生徒がいる。
・教員の年齢層が大きく２つに分かれており、ICT機器の利用にも大きな差がある。両者についてそれぞ
れの課題に応じた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
(家庭学習には放課後に自主的に行う学習も含
む）

②タブレットを利用した授業の満足度の向上
・タブレットの利用の満足度を3点満点で評価
（各学期末に取り組み状況で調査）

・各学年平均６００分以上 ・各学年２．５点以上（３点満点）

・生徒が取り組みやすい課題内容や生徒個々に
合わせた課題レベルを検討し、家庭で学習する習
慣を身につけさせる。
・詳細な学習・生活実態調査を実施し、生活指導
を合わせたきめ細かな面接指導・助言を行う。
・進路調査、成績結果と実態調査結果を分析し、
進路意識を高める面接により、意識付けを図る。

・校内研修でタブレットなどのICT機器の特性を理解
し、効果的な利用に繋げる。
・1人1台端末整備を見据え、互見授業の中で、年に２
回、積極的にICTを利用した授業を公開し、教員相互
の資質の向上を図る。

・小中学校では電子黒板が活用されているが、書くこ
との大切さを考えて欲しい。
・タブレットを使うこともいいが書くことで記憶に残る、
身体で憶えることも大切である。

・授業におけるICT機器のより効果的な使用方法や継
続的な使用事例の情報交換の場を設定したり、互見
授業を実施するなどして研修を進める。
・学習以外の目的でタブレットを使用する生徒へ注意
喚起する。
・コロナ休校時等におけるオンライン授業の方法、
ルールを検討し作成する。

１月末まで
　第１学年　４２１分（前年度７５２分）
　第２学年　７１７分（前年度５０１分）
　第３学年　４７４分（前年度６５７分）

　　平均　　５２６分（前年度６３７分）
・学習・生活実態調査を通年で実施し、各自の学
習時間を意識させ、担任から指導・助言を粘り強く
行った。
・3年生は進路が決定するまでは放課後に個別指
導を受け、集中して学習に取り組んだ（家庭での
学習時間に含まれていない）。しかし、進路決定後
の学習については課題が残った。
・２年生は半数以上が目標値を達成している。
・１年生は定期考査の直前は目標値を超えてい
る。しかし、それ以外の期間の学習時間はかなり
少ない。１年を通じて、状態は変わらなかった。

・2学期から生徒全員分のタブレット導入、通信環境
の整備がなされ、ほぼすべての授業においてＩＣＴ機
器の利用が可能となった。放課後など授業以外の場
面でも学習に活用できるようになった反面、動画視聴
やゲーム等に使用する生徒もおり、その都度注意を
している。
・互見授業、年次研修による公開授業等で、世代を
超えたＩＣＴ機器使用事例を見学、情報交換すること
により、各自の授業改善につなげた。
・ＧＩＧＡスクールサポート事業の研修から、教員のス
キルアップを図るとともに、新たな使用法について考
えた。

1年生：Ｃ　2年生：Ａ　3年生：Ｃ Ｂ
・通学バスの中での学習や放課後の学習も含め
た調査結果で考察してほしい。
・子どもたちには目標やきっかけが大事。
・時間も大切だが、内容の濃い学習のしかたにつ
いても考えてほしい。
・課題をどんどん与えることも必要である。
・予習を大切にして、授業を復習にするような学習
方法も教えることも大切ではないか。

・授業以外の学習時間をより正確に把握するため
に、放課後の自習時間、個別指導時間の記録の
徹底を図る。
・定期考査後や3年生の進路決定後の学習時間
の確保についての方策を考える。

　　　　　（　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　）



重点項目 学校生活

重点課題 安全な学校生活と心身の健康について

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

次年度に向
けての課題

等

令和３年度　南砺平高等学校アクションプラン　　－２－

・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。
・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にある。
・生徒数が少ないことにより、人間関係が深いものとなりやすく、ささいなことから人間関係のトラブルや
いじめにつながりやすい。
・精神的に弱い生徒、悩みを抱える生徒が増加傾向にある。
・自主的な健康管理ができず、睡眠不足による体調不良を訴える生徒が増えている。また、食に対する
正しい知識が乏しく、不適切なダイエットに頼る傾向がある。

達成目標

①悩みを相談しやすい学校づくり
・全員面談の回数

②睡眠時間と朝食の喫食状況の改善
・２３時までに就寝し、かつ、翌日の朝食を喫食した人
の割合

・年５回以上 ・寮生８０％以上、通学生７０％以上

Ａ C
・この取り組みを継続して欲しい。
・保健室に行く生徒が多いが、気軽に相談できる
保健室の存在は生徒にとって有り難い。
・相談をして、生徒が抱えている問題が大なり小な
り解決されている。

・ほとんどの生徒が朝食をとっているのは、しっかりと
している家庭が多いからであり、安心できた。
・睡眠時間については個人差があり、一概には言え
ないが、質の良い睡眠がとれるように、スマホの使い
方を含めて今後も生徒へはたらきかけを続けて欲し
い。

　　　　　（　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　）

２学期末までの個人面談回数
　1学年5回
　2学年5回
　3学年6回
◎全員面談5回以上実施

また、悩みを抱えている生徒に対する声かけや相
談等も日常的に行うことができた。

７月と１月の睡眠と朝食についてのアンケート結果

・考査前面談や科目登録の面接などに合わせて
実施した。また、普段から生徒と教員との良好な
人間関係が築かれており、生徒同士のトラブルに
も迅速に対応することができた。
・生徒主体のでスマホルールを作ったり、ネットトラ
ブル防止教室を開催したりして、ネット上でのトラ
ブルがほとんどなくなった。

・保健だよりや給食だより等で、睡眠や朝食の重要性
を伝えた。生徒厚生委員会活動として、学園祭や学
校保健委員会で、本校生徒の睡眠と朝食喫食状況
について発表した。
・ヤングヘルスセミナーで富山大学の先生に睡眠に
ついて講演していただいた。

・日頃から生徒に声がけをし、悩みを訴えやすい
雰囲気づくりに努める。
・定期的に面談をする計画を立てる。
・スマホの使い方も含め、いじめの加害者にならな
いような指導も行う。
・何かあった場合の対応策について周知を図り、
迅速に対応できる体制を整えておく。

・睡眠時間と朝食についてアンケートをとる。
・保健だより、給食だより、生徒厚生委員会の活動を
通して、睡眠や朝食の重要性について呼びかける。
・学園祭と学校保健委員会で、本校生徒の睡眠時間
と朝食の喫食状況等について、生徒厚生委員会が発
表をする。
・保健室での保健指導や、生徒寮での舎監による指
導を行う。

・生徒には１年間通して、きめ細やかな対応をとる
ことができた。
・深刻ないじめやネットトラブルもなく安心して学校
生活を送ることができた。
・次年度以降も継続して生徒全員に親身にきめ細
やかな対応を心がけていきたい。

・ほとんどの生徒が朝食を食べているが、就寝時間
がやや遅い傾向にある。
・就寝直前までスマホを使用している生徒も多く、質
の良い睡眠をとるための指導が引き続き必要であ
る。

寮生 通学生 寮生 通学生

～23時前 46% 22% 39% 23%

23時～ 0 時前 27% 49% 46% 31%

 0 時～ 5% 27% 4% 34%

～23時前 0% 2% 0% 4%

23時～ 0 時前 18% 0% 8% 8%

 0 時～ 5% 0% 4% 0%

欠食

朝食 就寝時間
７月 １月

喫食



重点項目 進路支援

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

令和３年度　南砺平高等学校アクションプラン　　－３－

進路意識の高揚および生徒個々の希望進路に応じた力の育成

・進路先が大学から就職まで多様で、学力差も大きく、十分な対応ができていない所もある。
・進路に関する生徒と保護者との認識のずれ等の要因により、進路先決定までに時間がかかり過ぎてい
る。
・社会情勢に関心の低い生徒が多く、毎日ニュースを見る生徒は５０％程である。
・外部模試は、令和元年度より希望制とした。また、令和元年度から１・２年生に導入した「高校生のため
の学びの基礎診断」を基礎力診断テストから、１学期にスタディサポート、３学期に実力診断テストに変更
し、生徒の基礎学力の判断指標とし、教科指導に生かす。
・従来、検定試験として、１年生に実用英語技能検定（１０月）、２年生に日本漢字能力検定（２月）を全員
受検とし、他の回は希望制としてきた。希望制の検定試験として、数学検定、世界遺産検定、ビジネス系
の検定を実施している。検定試験を通して、主体的に学習に取り組むことで、基礎学力の充実を図る。

A

達成目標

①一人一人に対応した進路指導の充実
・保護者同意の進路希望先決定率

②基礎学力の充実
・高校入学から卒業までに、各種検定１種目以上（３
級以上）取得した３年生の割合

･３学年　９０％以上（７月末）
進学希望者は第１受験希望校を決定する。就職
希望者は入社希望企業業種を決定する。
･２学年　８０％以上（１２月末）
進学希望者は進学希望校種・学部・学科・コース
等を決定する。就職希望者は就職の意思決定を
する。

・７０％
　（現３年生の昨年度までの取得率　６０．０％）

①実用英語技能検定は１年生は全員、２・３年生の希
望者が受検
②日本漢字能力検定は、２年生は全員、１・３年生の
希望者が受検
③実用数学技能検定は希望者が受検
④世界遺産検定は、全学年の希望者が受検
⑤秘書検定は、３学年の希望者が受検
・実用英語技能検定は10月に1学年、日本漢字能力
検定は８月に2学年がクラス全員で取り組む。
・検定間近になると、休み時間や自習時間を検定の
学習に取り組む生徒の姿も見られるなど、学習に対
する雰囲気も良くなっているクラスもあった。
・今年度は英検受験希望の生徒が増え、英語科の協
力で１月にも英検を実施するなど、生徒の学習意欲
を喚起する前向きな取り組みをした。

・進路ガイダンス、卒業生と語る、オープンキャン
パスやインターンシップなどを通して、進路意識の
向上を図る。
・希望進路先に対する基礎学力の状況を家庭学
習時間調査結果や外部模試・検定を通して把握
する。
・進路希望調査（４月・７月・１２月）をもとにした進
路に関する個人面談を実施し、保護者会を通し
て、生徒と保護者が共に納得できる進路希望先を

・検定試験（漢字、数学、英語、ユネスコ世界遺産、秘
書検定）を合わせて７回実施する予定である。
・１年生は１０月の実用英語技能検定、２年生は８月
に日本漢字能力検定を全員受検する。クラス全員で
合格に向けて取り組むことで、クラスの学習に対する
意識と基礎学力の向上につなげる。朝テストなどを利
用し、検定に向けての学習を促す。

・検定に向けての学習は、良い学びのきっかけになっ
ているのではないか。

・進路希望調査をもとにした、進路面談を充実させ
るため、具体的に進路面接の時期や回数、学年
に応じた面談内容の精選など考えていく。
・検定合格に向けての勉強は、本人にとって良い
勉強期解になる。

・進路面談や進路行事を通して、１年生の早い段階
から検定取得が進路希望先の受験において、有利な
評価になることを伝え続け、学習の動機付けとしてい
く。

･３学年　91.3％（７月末）
　　　　　　21名決定。2名未定
　

･２学年　81.5％（１２月末）
　　　　　22名決定。5名未定。

検定取得率　６５.２％
検定合格者　１５名／２３名（3学年）
　合格内容①実用英語技能検定合格　６名
　　　　　　　②日本漢字能力検定合格　９名
　　　　　　　③実用数学技能検定　５名
　　　　　　　④世界遺産検定　２名
　　　　　　　⑤秘書検定　２名

・６月から「３年生８限補習」を実施した。３年生全
員に指導担当教諭を割り振り、進路希望先合格に
向けて、個別学習指導、小論文・作文指導を実施
した。
・進路ガイダンスを６月に実施し、大学～専門学校
の学校説明会を行い、面接のポイントや小論文の
書き方などより実践的な内容を実施した。
・２学期には、明確化した進学・就職先に対応した
教科指導、小論文・作文、面接指導を全教員が担
当し、指導した。これは、２学期末考査まで継続し
て行った。

　　　　　（　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　）

B
・平高校の卒業生は、企業で最低限守らなければ
ならないことを必ず守って働いている。人間的に生
徒を鍛えてくれている学校と認識している。



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

令和３年度　南砺平高等学校アクションプラン　　－４－

・生徒会中心に、生徒が主体の学校作りを目指しており、生徒会行事ではそれが達成されているが、校
則等の規律という面では教員に頼る部分が大きい。
・小中高合同運動会、球技大会、ボランティア活動、文化発表会など、生徒会が積極的に取り組んでいる
行事が多い。
・放課後、部活動のない時間帯に学習せず、スマホをさわっている生徒が見受けられる。
・年間で一冊も本を読まない生徒が４割を超えており、生徒の読書離れが懸念されている。
・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。

達成目標

①生徒が作るネットルールを、「守れた」または「だ
いたい守れた」生徒の割合

②年間１０冊以上の本を借りる生徒の割合
　（買った本を含む）

・８０％以上 ・７０％以上

・生徒会と教員が一体となって呼びかける。
・毎学期ごとにアンケート調査を行い、振り返りの
場を設定する。

・朝読書週間を毎学期実施し、生徒全員が読書に取
り組める機会を設ける。
・「図書室だより」の発行や「購入図書調査」を通して
委員会活動を活性化し、読書への関心を高める。
・図書室と学級文庫の蔵書を充実させる。
・生徒が興味を持ち、手に取りやすいように、図書室
内外の図書の配置を工夫する。

　　　　　（　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　）

・生徒会執行部が中心となって、ポスターを掲示し
たり全校生徒に呼びかけたりした。
・１学期末、２学期末にアンケートを実施し、ルー
ルの見直しも行った。

・１、２学期に朝読書週間を実施した。出張図書として
教室の前に何冊か本を置き、貸し出しができるように
した。表紙が見やすいように展示を工夫した。２学期
の期間中は図書室の開放時間を８：００～１６：４５ま
で延長した。
・読書週間後に読みたい本のアンケートを実施し、生
徒の関心をもとに選書を行った。
・７月、１２月に図書だよりを発行し、本を紹介した。
・図書室前に新着図書の一覧を掲示した。

A

・ネットルールを「守れた」「だいたい守れた」生徒
の割合

１学期末　８３％
２学期末　８６％

年間（2021年４月から2022年１月までの期間）１０冊
以上の本を借りたり、買ったりして本を読んだ生徒
　　　３５％

５冊以上の生徒　６２％
１冊も読んでいない生徒　なし（昨年度１５％）

Ｃ
・授業中使う生徒がいないことは良い傾向である。
・家庭での使い方については、家庭で責任を持つ
べきかもしれない。

・紙媒体での読書は減っているのではないか、電子
書籍も加えたデータで考察してほしい。
・活字だけではなく、マンガも内容が良いものもあり、
本を読むきっかけになる。
・本を読むきっかけ作りを考えていけばいいのではな
いか。

・タブレットの使用も含めたスマホルールを考えな
ければいけない。
・放課後の使用についてルールを守らない生徒が
見受けられるので、自覚を促す方策を考えなけれ
ばならない。

・生徒がどのような書籍に興味、関心を抱いているか
なども調べ、より読書量が増えるよう工夫する必要が
ある。



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

令和３年度　南砺平高等学校アクションプラン　　－５－

その他（地域・家庭との連携、生徒寮生活）

教育活動への理解を深める情報発信の強化 生徒寮における衛生管理の徹底

・各種「たより」は定期的に発行されており、「学校
だより」は１２月と３月に平・上平地域全戸に配布
し、広報活動を行っている。また、本校のＨＰにも
掲載している。
・本校の様子を本校ＨＰに適宜掲載しているが、閲
覧する保護者の数を増やしたい。
　《昨年度２回の調査結果》
　月に一度以上閲覧する保護者
　１学期末・・・４７％
　２学期末・・・５２％

・昨年度から世界的な新型コロナウィルスの蔓延によ
り、生徒寮内ではその対策と食品の管理に対する衛
生指導に重点を置いてきた。寮生はウィルスと食中
毒への危機感を感じながらも、生徒寮内では感染者
や食中毒等が出なかったことで、気が緩んだ様子も
若干うかがえる。命に関わることを最優先し、昨年度
以上に予防することに努め、万が一感染者が出た場
合の拡散を防ぐためにも予防を更に習慣化する必要
性が感じられる。

達成目標

①ＨＰを閲覧する保護者数の増加
・ＨＰを毎月閲覧すると回答する保護者の割合
(学期末保護者会時に調査)

②自己の健康管理と病気に対する予防
・健康管理と病気に対する予防が「できた・ほぼでき
た」と回答する生徒の割合
（１ヵ月ごとにアンケート調査）
（手洗い＜帰寮時・食事前＞、うがい＜帰寮時＞、検温＜朝夕２回＞）

・６０％以上 ・１００％

・本校のＨＰに学校行事等の記事を１ヶ月に１度以
上掲載し発信する。
・更新状況を保護者に安全メールで知らせる。
・学期末保護者会で、各月にＨＰを訪問した回数、
記事を調査する。
・各種「たより」の発行も従来通り行う。

・生徒寮内に注意喚起の貼り紙をする。
・毎日（朝、夕）の体温を記録用紙に記入し、舎監の
職員は学習時間と施錠時の２回点検する。
・舎監の職員は寮内放送や点呼時に、寮生は役員を
中心に在寮時や点呼時に、手洗い・うがい・検温を呼
びかける。
・舎監の職員による指導の温度差を少なくするため、
必要に応じて舎監職員に対して指導の徹底を呼びか
ける。

　　　　　（　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　）

ＨＰを月に１度以上閲覧した保護者
１学期末調査・・・７５．６％
２学期末調査・・・７５．３％

健康管理と病気に対する予防の調査結果
＜全７回調査の合計割合＞
できた・ほぼできた　１００％
　　（できた　　７３％　ほぼできた　　２７％）
あまりできていない　０％

・学校行事、生徒会行事、部活動等の記事を４月
から１月の９ヶ月間に毎月１回以上更新し、計５４
回更新することができた。
・教育安全メールで月ごとの行事等を保護者に配
信する際、本校ＨＰへのリンクをはり、閲覧しやす
くした。
・各学年担任からもＨＰを閲覧する保護者が増え
るよう呼びかけた。
・昨年度「毎月閲覧する」と回答した割合４７％（1
学期末）、５２％（2学期末）と比較すると、今年度
は昨年度よりもHPを見てもらっている割合が大き
く伸びたと考えられる。

・生徒寮内に注意喚起の貼り紙をし、館内放送を使っ
て「手洗い・うがい・検温」の実施をうながした。
・寮生会議や夜の点呼を利用し、国内の新型コロナ
感染状況の情報等を伝え、気を緩ませないよう注意
した。
・県内の新型コロナ感染者数の増加に伴い、密となり
やすい食堂では、時間差をつけて食事をとらせた。
・人が集まりやすい脱衣所や食堂には、空気清浄機
（菌・ウィルス除去用）を設置した。
・点呼時は食堂に全員を集めず、舎監が全室を回っ
て点呼するようにした。
・寮生が息が詰まらないようにするため、県内の新型
コロナ感染者数の低下が見られた２学期末には、他
室への移動を可能としたり、入浴可能人数や食堂利
用規則を緩和した。

A Ａ
・見やすく、随時更新されているので、アクセスす
る動機付けになっている。
・昨年の全国高文祭の演目をオンラインで発表さ
れたが、保護者全員が見るきっかけになった。

・命に関わる取り組みであり、継続する生徒も指導さ
れる職員も大変ご苦労されていると思う。
・今後も感染予防対策の継続をお願いしたい。

・ＨＰに関心をもって閲覧してくださる保護者が多く
なった。
・ＨＰに対する要望も多くなってきているので、それ
らに応えるようさらに内容を充実させたい。

・命に関わる取り組みのため、寮内の感染予防の
ルールを厳しくせざるを得ないが、それによって寮生
のストレスが増すことが心配である。
・県内のステージが上がったり、コロナ感染者数が増
加傾向となれば、緩和した寮内ルールを元の厳しい
ものに戻すこととなっているが、寮生がそれにうまく順
応できるかが心配である。
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