
平成３１年度 学校マネジメントシート 

 

【様式】 

  学校名（ 三重県立飯南高等学校 ） 

１ 目指す姿 

(1)目指す学校像 

○変化の大きいこれからの社会で、自分らしくたくましく「生きる力」（対話力・追究力・創造力・発信

力）を育成する学校 

○高校生が地域に貢献し地域を活性化させる、「地域創生の核」となる学校 

(2) 

育みたい 

児童生徒像 

○学習、部活動、学校行事等に積極的に取り組み、「生きる力」（対話力・追究力・創造力・発信力）

を身につけた生徒 

○地域と連携した活動に積極的に参加し、自分らしさを発揮して地域や周囲の人の役に立てることを

自己の喜びと感じられる生徒 

ありたい 

教職員像 

○生徒の「生きる力」の育成のために、組織的に取り組み、生徒とともに自らも学び成長し続ける教職

員 

○家庭、小中学校、地域との連携を積極的に図り、地域の学校としての価値を創造しようと努力し続

ける教職員 

２  現状認識 

(1)学校の価値を 

提供する相手

とそこからの

要求・期待 

＜生徒＞安心安全で充実した高校生活を送り、「生きる力」を身につけ、自己の進路希望を実

現すること。 

＜保護者＞キャリア教育を推進し、社会に適応し活躍できるようにしてほしい。 

＜地域＞地域の高校として、地域と連携したキャリア教育を通して生徒を育て、地域の活性化

に寄与する人材を育成してほしい。 

(2)連携する相手

と連携するうえ

での要望・期待 

連携する相手からの要望・期待 連携する相手への要望・期待 

＜家庭＞ 

授業、学校行事の様子など、学校の情報を

発信してほしい。 

＜中学校＞ 

入試情報についての相互理解を深めてほし

い。 

＜地域社会＞ 

地域人材の育成、地域の活性化のため、行

事における協力、交流を進めてほしい。 

＜家庭＞ 

教育方針を理解の上、家庭でできる挨拶、 

コミュニケーションの実践を進めてほしい。 

＜中学校＞ 

地域の高校としての現状を理解し、連携の強

化を引き続き積極的に進めてほしい。 

＜地域社会＞ 

地域の高校として、地域で学ぶ機会を増やす

とともに、地域における就業機会が得られる

よう支援してほしい。 

(3)前年度の学校 

関係者評価等 

・目指す方向に学校の負担を増やさず進めるために、外部人材を入れる体制を作ってはどうか。 

・地域との関わりについては、できることは協力するので何でも言ってほしい。 

(4)現状と

課題 

教育 

活動 

・ＳＨＲにおける漢字検定への取り組みや基礎学力養成学習など、基礎学力を向上させる取組

を継続的かつ系統的に行ってきた。また、授業を大事にしようとする姿勢が生徒に浸透してき

た。今後は、学びの基礎診断を活用し、データを用いて、学力向上の取組について組織的に改

善するための仕組み作りが必要である。 

・「教師が教える授業」から「生徒が主体的に学ぶ授業」へ転換するため、教職員の校内授業

研究など、指導方法、指導内容の改善を継続的に行うことが必要である。 

・３年間の学びの集大成として、生徒は「いいなんゼミ」発表会において、自ら取り組んだ研

究内容のプレゼンテーションを行っている。内容について、調べ学習でなく探究活動になるよ

う発展させていくとともに、１・２年次から探究のスキルを身につけるよう指導計画を整備す

る必要がある。 

学校 

運営等 

・連携型中高一貫教育校として、連携中学校との連携を深めていくとともに、連携外中学校と

の相互理解を強化する必要がある。 

・地域住民や小中学校と連携しながら行う「飯南・飯高地域 キャリア教育全体計画・学習プ

ログラム」の中で、「地域課題解決学習」の要素を強化する必要がある。 

・校務の多様化の中で過重となっている教職員の勤務時間を縮減していく必要がある。 

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 



３  中長期的な重点目標 

教
育
活
動 

・変化の大きいこれからの社会で、自分らしくたくましく「生きる力」を育成するため、地域と連携し、探

究活動を推進する。その中で、「本気の大人」との出会いを設定し、「正解のない問い」に対して「とことん

考える」場を作る。 

・生徒が主体的に自ら学ぶ姿勢を育むとともに、学力の向上を図るため、アクティブラーニング型授業に取

り組む。 

・生徒の自己肯定感を育み、自他の生命及び人権尊重の精神を育成するための人権教育を推進する。 

学
校
運
営
等 

・地域との連携を深め、地域との協働を進める中で生徒を育て、地域の活性化に寄与できる互恵的関係を構

築することで、地域の子どもが進学したい高校としていく。そのために、コミュニティ・スクール化に向け

て準備する。 

・これからの社会で求められる力を育成できるよう、授業力向上のための研修や新しい教育課程編成に、組

織的に取り組む。 

・教職員が意欲的に業務に取り組み、充実感を得られるよう、業務内容を見直し、総勤務時間の縮減に取り

組む。 

４ 本年度の行動計画と評価 
（１）教育活動    

教育活動に関する項目は、児童生徒を対象としたものとするのが望ましい。 
（例）「教育課程・学習指導」「キャリア教育（進路指導）」「生徒指導」「保健管理」など 

    また、評価項目・指標等を検討する際の視点は、学校の実態に応じて設定する。 
  

【活動指標について】取組・活動の具体的な活動量や活動実績を指標にします。 

【成果指標について】取組・活動による具体的な効果や成果等を指標にします。 

【備考欄について】「※」：定期的に進捗を管理する取組 「◎」：最重点取組 

項目 取組内容・指標 結果 備考 

学習指導の

充実 

（１）生徒が主体的に学ぶ力を身につけるため、アクティブラーニング型

授業に取り組む。 

（２）基礎学力定着のための SHR 学習を行うとともに、「学びの基礎診

断」を実施し、生徒の客観的学力を把握する。 

【活動指標】生徒、保護者対象の満足度調査、授業参観時の保護者ア

ンケートを、各１回ずつ実施する。 

【成果指標】飯南高校で学ぶことに対して満足している生徒の割合を

90％以上とする。 

（１）授業改善の研修を３回

実施し、教員のスキル向上

を図った。 

（２）「学びの基礎診断」を実

施、結果分析を行った。 

【生徒･保護者アンケート】 

「満足」「どちらかというと満

足」合わせて９2％ 

※ 

 

◎ 

生徒指導の

充実 

（１）基本的生活習慣の確立をめざし、毎日、登校指導を行い、挨拶の

大切さを理解させるとともに、厳しくも懇切丁寧な頭髪・服装指導を組織

的に行う。 

【活動指標】朝の登校指導を原則毎朝実施する。 

【評価指標】年間遅刻者数前年度比５％減。 

（２）新入生の全員クラブ登録を奨励し、生き生きとした学校生活の実現

と部活動の活性化を目指す。 

（１）全校集会だけでなく、日

常での指導実施 

【朝の登校指導】 

毎朝実施 

【遅刻】 

１月時点で３３．５％増 

（２）新入生全員クラブ登録

奨励 

◎※ 

キャリア教育

の充実 

 

 

 

 

 

 

（１）「地域課題解決型キャリア教育」を推進し、総合学科の特色である

入学年次の「産業社会と人間」、２年 次の「キャリアデザイン」、３年次

の「いいなんゼミ」等を通じて、コミュニケーション能力、プレゼンテーショ

ン能力を向上させ、課題解決能力の育成を目指す。 

【活動指標】 

発表の機会を各学年２回以上設ける。 

「産業社会と人間」でフィールドワークを年２回実施する。 

【成果指標】 「プレゼンテーション能力」がついたと答えた生徒の割合

【発表の機会】 

「産社」3回 

「キャリアデザイン」2回 

「いいなんゼミ」3回 

【「産社」フィールドワーク】 

1学期 1日、２学期 2日 

【プレゼンテーション能力】 

1年：８８．２％    

◎ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

を１年次 50％以上、２年次 60％以上、３年次 80％以上とし、３年次に 

「課題解決能力」がついたと答える生徒 80%以上とする。 

（２）中高連携や高大連携、地域の社会人講師による授業など、多様で

魅力的な学びの場を提供する。 

２年：８４．６％   

3年：８３％ 

【課題解決能力】 

3年：８８．７％ 

 

 

 

人権教育の

充実 

（１）人権 LHR 等において、教員も含めた意見交換のできる学習を取り

入れていく。自他の考えを尊重し、多様性を認めあい、お互いを思いや

ることができる仲間づくりを行う中で、生命の尊厳を理解できる人権学習

を進める。 

各学年で各学期1回の人権

ＬＨＲを実施。 

加えて 

2 学年：修学旅行(沖縄)事

前学習 

各学年：ＳＮＳ講話 

各学年：性教育講演会 

※ 

改善課題 

○「地域課題解決型キャリア教育」推進のためのカリキュラム整備と校内外のシステム整備。特に「地域人材育成

コンソーシアム・いいなん」を中心に、校内と校外をつなぐ体制の整備 

○基礎学力定着のための組織的な指導体制の一層の整備。 

○人間関係形成力（柔らかい人間関係を作る力。「対話力」）の向上 

 
（２）学校運営等 

学校運営等に関する項目は、教職員や施設等を対象としたものとするのが望ましい。 
（例）「組織運営」「研修（資質向上の取組）」「情報提供」「保護者・地域住民等との連携」など 
また、評価項目・指標等を検討する際の視点は、学校の実態に応じて設定する。  

【活動指標について】取組・活動の具体的な活動量や活動実績を指標にします。 

【成果指標について】取組・活動による具体的な効果や成果等を指標にします。 

【備考欄について】「※」：定期的に進捗を管理する取組 「◎」：最重点取組 

項目 取組内容・指標 結果 備考 

学習指導の  

充実 

 

 

（１）生徒の意欲向上、学力向上のために、授業改善の職員研修や公

開授業を実施する。 

（２）学力向上のために３年間を見通した、組織的な計画とシステム整備

を進める。 

（３）新学習指導要領について研究し、教育課程編成の準備を行う。 

【活動指標】 

公開授業年２回以上実施 

職員研修年３回以上実施 

（１）【公開授業】2回実施 

【授業改善の職員研修】 

3回実施 

（２）「学びの基礎診断」を

ベースとした 3年間の指導

計画に沿って、学力と指

導方法の分析を始めた。 

（３）新課程編成の議論開

始 

◎ 

 

 

 

 

 

 

 

キャリア教育の 

充実 

 

 

 

 

 

（１）職場定着サポーターとの連携や求人開拓を進める一方で、 早期

離職を防止するために卒業後も就職先を訪問するなど職場定着に向け

た取り組みを推進する。 

【活動指標】 卒業生の就業状況確認と求人依頼のための職場訪問を

行う。 

（２）３年間の進学指導計画の整備を進める。 

（３）「正解のない問い」に「本気の大人」と取り組み、「とことん考え抜く」

取り組みについて検討する。 

（１）【職場定着の取組】 

職場定着サポーターと共

に事務所訪問を実施。 

（２）プロジェクトチームで

生徒を指導。この経験もと

に計画を検討中。 

（３）文科省「地域との協働

による高等学校教育改革

推進事業 (地域魅力化

型)」の指定を受け、地域

課題解決型キャリア教育を

※ 

 

 

 

 

 

◎ 



進める体制を作った 

働きやすい職場

環境づくり 

（１）チームとして仕事をする体制作りを進め、総勤務時間の縮減を図

る。 

【活動指標】 

定時退校Ｄａｙを月１回設定し、定時退校できる職員の割合７０％以上 

部活動休養日を週１日以上設定し、予定どおり休養日を設定した部活

動の割合１００％ 

放課後に開催され６０分以内に終了する会議の割合７０％以上 

 

【成果指標】 

時間外労働時間１時間／月削減 

休暇取得日数１日／年増加 

月８０時間を超える時間外労働者を延べ１人削減 

【定時退校Ｄａｙ】月 1回設

定。定時退校できた教員９

４％ 

【部活動休養日】 

週 1日以上設定した部活

１００％ 

【会議】放課後に開催さ

れ、60分以内に終了した

会議６７．３％ 

【時間外労働時間】 

15.1→17.7時間 

(1月末現在) 

【休暇取得日数】 

－８．８日／年 

（25.0日→16.2日） 

【時間外労働月 80時間を

超える人数】 

１→５人(1月末現在) 

※ 

改善課題 

○「アクティブラーニング型授業」のためのスキルアップと教職員の学び合いの体制づくり。 

○「探究活動」指導のスキルアップと教職員の学び合いの体制づくり。 

○３年間の進学指導体制の一層の整備 

○総勤務時間の縮減。 

５ 学校関係者評価 

明らかになった 

改善課題と次へ

の取組方向 

〇これからの社会で求められる人材育成という意味で、飯南高校の取組は普遍的な価値を持つも

のである。引き続き地域との協働を進めていただきたい。 

〇加えて、四年制大学への進学指導を強化することが、地域の学校としての価値を高めることに

なる。 

６ 次年度に向けた改善策 

教育活動につ

いての改善策 

〇４つの「生きる力」＝「対話力」「追究力」「創造力」「発信力」をすべての教育活動で意識し

ていく。 

〇「地域課題解決型キャリア教育」推進のため、組織的に指導計画を構築していく。 

〇主体的・対話的で深い学びの推進のため、引き続き研修の機会を作っていく。 

学校運営につ

いての改善策 

○引き続き進路指導計画の整備を進める。 

・基礎学力定着・向上のためのＰＤＣＡサイクルを回し、指導力を向上させる。 

・３年間を見通した進学指導計画を整備する。 

○過重労働対策の継続。 

 


