平成３０年度 修文女子高等学校評価
【教育方針】
全人教育・文武両立
教育の根底となる哲学「どう生きていけば幸せになれるのか」の追求
習
1 学
・学習に打ち込むことを通して生きる力を養い、知的で豊かな人間性を育む。
2 課 外 活 動
・学校行事を通して絆を深め、人間関係の大切さを学ぶ。
・部活動を通してくじけない心を育て、たくましい精神力を養う。
3 社 会 性
・社会生活におけるルールや礼儀を体得し、人間としての品格を備える。
・地球環境について正しい認識を持ち、環境保全活動を実践する。
【目指す学校像】
魅力と活力に満ち、地域に根づく信頼される学校
【目指す生徒像】
学習指導、進路指導の充実により生徒の「学びの構え」と、生活指導、部活動指導等の充実により「生きる構え」を育み、心身ともに逞しく「生き抜く力」を身につけた品格ある生徒を育成する。
【学校生活のモットー】
「元気に！ 明るく！ さわやかに！」
【今年度の重点目標】
1 社会人となるための基本を身につけさせる
2 学習に対する意欲を喚起し、学力を向上させる ～学力の保証～
3 心の教育の充実・自立心を育てる ～心の学校～
4 防災教育を推進する ～安心・安全な学校～
5 地域の期待にこたえ、信頼される学校をつくる ～開かれた学校～
項目

重点目標

達成度

次年度への課題及び行動目標

基礎学力の定着

・毎朝の小テスト（漢字・英語）の実施
・家庭学習ノートの実施

・小テストを毎朝（定期考査当日を除く）行う。合格点は８割とし、それに満たない得点 学習習慣の定着（２・３年生においては継続）は概ね達成 g基本的な学習習慣の定着など、「学びの
の生徒には追試等を行って、より多くの生徒が英語と国語の基本的な知識を身につ できている。漢字の読み書き、基礎的な英単語・英熟語 構え」の構築には一定の成果を挙げること
の定着にも、一定の成果が挙がっている。
ができた。
けられるようにする。

４

多様化する入試に柔軟に対応できるよう
な学力や、一般入試で合格できる学力を
付けさせる指導をさらに充実させていきた
い。

応用力の養成

補習に取り組む姿勢など、特に３年生はこ
・習熟度別クラス編成による授業の実施（国数
・それぞれの学力に応じた適切な指導を行うとともに、よりレベルの高い授業、補習 模試のデータを見る限り、上位層の学力の伸長がいまひ れからの普通科の方向性を考えていく上
英）
とつである。今後も継続的に指導を実施していく。
で重要な示唆を与えるものであった。進路
を実施することで、生徒の（客観的に計測できる）学力を引き上げる。
・学力や進路希望に応じた補習の実施
実績にも一定の成果が見られた。

３

来年度以降も、難関大学へ合格できるよう
な応用力の育成を、教務課（各教科）・進
路課と協力しながら勧めていきたい。

視野の拡大

・進路行事の実施時における振り返りの徹底

・自身の適性や進路希望について、年間を通じて絶えず思考を深めさせる。

１・２年生の中に、卒業後の進路について興味・関心を持 特に３年生を中心に、進路希望を高い志を
つ生徒が一定数生まれた。今後はそれを各学年全体に 持って設定し、そこに向かって挑戦する姿
拡げていきたい。
が見られたことが成果である。

３

生徒の進路目標を、適切なPDCAサイクル
の中で引き上げていけるよう、攻めの姿勢
で進路指導を行っていきたい。

可能性の追求

・模試の積極的受験の奨励と対策の実施

最後まであきらめずに努力することで、
志望校のレベルを安易に下げることなく、高い志を持って
「自分の持つ可能性は、自分が思っている
・自らの能力を過大評価、過小評価することなく、目的に向かって一心に学習に取組
学習に臨む生徒が増加した。上記「応用力の養成」ととも
以上のものであった」という実感を持てた
む姿勢を育む。
に、その志を実現させるための指導にあたりたい。
生徒が増加した。

３

視野の拡大と同様に、自分の可能性を自
分の主観のみで判断してしまうことのない
よう、「生徒をその気にさせる」指導を心が
けたい。

・３年間の検定取得に組織的に取組み、日本商工会議所主催の検定合格を目指
積極的な資格取得と進 ・夏季補習、検定直前補習、朝補習、進学指導
す。
学指導
の充実
・資格による進学指導を充実する。

多くの生徒が各補習の意義を理解し、目
的意識をもって意欲的に取組めた。また、
夏季補習、検定直前補習、朝補習に、ただ参加するだけ
高い合格率を誇る検定も数多くあった。資
でなく目的意識をもって意欲的に取組めた。
格取得を活かし進学する生徒や情報会計
科の学びを深めたい生徒が多かった。

３

真面目に補習に取組み、検定を受検した
生徒が多かったものの、数多くの検定を受
験する時期になると消化しきれない生徒も
いた。検定の受験計画を今一度見直すと
ともに、計画的かつ効率的な学習ができる
ように指導したい。

即戦力となる人材の育
・始業前着席、授業準備の徹底
成

・コミュニケーション能力の育成を念頭に置き、きめの細かい指導をする。

１．２年生を対象に、東海財務局の方より
財政というテーマで出張講義を依頼した。
その結果、商業について学ぶ意義や進路
夏休みに全学年を対象に、名古屋学院大学の先生に出
への意識付けにつながった。
張講義を依頼した。その結果、簿記を学ぶ意義や進路へ
３年生希望者を対象に、木曽川キリオで行
の意識付けにつながった。
われた一宮消費生活フェアにボランティア
として参加した。その結果、コミュニケー
ション能力の育成につながった。

３

今後も出張講義の依頼や外部イベントの
参加を積極的に行い、現在の商業の学び
をより実践的で深いものにしていきたい。
生徒の主体性を育成するような活動を増
やしていきたい。即戦力となる人材の育成
を図るため、インターンシップやボランティ
ア等の積極的な参加を呼びかけたい。

・毎朝の身だしなみの確認
基本的生活習慣や基
・個人面談の実施
礎学力の定着
・学習コンクールの小テストの実施

・生徒、保護者とのコミュニケーションを綿密に取る。
・学科全体で小テストを実施することにより、学習習慣を確立し、基礎学力の更なる
伸長を図る。また、不合格者には追試を実施する。

定期的に個人面談を実施し、内容に応じて保護者と連絡
を取ることができた。学習コンクール対策として小テストを
実施したが、第１回より第２回の方が不合格者が増加し
た。

学習コンクールは３回全てにおいて、昨年
より平均点を上げることができた。
日頃から粘り強い指導をしてきたが、欠席
遅刻が多かった。

３

生徒指導で気になることがあればすぐに
保護者に連絡し、連携を深めていきたい。
更なる基礎学力の向上に努めたい。

家庭科検定資格取得 ・検定補習の実施
の強化
・徹底反復学習に検定問題を実施

・家政科生徒としての自覚を持たせ、調理と被服の基礎的な技術と知識を身につけ 家庭科検定取得に向けての意識付けができ、補習が必
させる。
要な生徒には、授業後などに実施することができた。

被服検定（和服）１級に２名、調理１級に１
名、保育３種１級に１名など、過去最高の
上位級の合格者を出した。

４

進学につながるような検定取得の指導を
していきたい。

調理技術と知識の習
得

・調理師としての自覚の涵養

・個人面談を定期的に実施し、一人ひとりの特性の把握に努め、調理師としての自
覚を育てる。

早期に問題点を発見し、迅速に対応する
個人面談を定期的に実施し、生徒の些細な変化を見逃さ
ことができた。その際、保護者にも連絡を
ない努力ができている。また、生徒の進路実現の達成に
し、学校と家庭が協力して生徒を見守るこ
向けてきめ細かい進路指導ができている。
とができた。

４

より一層、生徒の変化を見逃さない指導を
継続したい。

地域に根づく学科

・地域活性化事業への参加
・地元企業との商品共同開発

・地産地消をテーマに、一宮市にちなんだメニューを考案し、発表する。継続的に商
品化できるように企業に働きかける。

愛知ディスティネーションキャンペーンの
愛知デスティネーションキャンペーン連携企画の「おもて
成功、親子クッキング教室の開催、セブン
なしモーニングcafé」に出店した。伊勢神宮への奉納を目
イレブンやイオンモール木曽川店との連携
標に、地元農家と醸造会社と連携して「特製ドレッシング」
企画開催など、一定の成果は収めたが、
も考案している。
伊勢神宮への奉納はできなかった。

３

新しい企画を立案し、既存の企画における
スパイラルアップができるように、日頃の
教育内容の拡充をより一層深める。

防災に対する取組み
の推進

・防災教育の推進

・危機を予防するために、点検・避難訓練・教員研修・安全教育を実施し、安全に行
動できる知識や能力を育成する。

避難訓練を全校生徒に対して実施した。また、一宮市役 ２学期以降、度々地震が発生した。咄嗟の
所危機管理課に依頼し、１年生に対して「地震についての 時の行動がとれるように指導する必要が
備え」として講話を実施した。
ある。

３

「あいちシェイクアウト訓練」を実施し、避
難訓練を実施し、防災講話、消火栓講習
会等を実施していく。

・メール配信システムやホームページを通して取組みを紹介し、協力連携を図る。

PTA活動に関しては、文化祭時のチャリティーバザーや
PTA活動の新しい企画を実施することが
交通安全指導を実施したが、ホームページ等に活動を紹
できなかった。また、同窓会より、AEDや部
介することはできなかった。同窓会の活動に関しては、新
活動の懸垂幕を寄贈いただいた。
しい企画や情報発信ができていない。

３

PTAとの連携を図り、主体的な取組みを働
きかける。またホームページを通して情報
発信する。

・学習コンクールで60点以上、基礎力診断テストでＤ２以上を目指し、入試に対応で
きる運用能力を身につけさせる。

土曜日補充の実施だけではなく、先生方
土曜日補充を実施することで、昨年度より基準点以上の
の問いかけが生徒の意識向上につながっ
生徒が飛躍的に増加した。
た。

４

その場での取組みだけではなく、定着が
はかれるようにする。

・授業規律の確立と授業力の向上

・始業終業のけじめと挨拶を徹底する。
・ＩＣＴやアクティブラーニング型の授業を取り入れ、生徒の学習効果の向上に努め
る。

年間を通して昼の反復学習の時間徹底が
チャイムと同時に授業開始がまだ十分とは言えない。ま
できなかった。一方、授業に関しては各教
た、中学校・保護者・教員対象の研究授業を実施すること
員が工夫し、生徒の学習意欲を高めるよう
で、学習意欲を高める授業力向上に努めた。
に努めた。

３

昼の反復学習の時間に前日の家庭学習
を振り返り、帰宅後の計画を立てさせる。

・読書環境の整備

自習する部屋としての第２学習室、プロジェクターの常設
・良質な読書環境を整備する。
授業や学習、部活動の場所として図書館
した第１学習室、話し合いを活性化させるホワイトボード
・図書館を授業、特別活動等で計画的に利用し、生徒の主体的、意欲的な学習活動
の利用は増加したが、本の貸出ついては
を配置したコモンズなど、学習の目的別に利用できる環
や読書活動の充実を図る。
減少した。
境を整備した。

３

図書委員会の活動を年間を通じて計画
し、主体的に活動できるようにする。

・正しい身だしなみの確立

ほとんどの生徒が正しい身だしなみで生活できている。
・正しい身だしなみの習慣を身につけさせるため、日常的に声掛け指導を実践する。 袖ボタン、カーディガンのボタンを閉めるなど、日常的な
声掛け指導の成果と言える。

普通科

具体的方策

留意事項

情報会計科

家政科

食物調理科

総務課
PTAや同窓会との連携 ・PTA活動の主体的な取組みへの支援
の推進
・同窓会などの情報発信

・基礎学力の定着と応用力の養成
学力の向上
教務課

図書館の利用促進

品位ある生徒の育成

生徒課

進路課

広報課

満足できる進路選択

情報発信の充実

最終評価

保護者アンケートにおいて、約80％が品位
ある生徒の育成のため生徒指導に熱心に
取組んでいると回答された。

３

約20％の保護者の声を大切にし、声掛け
指導を心掛けていきたい。

３

登校指導、交通安全講話等を継続的に指
導していきたい。

・交通マナーの遵守

・交通事故「０」を目指し、正しい登下校マナーを身につけさせる。

交通事故が８件発生した。昨年度は13件
交通事故６件発生。すべてが被害者であるが、加害者に
であり、交通安全マナー指導の成果と言
なりえることを含めて交通安全指導を徹底させたい。
えるが、目標は達成できなかった。

・委員会活動の活性化

・通年で活動できる企画を各委員会で立案、実施し、活気ある学校生活を送らせる。

前期は多くの学校行事があり、生徒会、生徒会行事実行 文化祭、３年生を送る会では生徒会の意
委員を中心に成功を収めた。
見を吸い上げることができてきた。

３

委員会活動の見直しをしていきたい。

・部活動の活性化

・定期的に部活動だよりを配付し、生徒・保護者の理解と協力を得る。
・３年間精励した生徒、貢献した生徒に対して卒業時に顕彰する。

生徒に対しては部活動結果や予定を周知
毎月部活動結果及び予定を作成し配付したことにより、
できたが、保護者に対しては部活動任せ
生徒のモチベーションアップにつながり、東海大会に出場
になった。３年間精励した生徒の顕彰は実
する部活動もでてきた。
施した。

３

学校と家庭がきめ細かく連携を取り、保護
者の理解を得ながら３年間継続して部活
動に取組めるようにする。

・心身の健康意識の向上

・定期的に保健だよりを配付し、生徒・保護者に情報提供と協力を得る。
・相談室開室日を定期的に知らせ、相談による心の安定した日常につなげる。

毎月保健だよりを作成配付し、健康情報の提供に努め
た。
相談室専用のつい立を活用し、安心な環境整備を工夫し
た。

保健だよりは、季節ごとの時事やけがの
予防に関して掲載した。
相談室は、つい立やカーテンを使用して、
入りやすく、相談しやすい環境をつくった。

３

保健の詳細な情報をわかりやすく発信し、
健康意識への関心を高められるようにす
る。
相談室の呼びかけの方法や、関係部署と
の連携を工夫し、利用促進を図る。

・進路行事の連携と意識づけ

１年次から始まる各進路行事にそれぞれの意味を持た
・３年間継続的かつ明確な目的を持った指導により、３年間の熟慮の結果として進路 せ、３年間の高校生活を通して進路決定ができるよう運
選択をさせる。
営しているが、３年次になっても進路決定の意識が低い
生徒も若干いた。

進路シラバスの活用が充分にできず、３年
間の継続的な進路指導ができたとは言い
難い。

２

進路ファイルの導入と進路シラバスのリ
ニューアルによって担任が指導しやすい
体制を構築する。

・多様な入試制度の活用

・進路検討会を定期的に行い、更なる難関大学への挑戦を促したり、取得した資格
を活かした入試方法を提案したりするなどし、安易に妥協させない指導をする。

教員からのアプローチによって国公立大
学や難関私大への挑戦が増加した。セン
ター利用入試や、資格を利用した入試でも
結果が出た。

３

本年度の結果をもとに現２年生にもやれ
ばできるという意識を植え付け、より難関
の大学に挑戦させる体制を強化する。

・就職試験対策の強化

集団面接に臨む生徒の姿勢も良く、各学
夏休み前から繰り返し面接指導を行い、全員自信を持っ 科からの力強いバックアップもあり、成果
・就職試験対策の補習により基礎学力の定着を図る。また、面接試験において加点 て就職試験に臨めるだけの実力はつけた。また、補習を を挙げることができた。就職補習では、筆
となるよう指導し、全員が第一志望の企業に合格できるようにする。
実施することによって就職に必要な基礎学力を養成し
記試験に必要とされる基礎学力を養成す
た。
ることができ、就職内定率は、100％であっ
た。

４

進学補習と連携し、さらなる就職補習の充
実を図る。面接試験が苦手な生徒の指導
を徹底する。挨拶・礼・立ち振舞・所作・姿
勢・歩き方等について、教員が一丸となっ
て日頃から指導を徹底する。

オープンスクールや入試説明会のリーフ
レットを時期ごとに配付したり、SNSで情報
発信をしたり、本校のPRを積極的に行っ
た。

３

ホームページや学校案内を見やすく、わ
かりやすくリニューアルする。

生徒会活動の活性化

健康管理の徹底

中間評価

※達成度は４段階評価
４：大変よくできた。
３：まあまあできた。
２：あまりできなかった。
１：全くできなかった。

・ホームページや学校案内等を通じて、本校の ・SNSとの連動により年間ホームページ訪問者数を拡大する。
魅力を発信
・オープンスクール、入試説明会等のPRを強化する。

中間評価はなし。

中間評価はなし。

