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愛知県立新川高等学校

共につくる魅力ある学校
○生徒が力を伸ばせる学校

・日々の学習を大切にし、進路目標に向かって学力を伸ばす。
知・徳・体を錬磨し、国家及び社会の限りない伸展に貢献するとともに、人類 ・部活動や学校行事、体験的な活動に積極的に取り組み、豊かな心を育む。

教育目標 本年度の重点目標 ○教員が互いに高め合い、力を発揮できる学校
が築いた文化遺産の継承発展に資する心身ともに健康な日本人を育成する。 ・生徒の進路実現を目指し、学習習慣の確立、基礎学力の定着を図る方策を講じる。

・生徒が考え、話し合うことで自らの考えをより質の高いものにする授業の実践に取り組む
・生徒理解に努め、生徒一人一人を大切にした指導・支援を行う。

○保護者・地域とともにつくる学校
・保護者や地域の意見を大切にし、開かれた学校づくりを行う。
・地域の文化資源に触れ、生徒の帰属意識を高める。

項目（担当） 重点目標 具体的方策 中間評価 評価結果と課題

学校行事の充実 ・３０周年記念式典を ・生徒を主役とした３０周年記念式典 ・生徒を主体とした周年行事の準備をすすめている。 ・３０周年記念行事を高い意識を持った生徒主体の運営をすることが
（総務・特別活 学校生活に生かす工 にする。 ・記念式典に向けて、生徒それぞれが高い意識を持って参加で できた。
動） 夫 きるよう指導を重ねている。 ・実行委員会と連携して準備運営ができた。

・体育祭、文化祭とも生徒会役員と部活動生徒、その他有志生徒が連
携、協力して行なうことができた。

・各種学校行事への生 ・式典の前後に、生徒に意義を理解さ ・生徒会役員を中心に、生徒が前面に出て活躍できるよう実行 ◆本年度、高い意識を持って各行事の準備運営ができるようになった
徒の主体的な関わり せる指導を行う。 委員会と連携して準備をしている。 生徒集団をさらに成長させたい。

・スポーツ大会では生徒会役員と実行委員会が連携して活動すること
ができた。来年度は、実行委員会が企画段階から関われるようにし

・各行事の際に生徒会役員と生徒実行 ・体育祭、文化祭とも、部活動あるいは有志生徒の活動として、 たい。
委員会の活動の連携を図る。 生徒会役員との連携を行なった。 ・体育祭、文化祭では、生徒会役員と有志生徒・部活部員が連携して

準備・運営をすることができた。来年度は、実行委員会を組織し、
企画段階から生徒会役員と実行委員会が協力、連携して取り組める
ようにしたい。

学習指導の徹底 ・学習習慣の確立 ・学習時間調査を定期的に行い、家庭 ・学習時間の分布表を見るとクラスの学習の平均時間は変わら ・考査規定、別室受験の対応、監督方法を改善することで、考査を支
（教務） 学習の状況を把握する。 ないが、学習時間の少ない生徒が増加していることが分かる。 障なく実施することができた。

学年会等でよく検討し、学習時間不足の生徒の対策が必要で ・学習時間は、全学年増加傾向にあり、学習時間の少ない生徒も減少
ある。 している。

・公開授業、参観授業 ・授業見学報告書の内容が、授業担当 ・授業見学報告書の提出方法を見直したため、見学者の所見が ◆クラス間の学習時間の差が大きいので、学年団と連携してその対策
の活用 者によく伝わるよう工夫する。 授業担当者に伝わるようになった。 を考えていきたい。

◆授業見学報告書は、教員の指導力の向上につながるようさらに改善
することが課題である。

進路指導の徹底 ・進路情報の共有と積 ・最新の進路情報や、模試の結果を効 ・学年進路指導部で模試の結果を生かす工夫をし、共通認識と ・校内掲示板等を利用し、進路情報を速やかに提供することができた。
（進路指導） 極的な活用 果的に活用できる資料を提供する。 理解に努めた。 ◆各学年の模試結果の分析を行い、問題点を把握し、日頃の学習活動

にフィードバックすることが課題である。
・進路行事への積極的 ・補習・模試・土曜開放などに意欲的 ・土曜開放学習や補習で学習意欲が高まるような学習の場を提 ・1・2年生の土曜開放の講座は年間10回、3年生はほぼ毎週実施するこ
な参加 に参加できるようにする。 供した。 とができた。また、補習に関しても例年通り実施することができた。

◆進路ガイダンス・進路講話等を利用して、個人の進路に関する関心
・キャリア教育の充実 ・出前講座等、将来の職業への関心を ・自分の進路を考えるような進路行事を企画し、関心を高めた。 を高め学習意欲を向上させたい。

もたせる工夫をする。 ・夏休みを利用して、希望者に体験学習を実施することにより、職業
への関心を深めることができた。

生徒指導の徹底 ・基本的生活習慣の確 ・毎朝の校門指導などにより、ゆとり ・毎朝、登校指導を続けているが、登校時間が遅くなる生徒が ・登校時間が遅くなり、遅刻する生徒だけでなく欠席する生徒もが増
（生徒指導） 立と落ち着いた雰囲 ある学校生活の始まりを生徒に促 やや増えてきている。 え続けている。次年度に向けて基本的生活習慣の確立を図る指導を

気の学校生活 す。 継続していくことが必要である。
・身だしなみ指導により、落ち着いた ・学校生活全般は落ち着いているが、更衣後の服装に乱れが見 ・服装の乱れが、生活の乱れにつながらないように早期の指導を心が
雰囲気の学校生活を送れるようにす られる。 けることが必要である。
る。

・交通安全意識の向上 ・交通安全講話・自転車教室などによ ・交通安全講話や自転車教室の実施により安全意識は向上しつ ◆ＰＴＡに協力をいただき、朝の交通安全指導を行うことができた。
り、安全意識の向上を図り、交通マ つあるが、不注意による自損事故が目立つ。 来年度も継続し、学校と家庭の連携を図りたい。
ナーの向上と事故防止を目指す。

・情報モラルの向上 ・ＰＴＡと協力してスマートフォン等 ・保護者会で保護者への理解を深めるための依頼を行うなど啓 ・スマートフォンなどの適切な利用を心がける指導を継続して行った。
の適切な利用ができるよう啓発を行 発活動を継続している。 来年度以降も機会あるごとに指導していくことが必要である。
う。



項目（担当） 重点目標 具体的方策 中間評価 評価結果と課題

特別活動の推進 ・生徒会議の充実 ・生徒会だより等で、創立３０周年を ・新入生歓迎看板、生徒会だより特別号、３０に因んだメッ ・生徒は創立３０周年の意義をよく理解したうえで記念行事に参加す
（特別活動） 盛り上げるようにする。 セージボードを作成し、創立３０周年の周知を図った。 ることができた。

・より多くの生徒の主 ◆来年度は、３０周年に関する行事を通して醸成された母校を誇りに
体的な関わり ・特別活動部と部顧問の連絡を密に ・複数の部が高校総体予選で好成績を収めた。 思う気持ちを、さらに確かなものにしていきたい。

し、部活動の活性化を図る。
・部活動の充実 ・部活動の合宿規定が今年度から施行され、夏季休業中に一部 ・部活動は、参加者の真剣な取り組みが、対外試合での好結果につな

の部が実施し、高い成果を得た。 がることが多かった。更なる部活動の充実を図りたい。

教育環境の整備 ・環境整備意識の高揚 ・校舎内の環境整備及び美化とゴミの ・校舎内の美化については、階段、トイレなど清掃が徹底され ・ゴミの分別はよくなった。
充実 分別処理を徹底する。 ていない時期や場所があるため、対策を検討したい。ゴミの ◆清掃状況に関しては、美化委員による清掃チェックを実施できなか
（保健） 分別状況はよくなってきた。 ったので、来年度からは、実施できるよう努めたい。

・安全で清潔な環境の ・教職員、生徒全員による学校美化活 ・全員清掃を実施して、学校美化に努めている。６月の第１回 ・自転車置き場清掃は、美化委員により年２回実施したが、来年度以
維持と美化活動の推 動を充実させる。 除草は実施でき、多くの草をとることができた。９月の第２ 降廃止する。除草は２回のうち、１回しか実施できなかったが、来
進 回除草は雨天中止にしたが、日程も含めて課題を残した。 年度は１回計画している。年間行事計画の見直しが課題である。

健康教育の推進 ・事故、けが、病気等 ・生徒自身の心身の健康課題を理解さ ・登下校や部活時も含めて、安全と事故防止に努めている。エ ・登校時や部活時のケガは、路面が濡れているときに多いことがわか
（保健） 安全に対する健康管 せ、事故やけが防止の指導と事故後 ピペン講習会や熱中症対策説明会を職員会議で行った。また、 り、注意喚起に努めた。

理能力の育成 の早期対応を行う。 生徒・教員対象のAED講習会を実施した。 ◆来年度以降も、エピペン講習、熱中症対策、AED講習を引き続き、開
催したい。

・メンタルヘルスケア ・利用しやすい相談室の在り方を考え ・教育相談委員会や相談室利用の充実を図り、スクールカウン ・教育相談委員会やスクールカウンセラーとの連携により、生徒に対
の充実 る。 セラーと連携して、生徒への声かけにも心がけ、悩みを抱え 応し、成果があがった面もあった。

る生徒の早期発見と対応に努めている。 ◆相談室の場所の変更を考えたが、他にいい場所がなく、課題である。
・健康観察の実施 ・教育相談委員会の機能性を高める。 ・健康観察とそのデータを毎月集計し、各クラス担任に配布した。教

・朝のＳＴ時に健康観察を全クラスで ・健康観察の結果を集計して、教育相談委員会で報告し、生徒 育相談委員会での活用も定着してきた。来年度以降も継続して実施
組織的に実施する。 の状況の把握に努めている。 していきたい。

読書指導の推進 ・図書館利用の推進 ・読書・学習の場として、図書館の積 ・図書の貸し出し冊数が4月当初より昨年を上回る伸びを見せ、 ・図書委員の主体的活動による準備・運営によって、学校行事・季節
（図書） 極的利用を推進する。 その後も順調に推移している。 の行事・時の話題と連動させた図書館企画・展示・行事が充実し、

参加者増加に貢献した。
・図書館の利用促進を教科や学年会と ・今年度、新たに総合的な学習の時間の「地域探究」での利用が加わ

・読書意識の高揚 連携してすすめる。 り、図書館の有効活用に広がりを持たせることができた。
・図書委員会の企画検討では、各委員から活発な意見交換がな ・図書の貸出冊数が年度を通して昨年を上回ったが、来館者数は伸び

・図書委員会活動を活性化し、図書館 され、各種行事に意欲的に取り組んでいる。 悩んだ。
行事の充実を図る。 ◆来年度に向けて、来館者数増加につながる図書館活動の検討が課題

である。

開かれた学校づ ・学校評価制度などの ・学校評議員会、学校関係者評価委員 ・学校評議員会での本校教育活動について出た意見を集約し、 ◆学校評議員会、学校関係者評価委員会でいただいたご意見を真摯
くりの推進 積極的活用 会などでの幅広い意見集約に努め、 今後の学校運営に生かすことができるよう準備をしている。 に受け止め、今後の学校運営に生かしていきたい。
（総務） 学校運営に生かす。

・評議員３名が文化祭を見学され、生徒の創意工夫に高い評価
があった。

○３０周年記念行事を中心として、生徒主体の行事運営を実施することができた。
○教育相談委員会を定期的に実施した。スクールカウンセラーと連携をすることで、生徒に対応することができた。遅刻や欠席をする生徒が増加しているので、ＨＲ担任と教育相談委員会のさらなる連携が必

総合評価 要である。
○１年生の総合的な学習時間「地域探究」を通して地域の理解を深めることができた。また、その準備やまとめにおいて、図書館を有効に利用することができた。来年度は、新たに２年生で「修学旅行事前研
究」が実施されるので、さらに図書館の活用を図りたい。

【主な意見】 ※（ ）内は学校の説明
○食物アレルギーでエピペンを持っている生徒はいるか。どのような対応をしているか。（毎年食物アレルギーの生徒はいる。エピペンを所持する生徒も入学するようになった。職員会議で使用法等の講
習を行い、管理等について検討した。慣れていないため、適切な対応を確立するまで少し時間がかかった。）

○総合的学習の時間の｢地域探究」はよい取組なので継続してほしいが、ただ地域の歴史遺産の見学だけで終わることなく、歴史上の偉人がどのような状況でどう判断したかなどを考えてディスカッショ
学校関係者評価 ンするなど判断力の養成につなげてほしい。

○体験的学習や外部講師の講演などを行うとどのように生徒は変わっていくか。（検証はできていないが、視野や物の見方は広がると考えている。）
委員からの評価 ○購買ゴミと持ち込みゴミの処理の仕方の指導を徹底してほしい。（４月当初から各クラスに具体的に示したものを掲示して指導しているが、十分ではない。今後も指導の徹底を図っていく。）

○交通安全指導で、毎朝ちょうどいい場所で指導していただいていてありがたい。
○教育相談は重要であるので、相談室の場所の検討は最優先で取り組んでほしい。
○今の若者の多くは、指示されると動くが、指示されないと動かない。ぜひ体験学習を通して、考えて自発的に動けるように育ててほしい。
【評価】
○地域と連携した取組を行うなど、生徒の帰属意識を高め、主体性を育む活動がなされるようになってきている。
○「新川高校の教員はいろいろなことを考えながら生徒に接して、職員が一丸となって指導しているところに敬服している。」と、応援の言葉をいただいた。


