
平成３１年度  学 校 経 営 計 画 

 

１ 学校教育目標 

「勤労」「自治」「向上」の校訓のもと、知・徳・体の調和のとれた人間の育成と社会

の有為な形成者の育成を掲げ、 

（１）健康な心身を育成し、情操豊かな人間性を養う。 

（２）責任を重んじ、自主自立の精神と社会性を養う。 

（３）思考力と判断力を培い、実行力を養う。 

 ことを目指し指導の充実に努めている。 

 

２ 学校の特色 

 本校は大正９年に富山県中新農業学校として開校し、その後、幾多の変遷を経て平成９

年に総合学科が設置され、本年度創立１００周年記念事業を行う。 

 教育課程では２年次から生徒の進路や興味・関心に応じて６分野（人文国際､自然科学、

福祉健康､情報ビジネス､グリーン､スポーツ科学）を設定し進路実現に向け基礎的な学力や

技能等の向上に努めている。 

 特色ある部活動としてボクシング、空手、ダンス、カヌーなどもあり、全国大会で活躍

することを目標に活発な活動をおこなっている。 

 

３ 学校の現状と課題 

 総合学科は「幅広い選択科目の中から自分で科目を選択し学ぶ」ことや「将来の職業選

択を視野に入れた自己の進路への自覚を深めさせる」などを重視している。すなわち、キ

ャリア教育、個性・体験を重んじる教育を通じて、主体的に学ぶ意欲を喚起・育成するこ

とを特色としている。 

 生徒は自己肯定感や主体的に学習に取り組む態度、社会参画の意識等が十分に育ってい

ないケースもあることから、自分の力を育て、自分の能力を引き出し、主体的に判断し行

動できるような具体的な対策が必要である。また、本校が教育の柱として継続的に取り組

んでいる「ふるさと教育」も特別活動面での地域活動・連携は定着しているが、進路・学

習面や課題研究等を通じた地域貢献を提案するまで高めていくことも課題である。 

 それらの課題解決のため、日々の授業において、主体的・対話的で深い学びを実現して

いく「アクティブ・ラーニング」を更に取り入れ、また、他者と協働しながら新たな価値

を生みだしていくためにもICTを活用した授業力を育成していくことも必要である。 

  

［平成３１年度重点事項］ 

（１）基本的生活習慣の確立 

   将来の社会生活の基盤となる「挨拶」「服装」「整頓」の確実な定着 

（２）キャリア教育の充実 

   上市町内の企業・事業所と連携して螺旋型のキャリア教育の充実を図る。 

①働くイメージが湧く生徒 

②自分の考えをまとめ自分の言葉で話せる生徒 

③地域と関わり将来を設計する力が持てる生徒 

（３）アクティブ・ラーニングの取り組み 

   ①「まなボード」や「タイマー」を活用しアクティブ・ラーニングの手法を取り入 

れ生徒の学ぶ意識を高める。 

   ②互見授業や教員研修により一方向授業からの脱却を目指し、生徒の学びを深化さ

せ主体的協働的に活動できる生徒の育成に努める。 

（４）地域交流活動の推進 

   ①各分野の特色を活かし地域との交流活動を進め生徒の成功体験を積み重ねる。 

   ②生徒自ら企画運営できる機会を増やす。 

職場見学【１０月】 

１年生（全員） 

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ【８月】 

２年生（希望者） 

職業を知る会【５月】 
１年（全員） 
２、３年生（希望者） 

卒業生に聴く【３月】 

２年生 

http://kamiichi-h.el.tym.ed.jp/


４ 学校教育計画                    

項    目 目 標・方 針 及 び 計 画 

(１) 校務運営 

目標 
①教育目標、教育方針に沿った校務分掌組織を確立し全教職員の共通理解を
  図りながら機能的・能率的な校務運営を図る。 

計画 

①校務運営委員会で、各部・教科学年間の密接な連携による情報の共有化に
努める。 

②様々な教育活動において、教育目標と分担業務との関連性の自覚を促し、
  教職員一人ひとりが意欲的に業務を遂行する意識を高める。 

(２) 教育課程 

目標 
①一人ひとりが基礎学力を身につけ、自分の進路や適性に応じて幅広い選択
科目の中から、自分で科目を選択し学べる教育課程を編成する。 

計画 

①２年次からの科目選択で、進路希望や適性に応じて履修するカリキュラム
の内容を検討し、教育課程委員会で協議する。 

②生徒の興味関心や進路希望を調査・分析する。 
③シラバスを活用した分野・科目選択のガイダンスを充実する。 

(３) 
教科指導 

重点１ 

目標 
①基礎学力の定着と調和のとれた人格の形成を図る。 
②一人ひとりが、各教科の目標に到達できるように指導する。 

計画 
①アクティブラーニングを実施し、生徒の学ぶ意欲を高める。 
②週末課題や放課後学習などの実施で基礎学力を定着する。 

③生徒用シラバスを活用し、適切な分野・科目選択を図る。 

(４) 
生徒指導 

重点２ 

目標 

①基本的生活習慣の確立 
②保護者の理解・協力を得て、規範意識、けじめ意識の育成を図りながら、
  規律と秩序ある校風作りをする。 
③生徒自らがマナーや規範意識を高めようとする主体的な活動を支援する。 

計画 

①遅刻防止指導 
②問題行動の未然防止、早期対応 
③挨拶、身だしなみ、マナー指導 
④携帯・スマートフォンの使用に関する指導 
⑤講話（交通安全、携帯・スマートフォン、制服着こなし、性、薬害） 
⑥玄関前指導、交通安全指導 
⑦校内の巡視 
⑧学習環境整備 

(５) 
特別活動 

重点４ 

目標 
①行事や部活動の目的を理解させ、各自の役割を遂行する態度や人間関係を
健全に育成する。  

②放課後活動に積極的に参加する機会を作り、自己達成感を育む。 

計画 

① 各行事への主体的な取り組み（体育大会・文化活動発表会等） 
②校外活動（ボランティア活動、異年齢交流等）の参加数 

③部活動への積極的な取り組み 

(６) 
進路指導 

重点３ 

目標 
① 生徒の主体的な進路実現 

② キャリア教育の推進 

③ 保護者との連携等支援体制の確立 

計画 

① 総合的な学習（探究）の時間で小論文・作文力を育成。 
② インターンシップ等進路行事への参加を進める。 
③各学年、進路選択に応じた面接指導の充実を図り、保護者会などを通じて協
力体制を整える。 

(７) 保健・美化 

目標 
①心身の健康に関する意識の向上 
②環境美化・清掃の徹底 

計画 
①定期健康診断・各種検診の結果による健康指導 
②学校保健委員会で調査発表や講話の計画 
③清掃用具の点検、美化週間の計画、清掃担当場所の共通理解 

 

 

 

 

 



(８) 図書指導 

目標 
①意欲的な読書活動を通して、幅広い知識と教養を身に付けさせ、豊かな情
操を培わせる。 

計画 

①「朝の読書」に取り組む意識を向上させ、読書活動の定着を図る。 
②図書館の環境を改善し、資料の利用の活発化を図る。 
③さまざまな広報活動や教養講座の運営、校外図書選定など、図書委員の自
主的な活動を支援する。 

(９) 情  報 

目標 
①情報の管理体制を確立し、情報モラルの育成・高揚を図る。 
②外部への情報発信の充実を目指し、迅速で正確な情報伝達に努める。 

計画 

①ネットワーク利用に関するガイドライン及び情報管理運用規定の遵守を
徹底するとともに意識の向上を促す。 

②教育安全メールと連携して、本校のホームページを活用し、効果的な情報
発信に努める。 

(10) 教育相談 

目標 
①生徒が心身ともに健康な状態で高校生活を送れるように、悩みを聞き、共
  に考え、方向性を見いだす。 
②生徒が直面する課題を自らの力で解決できるように導く。 

計画 

①不適応等の問題を抱える生徒の早期発見・改善のため、教師間並びに教師
  と保護者の連絡・調整をし、専門機関との連携を図る。 
②生徒の動向に注意し、援助が必要な場合は、保健厚生部教職員やスクール
カウンセラー及び巡回指導員との面談を実施する。 

③相談室だよりの中で、円滑な人間関係の作り方等を紹介する。 

(11) 
地域との

連 携 

目標 
①学校・家庭・地域間の連携・交流をさらに深める。 
②ＰＴＡ活動の活性化を図る。 

計画 

①保護者や地域の方々に学校教育活動や学校行事の参加を促すとともに、生
徒や職員が地域の行事・ボランティア活動に積極的に参加する。 

②ＰＴＡ行事や研修内容を充実させるとともに、アンケート実施や連絡・案
  内等を工夫することにより、会員相互の連携を一層密にする。 

(12) 

１学年 

目標 
①基本的生活習慣を身につけさせる。 

②主体的に授業に取り組む姿勢を身につけさせ、基礎学力の定着をはかる。 

計画 

①家庭との連携を密にした上で「自分の事は自分でする」ことが当たり前に
なるよう、学校生活全体を通して声かけを行い生徒の成長を支援する。 

②授業や課題の提示方法を工夫し、生徒が興味関心を持って学習に取り組め
るようにする。また、個に応じた学習方法や内容の改善を行う。 

２学年 

目標 
①将来を見通し、適切な進路選択ができる力を養う。 

②進路実現に向け、自ら課題を見つけ、自主的に行動できるようにする。 

③日々の生活の中で、自己も他者も尊重する心を養う。 

計画 

①県外進路研修、インターンシップ、オープンキャンパスなど、体験を通し
ての自らの進路選択の実践。 

②日頃の学習・生活、定期考査、模試・検定が、進路実現につながっている
という意識づけ。 

③「挨拶、服装、時間厳守、掃除、教室移動の際のマナー」が、自他ともに
尊重することへ結びついている気づき。 

３学年 

目標 
①進路目標を明確にし、その実現に向け学習活動や特別活動に意欲的に取り
組ませる。 

②卒業後の生活を見据え、規律と責任ある行動がとれるようにする。 

計画 

①進路ガイダンスなどを通して進路選択の視野を広げる。また、きめ細やか
な面接を行い、目標を具体化させ、主体的に取り組む意欲を高めさせる。 

②毎日の挨拶や対話的な清掃指導、服装指導を行い、生徒の自律を促す。 
③学校行事や部活動を通し、リーダーとしての自覚を育て、社会性を高めさ
せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 今年度の重点課題（学校アクションプラン） 

 

 

平成３１年度 上市高等学校アクションプラン －１－ 

重点項目 学習活動 

重点課題 教科指導の充実と基礎学力の定着 

現  状 

①授業検討会を適宜実施して、生活実態調査結果の分析などを通して、生徒理解を深め

るとともに、教科の指導法や評価法等を研究している。 

②各教科で学習の内容、方法、評価の仕方等を記載したシラバスを生徒に配布している。 

しかし、生徒は分野・科目選択の資料として利用しているが、学習設計の指針として、 

十分に活用するに至っていない。 

③普段の学習習慣が身についていないため、基礎学力が低い生徒が多い。 

達成目標 

積極的に互見授業を行い、授業改善の充実を図る。 
各教科 

100％以上 
１学期と２学期に互見授業期間(２週間)を設定し、各学期１人２回以上

の互見授業を行う。その後各教科で授業検討会を実施し研修する。 

方  策 

①教科指導力の改善を目指す授業検討会を開いたり、他校の公開授業を視察したりして

効果的な指導法や生徒の学習成果を測る評価法を研究する。（継続） 

②まなボードやタイマーを活用し、「主体的・対話的で深い学び」(アクティブラーニン

グ)の要素を盛り込んだ授業を積極的に行う。 

③教科指導はシラバスに基づき実施する。その際に、授業と家庭学習（課題や宿題の質 

と量に配慮）の内容を明確に位置づける。 

④授業に対する生徒アンケートを分析して、教科指導法の工夫に役立てる。 

 

平成３１年度 上市高等学校アクションプラン －２－ 

重点項目   生活指導 

重点課題 
①基本的生活習慣の確立 

②学校生活および社会生活への適応 

現  状 

①「基本的生活習慣の自己管理」「身なりを整える」「マナーを守り公共心を身につけ

る」等を指導重点として規律と秩序ある校風作りを進めている。 

②毎朝、通学駅や玄関前での挨拶や服装指導を行っているが、コミュニケーションをと 

ることが苦手な生徒や制服を着崩している生徒も見られ、根気強い指導が必要である。 

③スマートフォンの使用違反者数は、年間延べ数で H30 年度は 322 件と H29 年度より

20 件増加している。違反を見逃さない指導のあり方を確認し、保護者をまき込んだ指導

のルールを強化しながら校内での取り扱いを徹底している。また、ネットパトロール指

導は、激減しているものの重大犯罪に関わることもあり、引き続き指導が必要である。 

達成目標 

①定期頭髪服装指導に向けて、生徒の意識 

改善を促す指導の充実 

②携帯スマートフォンの使用ルール違反者 

(校内の使用やネットパトロール指導の減少) 

①再指導生徒１０％未満 ②前年比２０％の減少（件数） 

方  策 

①事前に生徒・保護者へ指導日を連絡し、

家庭での協力を依頼する。計画的に頭髪、

服装の自己管理が出来るように生徒の意

識改善を促す。 

②毎朝、挨拶を交わしながら生徒とのコミ

ュニケーションをとり、指導を行う。 

③進路指導と絡めて、社会人としての在り

方を考えさせたり、生徒主体の指導体制を

工夫し、生徒間の自覚を促す。 

①全教職員の共通理解を図りながら、統一し

た指導を行う。 

②違反した生徒は、家庭に連絡し、学校の指

導方針を理解してもらい協力を得る。違反累

積回数により特別指導を行う。 

③ネットトラブルに関する最新の情報を生 

徒、保護者に提供し、ネット使用に関する意

識の向上を図る。 

 



 

平成３１年度 上市高等学校アクションプラン －３－ 

重点項目 進路支援 

重点課題 生徒の主体性を引き出すための情報提供と進路指導 

現  状 

①進路を決めかねている生徒や、明確な進路目標を持っていても自主的な学習行動に至 

らない生徒が見られる。 

②県内外進路研修、進路体験講座など多くの進路学習が行われているが、生徒は受動的 

であり、個々の活動を系統的に生かし、進路意識を高めていくことが苦手である。 

達成目標 

①外部模擬試験や校内課

題テスト等の結果を精査

し各学年で進路検討会を

実施し個々の進路指導に 

反映させる。 

②学年末までに２年次生徒

全員の進路目標を決定させ

る。 

③生徒の進路希望の実現 

生徒個々の適性や目標を

明確にし、より良い進路

指導を行うため、検討会

を実施する。 

①進学希望者は具体的な学

校名が挙がる。 

②就職希望者は就職への意

識が固まる。 

①進学希望生徒 

第一志望校合格率 80%以上 

②就職希望生徒 

就職内定率 100% 

方  策 

①進路体験講座などでの上級学校の講義を通じて、将来像の姿をイメージさせる。 

②「県内外進路研修」や「インターンシップ」、「卒業生に聴く会」を通じて上級学校

や職場の雰囲気に触れさせ、自己理解の深化と進路・職業意識の向上を図る。 

③生徒の多様な進路希望に対応するため、入試動向や求人状況の研究を深め、基礎学力 

の定着や資格取得ができるように面接指導の充実を図る。 

④特別授業や補習を綿密に計画し、個々の生徒の目標達成に必要な基礎学力の向上を図 

る。 

⑤外部模擬試験や校内課題テスト等の成績データを精査し、各学年検討会を実施するこ

とで、分野選択の指導や教科指導、過去の成績と合否との相関関係から進学指導（特に

大学や看護学校）に活用する。 

 

平成３１年度 上市高等学校アクションプラン －４－ 

重点項目   特別活動 

重点課題 部活動やボランティア活動、異年齢交流を通しての学校生活の充実 

現  状 

①校内外の行事に対して生徒会執行部は活発だが、一般生徒の意識はそれほど高くない。

平成３０年度はボランティアサポーター登録数６９名、参加延べ人数１８１名が校外ボ

ランティアに参加し充実感を得ている。しかし、在学３年間で一度も参加しない（過去

３年間平均７０．５％）など活動意欲が不十分な生徒も見受けられる。 

②部登録はしているが活動していない生徒や、安易に退部する生徒も多く見られる。継

続して部活動を続けている生徒は、全体の６６．８％である。平成３０年度は全学年平

均５７％の生徒が部活動を積極的に行ってきた（行っている）と答えていた。 

達成目標 
①ボランティア等の校外活動の参加数 ② 部活動に積極的に活動している生徒の割合 

延べ人数 ２００名以上 ６０％以上 （12 月にアンケート実施） 

方  策 

①生徒会及び各種委員会と連携を図り

ながら、活動の輪をひろげる。 

②地域交流や校内外でのボランティア

活動、クリーン活動、家庭クラブ活動

に対する広報活動を活発にし、参加し

ていることへの自覚を深める。 

①部活動の必要性や魅力を理解させ、体力や技

術、意識の向上とともに、人間的な成長と個性

の伸長を実感させ、学校生活の充実を図る。 

②部長会議を各学期２回実施し、状況把握を行

うとともに、必要な対策を行う。 


