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教育目標

城南静岡高等学校・中学校
・
・
・
・

まず健康と明るい心
道に従い優しく強く
仕事は忠実、務は責任
報恩奉仕の毎日へ

校 長

廣 瀬 尚 史

(達成度70%・A 達成度70％～40％・B 達成度40％・C)
Ⅰ．経営の重点に関すること
目
標
◯ICT科高校１年生全員にパ
ソコンを所持させ効果的学習
重点目標
を研究
（産業人としての知 ◯定員数を満たすための内
識・技能修得、豊か 容充実に努める
な人生観を熟慮さ ◯中学部では英・国・数の学
力向上
せる）
◯部活動の充実を図り、多様
性の生活習慣を会得

Ⅱ．各部・領域等に関すること
目
標
◯資格取得・検定勉強対策
◯基礎学力の向上
◯道徳教育の充実
◯地域貢献教育への取組
教務部

◯基本的生活習慣を身につ
ける
◯城南静岡を好かれる学校
にする

具体的取り組み
高校１年生のパソコン貸与については
１学期中に行う。貸出使用規定につい
てしっかり生徒の指導する必要があ
る。ICT活性委員会を通し、各授業で
今まで以上の活用を期待する。募集
に関しては、小・中学校へのアピール
すると同時に、在校生に対して満足を
高めることにより、評判を高める努力が
必要である。
部活動に関しては指導者への指導が
必要である。生徒への接し方や労働
時間の問題についても。

最終評価(A～C)
B
パソコン貸与については全員の手元に渡
り、生徒の学習意欲の向上につながった。
ただ、各種検定の取得状況については例
年の結果は出なかった。募集に関しては、
中学３年生の人口減少により、昨年のように
定員をオーバーするほどではないにしろ、
他校と比較しまずまずであった。今後は更
に厳しくなるであろう。中学生については、
特に英語の学力向上が検定試験の結果に
表れた。一部の部活動については、残念な
がら教師に対する生徒・保護者の信頼が薄
れている。そのため結果も良くない。

具体的取り組み
商業科目に対して特別講習と強化週
間を年間２回ずつ設け、取得率の向
上に取り組んだ。また、大学進学に求
められる英語の資格取得対策として、
本年度はじめての英語検定強化週間
を実施した。また、地域貢献教育の一
環として「城南マルシェ」を７月に開催
し、１０月には「しんきんフェア２０１７」
に高校３年生が全員参加し、地域企
業のサポートをさせていただいた。

最終評価(A～C)
B
ICT科は日商簿記１級合格者２名、全商全
種目（９種目）１級合格１名をはじめ、全商３
種目以上合格２４名を輩出し、今年度も数
多くの資格を取得させることができた。ICT
設備を活用した基礎学力の定着を目指した
が、顕著な成果は得られなかった。２年目
の「城南マルシェ」は規模を拡大して実施
し、好評を得た。「しんきんフェア」では、受
付をはじめ物販のサポートや会場周辺の警
備など様々な仕事を経験することができ、
地元企業とのつながりを深めることができ
た。

定期的に頭髪検査を実施。登下校時 B
に交通指導を兼ねて挨拶運動、マ
ナー指導の実施。テスト期間や行事に
おける学年による郊外巡視の実施。授

B

A

学校関係者評価委員から
パソコンが貸与となったことにより、保
護者の負担が減ったことは、保護者に
とって大きなことだと思います。子供達に
とっても、今後の学力意欲の向上が見
込まれます。また、他校にない授業内
容、取り組みを継続的に行っていること
は、高い評価ができます。一方、一部部
活動での教員の質の低下があり、保護
者や他校の教員からの評価があまり芳し
くないのは残念なことです。学校の今後
の指導を期待いたします。

学校関係者評価委員から
ICT科の資格取得は県内でもトップクラ
スであり評価は高いと思います。また、こ
のような結果を残すことで一人一人の自
信にもつながり、さらに成果を増すことが
期待できます。
城南マルシェは地域との交流に貢献で
きていると思います。

子どものみならず、保護者にも問題があ
り、指導の難しさが表面化しています。
大きな問題については評価者やPTA役
員への報告を密にしてほしいと思いま

◯基本的生活習慣を身につ
ける
◯城南静岡を好かれる学校
にする
生徒指導部

○進路１００％決定
○新たな進路の開拓
進路指導部

○心身の健康の保持増進

保健部

◯生徒の興味・関心を援助
し、社会性・創造性を育てる
◯より高いレベルの大会等で
結果を残す
部活動

教職員の
資質向上

保護者との連携

◯ICT活用の研究
◯新カリキュラム研修
ICT科・普通科の新しいカリ
キュラムの徹底研究
◯地域の人々との交流指導
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定期的に頭髪検査を実施。登下校時
に交通指導を兼ねて挨拶運動、マ
今年度は過去に例を見ない事例があった
ナー指導の実施。テスト期間や行事に が、校長・教頭・学年と連携して対処した。
おける学年による郊外巡視の実施。授 日常においても、学年・クラスにおける粘り
業やSHRにおいての生活指導。
強い指導が実施されている。その場で生徒
に声かけできる教員と、できない教員との温
度差が感じられる。
できる限り情報を共有し、生徒や職員
の進路意識向上を図る。普通科の進
路についての確立とともに全員の進路
が決定できるように努める。

B
例年通り満足できる結果を残すことができ
た。普通科への進路についてもう少し研究
すべき点がある。家庭事情による生徒以外
は全員進路を決定することができた。

薬学講座を開催し、薬物が心身に与 B
える影響についての理解を深めさせ 薬害講座を実施し、薬物が身体に与える影
る。
響について広く生徒に周知した。今年度も
PTAよりキエルキンを各教室へ配布すること
ができた。インフルエンザ大流行のため高
校１年生で４クラス学級閉鎖、中学１年生学
年閉鎖となったが、学校全体への広がりは
なんとか抑えることができた。早期に予防接
種を受けるよう勧めていきたい。トイレ、水道
等は見回りを行い、清掃が行き届かない所
は声かけを行った。
基本的生活習慣の育成を柱とし、厳し
さの中にも慈愛に満ちた指導を心掛
ける。運動部においてはスポーツをす
る楽しさや喜びを忘れず指導にあた
る。文化部においては芸術系や学問
系の技術向上を自発的・自主的に活
動できるような指導にあたる。

ICT授業「すらら」「スタディサプリ」の
導入、ICT活性委員会による研究発
表。
新カリキュラムの学習計画作成。
城南マルシェ開催準備及びしんきん
フェア静岡参加への事前研究。

A
本年度も全国大会に出場した部活動があり
（水泳・体操・書道）、活発な活動をすること
ができた。柔道部は新校舎完成に伴い柔
道場が新設され、日々練習に励んでおり、
今年度初めて男女とも静岡県大会ベスト８
進出を果たした。簿記部は静岡県新人戦に
おいて、創部以来初めての優勝をすること
ができた。
B
ICT活用の研究に対しては更なる努力が必
要。新カリキュラム研修においては、学習計
画の作成のみで研究には届いていない。
地域の人々との交流指導は目標に届いて
いるが更に研究を要する。

◯学校と保護者双方で生徒 PTA総会・懇親会・地区会・学級懇談 A
を育てるという意識で連絡を 会・常議員会の開催にPTA役員と連 いろいろな場面で保護者の意見を聞くこと
密にする
携して多数の参加を保護者に呼びか ができたことは良かった。城南祭・文化祭・
けた。また、城南祭・文化祭・体育祭の 体育祭の行事に多くの保護者の参加が
行事についても来校いただけるよう計 あった。
画を立てていきたい。

B

A

子どものみならず、保護者にも問題があ
り、指導の難しさが表面化しています。
大きな問題については評価者やPTA役
員への報告を密にしてほしいと思いま
す。

先生と生徒の進路に対する意識を高め
ていくことが、良い結果につながってお
ります。ただし、企業や学校と生徒、担
任、進路指導担当者の意思疎通がおろ
そかになってしまった点が残念だったこ
とと思います。

キエルキンを各教室に設置するなど、他
校に先んじて対策を講じる学校姿勢は
素晴らしいことだと思います。

A

A

素晴らしい結果の１年だったと思いま
す。マスコミを通じて部活動の成果を上
手にアピールすると良いと思います。あ
る公立高校では週１回部活動休みの学
校があります。先生、生徒のためにもこ
のような日を検討してみてはいかがで
しょうか？

B

先生方が一生懸命取り組んでいると思
います。一方で一部の先生自身のモラ
ルの問題も指摘される場面もありますの
で、教員の教育も今後の課題として取り
組んでほしいと思います。

A

地区会、城南祭、文化祭、授業参観、懇
談会、PTA総会及び懇親会など保護者
との話し合いの機会が多く、学校の様子
が分かりとても良いと思います。

保護者との連携

地域との連携

◯学校と保護者双方で生徒 PTA総会・懇親会・地区会・学級懇談
を育てるという意識で連絡を 会・常議員会の開催にPTA役員と連 いろいろな場面で保護者の意見を聞くこと
密にする
携して多数の参加を保護者に呼びか ができたことは良かった。城南祭・文化祭・
けた。また、城南祭・文化祭・体育祭の 体育祭の行事に多くの保護者の参加が
行事についても来校いただけるよう計 あった。
画を立てていきたい。
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○学校行事の地域の方の参
加の呼びかけ
○地域の行事に対しての職
員・生徒の参加
○学校施設の貸し出し

学校の行事の町内会への告知を回覧
板やチラシを作成して行う。
地域の催し物への参加を職員・生徒
に告知する。

A
学園祭や城南マルシェなどの学校行事に
地域の人たちが参加してくれた。また、地域
の防災訓練に本校の生徒が多数参加し
た。昨年に引き続き地域の夏祭りに学校施
設を貸し出した。更に消防署の水難救助の
練習のためプールの貸し出しを数年行って
いる。

○ICT科の新入生にパソコン
の貸与をする
○新館竣工後の小さな不具
合の補修
○インフルエンザ対策

ノートパソコンの購入を３社見積り合わ
せで決定し、なるべく早い時期に生徒
に配布できるようにする。新館と体育
館については竣工後に使用してみて
不具合が分かるので、それに対してで
きる限り対応していきたい。インフルエ
ンザに関しては、昨年同様にキエルキ
ンの導入を検討する。

A
新入生に対するノートパソコンは４月中旬に
生徒の手に渡せることができた。建物に関
しては、施工業者が割と早く対応してくれて
いる。キエルキンを今年も導入することがで
きたが、今年はインフルエンザが猛威を振
るったので効果は今一つであったが、導入
しなければもっと増えていた可能性がある
ため（学校によっては学校閉鎖のところがあ
る）、今後も導入を考えていきたい。

施設・環境

学校からの経営のまとめ

（成果と課題）

新入生ICT科の生徒全員にノートパソコンを貸与したことは、保護者への経済負担や募集
に関してのマイナスイメージを払拭できたように思われる。また、学校施設の充実により生
徒にとって良い環境が整った。更に中身の充実を期待する。県教委では実学分野の学び
の充実を目指しているが、本校では「まなびや」の授業を通じてアクティブラーニング（主
体的、対話的、深い学び）をすでに展開している。普通科第２期卒業生もほぼ希望通りの
進路が決定した。ただ、最近の保護者の考え方、生徒の行動について対応ができず、悩
みを抱える教師も増えてきているため、教師のメンタルケアも必要になってきている。

A

地区会、城南祭、文化祭、授業参観、懇
談会、PTA総会及び懇親会など保護者
との話し合いの機会が多く、学校の様子
が分かりとても良いと思います。

生徒と地域の人たちと多方面で交流が
出きているという報告は素晴らしいことだ
と思います。
A

この数年間で施設設備が大きく改善さ
れ良くなっていると思います。

A

学校関係者評価委員まとめ
ハード面は校舎、体育館、パソコン等ここ数年で充実してきており、とても良いイメージになったと思い
ます。ソフト面に関しては先生、生徒、保護者の意識の違いから問題が発生したことは少し残念でし
た。このようなことはどこにもあることですので、迅速な対応・的確な対応を心がけてほしいです。今回
の出席者の中で、本校卒業生と一緒に仕事をしている方がおり、とても頑張っているというお話は印
象的でした。このようなことをホームページだけでなく、いろいろな場面で周知させてほしいです。今
後も学校教育は難しい局面を迎えることと思います。情報が検索できる時代となり、生徒も保護者も
知識は豊富です。先生方も今以上に努力をし、勉強する必要があります。色々な場面で対処できるよ
うな学校や教職員であってほしいと思います。

