
平成３０年度 学校マネジメントシート 

 

【様式】 

 学校名（ 三重県立伊賀白鳳高等学校 ） 

１ 目指す姿 

(1)目指す学校像 「力」と「志」を持った職業人を育成し、地域に貢献できる学校 

(2) 

育みたい 

児童生徒像 

・自ら学び、判断し、行動する生徒 

・思いやりの心と規範意識をもち社会に貢献する生徒 

・専門的な知識・技術を身につけ、未来を切り拓く生徒 

ありたい 

教職員像 

・授業や実習、学校行事やクラブ活動、地域連携等を通して、子どもたちに「育み

たい生徒像」に記載した力を育むべく、主体的に行動する教職員 

 

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〉 

・学校生活の充実と自己実現への支援（進路・学力保障、資格取得、部活動等） 

〈保護者〉 

・子どもの成長（基本的生活習慣、学力、マナー、部活動等）と進路保障 

〈地域〉 

・安全・安心な学校の持つ資源（専門知識、技術、人、施設等）の提供と協力  

・生徒の公共心とマナーが育成され、専門学科としての専門性や特色を生かして地

域の活性化に貢献してほしいと期待している。 

・防災拠点 

(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 

〈保護者〉 

・充実した学校生活を通しての子どもた

ちの成長（学力、マナー、部活動等）  

・進路保障、安心安全な学校 

〈企業等〉 

・企業人、社会人としての素養の獲得 

（基礎学力、専門知識・技術、マナー、

コミュニケーション能力等） 

〈大学・短大・専門学校〉 

・進学後困らない基礎学力とコミュニケ

ーション能力の定着 

〈中学校・小学校・保育園等〉 

・地域の専門高校としての役割 

・系統的なキャリア教育のパートナー 

〈地域〉 

・学校の持つ資源（専門知識、技術、

人、施設等）の提供  

・地域活性化への貢献 

・防災拠点 

〈保護者〉 

・ともに生徒を育てていくための学校教

育への理解と協力 

・生徒の健康管理 

〈企業等〉 

・インターンシップ、デュアルシステム

等の受け入れ 

・安定した雇用の継続 

〈大学・短大・専門学校〉 

・より高度で専門的な知識・技術等の獲

得 

・進路先としての生徒の受け入れ 

〈中学校・小学校・保育園等〉 

・基礎学力の定着 

・継続的な指導のための、生徒個々の情

報の提供 

〈地域〉 

・学校教育への支援 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 



(3)前年度の学校 

関係者評価等 

・本校だけの事ではないが、就職後のキャリア形成において、成功体験の少ない生

徒や基礎学力に不安のある生徒が、ステップアップの機会に、自分自身の能力に

悩み、昇進を辞退もしくは転職してしまう事例が有る。高校においてスモールス

テップで成功体験の積み重ねや基礎学力の習得を進めていただきたい。 

・部活動において、保護者から週休日の練習や考査期間中の練習について、配慮し

てもらいたいとの声を聴いた。今後県教育委員会から出される部活動ガイドライ

ン等を基に効率的な部活動に心がけ、多くの生徒が安心して参加できるようにし

ていただきたい。 

・１年生の保護者アンケートの結果で、以前より学校の取組が理解できている割合

が高くなっている。高評価の取組を学校全体で共有し、積極的な情報発信を心が

けていただきたい。 

(4)現状と

課題 

教育 

活動 

・保護者の本校に対する一番の期待は進路保障であり、教員は進路ガイダンスや就

職先の開拓等に精力的に取り組んでいる。しかし、基礎学力が十分定着していな

いために就職試験に不合格になる生徒もおり、基礎学力の定着が喫緊の課題とな

っている。 

・興味・関心の持てる授業づくりをすすめているが、生徒の学力の幅が大きく、中

には授業に集中できない生徒もいる。ＩＣＴの活用やアクティブラーニングの活

用等授業力を向上させる取組を行い、わかる授業を通して、生徒の興味関心を高

める方策が求められている。 

・外国にルーツを持つ生徒や特別な支援を必要とする生徒など、多様な生徒が在籍

しており、生徒の人権感覚を磨いていく必要がある。 

・全ての生徒がすべての分野の実習を体験できることは強みではあるが、反面、専

門知識・技術の習得のための期間が短くなってしまうという課題がある。 

・白鳳 Café 等の取組により学科間連携や地域との協働の取り組みはすすんできてい

るが、更なる充実を目指して、引き続き、生徒主体の取組を重視していく必要が

ある。 

学校 

運営等 

・義務教育段階の基礎学力を身につけないまま入学してくる生徒もおり、教員間で

相互に学びあいながら、授業力を一層向上させていく必要がある。 

・様々な面で支援を必要とする生徒も多く、教育相談の充実、教員間の情報共有と

生徒理解、支援体制の充実、家庭や外部関係機関との連携等によってきめ細やか

な支援が求められている。 

・職員数の多さや学科の多さが全教職員の意志統一や情報共有を困難にしており、

管理職のリーダーシップと風通しの良い職場づくりが課題となっている。また、

地域に向けてホームページやマスコミを活用した情報発信を積極的に継続してい

く必要がある。 

 

３  中長期的な重点目標 

教
育
活
動 

・自己の興味・関心や適性に合った進路を選択し、その実現に向けて、社会で求められる基礎学

力、専門知識・技術とともに、社会的マナーやコミュニケーション能力を身につけた生徒を育

成する。 

・検定合格や資格取得、部活動における成果等を通して、生徒の自尊感情を高め自信とやる気を

引き出し、自己実現に向けて努力する生徒を育成する。 

・生徒の人権感覚を磨き、相手の立場に立って行動することができる、思いやりの心を育てる。 

・地域の教育力を活用し、生徒が主体的に活躍することで、生徒自らの自尊感情を高め、地域の

活性化に貢献できる生徒を育成する。 



学
校
運
営
等 

・教科会の活性化をはかり、教員一人一人の授業力向上に取り組む。 

・生徒や保護者と積極的にコミュニケーションをとり、複数の教職員が係わりながらきめ細やか

な教育相談や支援を行う。 

・総勤務時間の縮減や休暇の取りやすい職場など、働きやすい職場づくりをめざす。 

・風通しのよい職場づくりに取り組み、個々の教職員との対話を大切にし、学校に対する思いを

共有し、全教職員の意思統一を図る。 

 

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 

基礎学力 ・基礎学力勉強会、基礎学力に課題の有

る生徒対象の補習を実施する。 

【成果指標】 

・基礎学力模試における成績が各学年と

も前回より向上する。 

 

◎ 

規範意識の

高揚 

・欠席や遅刻をなくし、時間を守り、節

度ある行動と言動を身につける。 

・伊賀白鳳生としてふさわしい服装・頭

髪を整え、挨拶を励行する。 

【成果指標】 

・遅刻件数を前年度比 10％以上減。 

・頭髪服装指導、年 7回以上実施。 

 

◎ 

検定合格・ 

資格取得 

・各種検定試験の合格率を向上させ、生

徒の学習意欲や自信を育み進路実現に

つなげる。 

【成果指標】 

・検定や資格の合格数が昨年度より増加

している。 

 

※ 

進路指導 ・進路ガイダンスや相談、情報提供及び

キャリア教育によって、早い時期から

自己に適した進路を主体的に選択でき

る力を養う。  

・学年別進路ガイダンス、「キャリアデ

ザインⅠ・Ⅱ」等が有効に活用されて

いる。 

・面接練習、職場見学、オープンキャン

パスへの積極的に参加させる。 

【成果指標】 

・生徒アンケート「就職・進学について

自己実現ができた」３年次生徒が９

０％以上。 

・就職の学校斡旋を希望する生徒の内定

率１００％。 

・進学希望者の１００％希望実現。 

 ◎ 



人権学習 ・人権ＬＨＲ等を通して生徒の人権感覚

を高める。 

・自らの命はもとより他者の命も大切に

する態度を身につける。 

【成果指標】 

・１つ以上の学年で人権ＬＨＲの公開や

事前・事後検討が行われている。 

・生徒アンケートで「人権学習を通して

『自分の大切さと共に他人の大切さを

認める力』を高めることができた生徒

が９５％以上。 

・薬物乱用防止、交通安全、携帯安全講

話各年 1回以上実施 

 ※ 

部活動 ・部活動ガイドラインに沿った部活動の

運営を目指す。 

・部活動を通して競技力の向上を図ると

ともに、人間力の向上を目指す。 

【成果指標】 

・東海大会に団体 3 種目以上、個人 10 人

以上が出場。 

 

 

学 科 間 連

携・地域連

携 

・生徒が地域に出て学ぶ機会や地域の方

の校内での指導の機会を増やすととも

に、生徒を主体とした学科間連携に取

り組む。 

【成果指標】 

・校外での活動機会を年間 2回以上実施 

・生徒アンケートで生徒の満足度が上昇

している。 

  

改善課題 

 

 
（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 

教員の指導

力向上 

・教員相互の授業見学や授業研究、生徒の

「授業ふり返りｼｰﾄ」の活用を通し、「わか

る授業」「魅力ある授業」を構築する。 

【成果指標】 

・全教科で授業公開を実施 

・授業見学ｼｰﾄが提出される。 

・全ての教員が「授業ふり返りｼｰﾄ」を活用

している。 

・生徒アンケートで「意欲的な態度で授業

に取り組めた」生徒が 85％以上。 

 

◎ 



広報活動 ・学校要覧・学校案内の作成、保護者や近

隣地域への広報の発行による情報提供を

行う。 

・ＰＴＡ行事参画と開催、同窓会役員会・

同窓生への案内等の連携を行う。 

【成果指標】 

・学校案内の作成。 

・広報紙を年 10回発行。 

・催し参加者の増加。 

 

 

防災・ 

危機管理 

・防災計画・防災編成の作成および避難訓

練・危機管理訓練の実施、避難計画・危

機管理マニュアル・緊急連絡網の作成を

行う。 

・教室用備品の点検、職員必携の管理、年

間行事予定の作成、行事の改善等を行

う。 

【成果指標】 

・年 2回以上防災訓練を実施。 

・行事の見直しを行う。 

 

 

教育相談 ・生徒の小さな変化を見逃さず、悩みに寄

り添った教育相談を行うとともに、支援

を必要とする生徒についての情報共有や

生徒理解、家庭や外部教育機関との連携

をすすめ、支援を強化する。 

【成果指標】 

・生徒アンケートにより教育相談に係る生

徒満足度が昨年度よりも上昇している。 

 ※ 

情報発信等 ・学校の取り組みや生徒の様子などを保護

者や地域に発信するとともに、要望や意

見を聞く機会を設ける。 

【成果指標】 

・前年度より多くの方がホームページにア

クセスしている。 

・生徒が保護者や地域等に向けて学習成果

を発表できる機会を設ける。 

・イベント等への参加者の数や満足度が、

昨年度に比べ上昇している。 

  

働きやすい

職場環境づ

くり 

・総勤務時間の縮減に向け、効率的な業務

推進や年休等の制度を有効活用しやすい

環境整備に努める。 

・教育活動に対してすべての教職員が協

力・協同して取り組むことができるよう

意識の変革と向上を図る。 

【成果指標】 

・定時退校日の設定（月 1回以上） 

・部活動休養日の設定(週 1回程度) 

・会議時間の短縮（昨年度より 1 時間以内

会議の増加） 

・休暇取得日数の増加(昨年度より 1 日以上

を多くとる) 

・総勤務時間の縮減(昨年度比 15％縮減を

 ※ 



目指す) 

改善課題 

 

 

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 

 

 

６ 次年度に向けた改善策 

教育活動につ

いての改善策 
 

学校運営につ

いての改善策 
 

 


