
授業アンケートにおいて「その時間のねらいや目
的を理解して、授業に臨んでいる」「この講座で
は、板書やワークシートは見やすく、記入しやす
い。」「この講座では、ペアワーク・グループワー
ク・意見発表・プレゼンテーション・相互評価な
ど、先生の話を聞く以外の活動をする時間があ
る」に肯定的な回答をする生徒が80％以上

・考査に「思考力・判断力・表現力」を問う問題を入れている例
を紹介・共有し、授業改善につなげる。
・校内研修などで各教科の改善の取り組みを交流する機会を
設ける。
・『授業改善通信』において、校内の特色ある事例を紹介し、取
り組みを全体で共有する。

ＰＬ：指導教諭
ＳＬ：教務主任
　　　教科主任
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・生徒アンケート結果（「ねらいや目的」92.6%「板書やワークシート」94.2%
「ペアワーク等の活動する時間」85.3%）から肯定的な回答が多く、授業改
善が進んでいる。
・教員アンケート結果（「思考を促す授業のデザイン、思考力・判断力・表
現力を問う考査問題」87.2%が取り組中もしくは準備中）からまだ改善の余
地がうかがえる。特にiPad活用の研究はアイディアを実現する準備に非
常に時間がかかっている。

・校内で協働により授業改善が効率化している例を示して共有す
る。
・スクールプランの中間報告・年間報告の前に一斉の教科会議時間
を設定する。
・ＩＣＴ支援員の配置、もしくは県のＩＣＴ支援員の援助を得た上でタブ
レット活用プロジェクトチームをつくる。

家庭学習の充実
・家庭生活の中で主体的に学習する時間を『Life
Design（手帳）』に記録し、定期考査前の学習時
間が2時間以上である科目の割合を60%以上（昨
年度は50％未満）。

・ホームルーム担任は、生徒に生活の記録や家庭学習計画を
『Life Design（手帳）』に記録させ、面接旬間の際に活用する。
また、定期考査後に学習時間の集計をする。
・科目担当者は定期考査2週間前に考査範囲を発表し、『Life
Design（学習時間記録表）』を点検し、取り組みの指導や学習
方法の助言を行う。

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：学年主任
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・『Life Design（手帳）』の点検頻度は週１回が11名（47.8%）で担任だけで
なく副担任も点検を行っているクラスもあった。ほぼ毎日点検している先
生も５名おり、特に1年生は自己管理を習慣化するため、ノート活用の指
導に必要性を感じている意見が多かった。
・ノートを活用した計画的な学習時間（2時間以上学習した科目の割合）の
確保は、2学期末平均51.5%（1年58.9%、2年43.8%、3年50.6%）期末での試
験科目数の増加に対応できていないと感じる。

・ノートをより身近に感じ活用する雰囲気をつくるため、ページの上
部の一言コメントを生徒に募集した。また、ノートの点検に必要性を
感じるが負担も感じる意見もあるので、副担・副副担への依頼を教
務でお願いしていく必要性がある。ノート活用の成功例を教員間で
提案することで、指導の充実を図りたい。
・学習時間を確保するためには、行事日程を十分検討した上での考
査日程を組む必要がある。

Mikuma PAS Systemの工夫改善による学習意
欲の向上
・産業社会と人間（PAS　First）及び総合的な探
究の時間（PAS Second)・総合的な学習の時間
(PAS Ｔｈｉｒｄ）の活動に対する生徒の満足度80%
以上
・「４つの力」（調べる力、まとめる力、発表する
力、聞く力）の定着と各教科の学習意欲の向上
（取組充実度80％以上）

・「Mikuma PAS System」の工夫改善を図り、生徒の学習意欲
を高める。特に、「４つの力」（調べる力、まとめる力、発表する
力、聞く力）を定着させ、各教科学習等に意欲的に取り組ませ
る。
・総合学科としての25年間の取り組みを十分精査して（教育課
程・系列や科目選択等）、取捨選択を行う。
・3年次（PAS Third）において、魅力化・特色化事業に協力いた
だく地域講師や事業主との協働を図る。

PL：総合学科主任
SL：学年主任
　　 教科主任
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・総合学科の取組に関する生徒アンケート結果（肯定的回答）
　「発表する力の定着」1年93.3%、2年80.4%、3年94.7%
　「積極的に取り組めましたか」1年97.5%、2年97.4%、3年97.0%
　「成長できましたか」1年95.0%、1年94.9%、3年97.7%
本年度は活動を制限されることが多かったが、公開発表会をはじめ総合
学科で予定されたほぼすべての行事が実施できたので、生徒の満足度も
高かった。一方、「４つの力」のうち「発表する力」の定着が一番低かった
ので強化したい。

・「発表する力」の定着率を更に向上させるため、「発表に関する相
互評価の強化」「発表に対する評価をする時間」などを設ける。
・「発表する力」を強化するため、各教科の授業においても発表する
場面を作ったり、発表を評価項目の重点とする。「発表する（そのた
めの探究活動も含む）」ことを日常の習慣とし、どの授業や生活場面
でも必須となる環境づくりを行う。
・地元の人材を活用しての講演を度々行うことが出来た。次年度
は、上級学校の先生方との連携を図り、外部の方との繋がりを増や
していきたい（三隈サポーター登録）。

進路指導の充実
・就職および進学ともに第一希望での合格を目
指す。
・学校による就職紹介100％達成
・希望する大学および上級学校への合格100％

・校内における進路に係る面談に加えて、総合学科主催の企
業・上級学校訪問を活用して進路決定を適切に進める。
・1年　進路報告会（3年生からの体験報告）／　外部講師招聘
の進路ガイダンス
・2年　進路ガイダンス（2回　本校進路指導部／外部講師招
聘）
・3年　年間10回予定　外部講師招聘（2回）／　校内ガイダンス
（7回）／社会への旅立ちセミナー（1回）

PL：進路指導主任
SL：学年主任
　　 教科主任
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・コロナ禍の中、3年生への旅立ちセミナー、1年生への進路ガイダンスは
ズームを使用し実施できた。2年生の進路ガイダンスは延期している。
・現時点の進路達成率は、進学が100％、（学校紹介）就職も100％であ
る。(公務員は日田市役所に2名合格)
・第3回基礎力診断テストのＤ３判定の生徒数は第2回より1年2年ともに10
名増加している。一方、２年生は過年度比較で昨年度よりも全教科GTZ
指標で２ランク以上、上昇している。

・３年部から１・２学年への具体的な進路引継ぎを実施する。
・進路に関する行事の検討と各種様式の活用時期や方法の確認。
・進路指導部と３学年部で進路（受験）成績や指導方法について分
析し、より効果的な体制の構築を図る。
・基礎学力診断テストの底上げと上位層の個別指導を教科と連携を
取りながら進める。
・基礎力診断テスト分析会を計画的に実施する。

服装頭髪指導の充実
・服装頭髪のマナーを守り、違反率10%以下を目
標として指導する。
・生徒の自発的な啓発活動を促す。

・定期的に服装頭髪検査を実施する。
・授業や職員室入室の際に服装の乱れを指摘し、改善させる。
・生徒会活動の一貫として各種委員会に取り組ませる。

PL：生徒指導主任
SL：学年主任
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・服装頭髪検査の結果自体は良いが、検査の時だけきちんとしている生
徒や、検査が終わった後に元通りになる生徒がいる。常に指導を受ける
一部の生徒へ対する指導方法を考える必要がある。
・学校への要望事項について、「すべての生徒が要望しているか」「実現
のためにどのような行動が必要か」などを生徒会に考えさせ、特別活動
部（生徒会担当）との連携も密にしている。

・教職員が自覚を持ち、常日頃の授業や清掃など学校生活におけ
るあらゆる場面で規範意識を育てる必要がある。
・学校への要望を実現するために「なぜ学校は禁止しているのか」
「どうすれば学校が許可するのか」を職員間で問題共有する。一方、
生徒にも再度「自分たちの要望は適切か」というアンケートを実施し
て、根拠の正当性を生徒会で討議させる。

交通安全指導の充実
・自転車ステッカー活用率100％を目指す。交通
事故および違反の件数を減らす。
いじめ・不登校・重大事故等の予防・解消
・事案の発生を予防するとともに解消率100％目
指す
人権・部落差別解消教育の推進
・教職員が自信をもって人権・部落差別解消教
育を行う（自己評価3.2以上(4段階))

・自転車安全運転およびマナー向上の啓発活動を継続的に取
り組む。日田警察署と連携をして交通安全講話を実施し、交通
安全意識を高める。
・警察発表の自転車指導カード交付状況を活用し、教師生徒と
もに現状を認知する。
・対策委員会を適切に開催してSCやSｻﾎﾟｰﾀｰ等の外部人材も
活用して協働して対応を進める。
・人権・部落差別解消教育HRAの事前研修会や郊外研修会・
学習会に参加する。

PL：生徒指導主任
SL：保健主任
　　 学年主任
　　 人権・部落差別
　　　　　解消教育係
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・豪雨災害後の心のケアに関する職員研修、いじめ等の事案にかかわる
生徒のカウンセリングなど、早期にSCと連携した組織的な取り組みがで
きた。
・コロナ禍において、例年以上に家庭・家族や人間関係に関する悩みを
持つ生徒が多い。（相談件数、昨年度より37件増）
・保健だよりや保健委員会の活動による生徒・保護者への感染対策の周
知・徹底をおこなった。
・人権・部落差別解消教育ＨＲＡは、HR担任・副担任・副々担任が主指導
をすることができた。特に3学年の「結婚差別」に関するＨＲＡでは、人権・
福祉委員会の生徒が授業の一部を担うコーディネーター役を行うことが
出来た。生徒向けの事前学習会・事後反省会から、生徒自身も『自分の
こと』として捉えることができている。
・「部落差別について学校で学びましたか？」の質問において、「かなり学
んだ87%(県平均53%)」「少し学んだ13%(県平均40%)」であった。特に３年生
の人権・部落差別解消に向けた意識の向上が見られる。
・教職員研修として、地区の方を招き対話会を実施、また「一人一課題」を
設定し年間を通して継続的な取り組みを行った。

・次年度当初から「人間関係づくりプログラム」を実施できるように、
年度内に体制や年間計画づくりを行う。
・引き続き感染症対策の周知・徹底を行う。

・部落差別を中心としてあらゆる差別を許さない・無くそうとする力の
育成のため、人権・部落差別解消教育ＨＲＡや諸活動に生徒が積極
的に参加することにより、人権感覚を醸成する。
・教職員研修をより充実させ、自信をもって人権HRAに臨めるように
する。

学校行事、部活動の充実
・学校行事や活動に参加して、自分の取組や仲
間との協働で達成感を得た生徒80％を目標とす
る。
・各種ボランティア活動への参加生徒をのべ250
名を目標とする。
・部活動加入率70％以上を目指す。

・生徒会総務・専門委員会の活動を中心に、生徒の自治活動
を推進する。
・各種ボランティアや地域活動に生徒が関心を持ち、意欲的に
取り組める環境づくりを行う。
・活動実績を校内外で共有できる仕組みを構築する。
・積極的な部活動への参加と各種大会での上位入賞を目指
す。

PL：特別活動主任
SL：学年主任
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・コロナ禍の影響により学校行事を縮小したが、三隈祭の生徒アンケート
では達成感を得た生徒は98％であった。
・2年修学旅行（12月）については、コロナ禍ながらも保護者の理解を得て
日程およびコースを変更して実施することができた。
・各種ボランティアは中止となった事業が多く、41名の参加に留まった。し
かし、日田支援学校との交流事業は作品やDVDの展示等で交流を図るこ
とができた。
・部活動加入率は81.5％を達成している。

・学校行事および部活動について、保健部をはじめとした関係分掌
と連携をとり、安心安全を担保しながら生徒の自主性や活動技能を
高める方策を講じて計画を進めていく。特に、校外活動（練習試合、
大会）における、健康管理シートと参加同意書の活用を促進する。
・部活動や生徒会活動について、現行の仕組みを見直し、より現状
に見合いかつより機能的にすすめられるものになるように改善を図
る。

総合学科の再構築及び広報活動の充実
・総合学科の特長を再確認するとともに再構築
を図る検討を行い（運営委・職員会議）、教育課
程編成や情報発信を進める。
・説明会や広報資料を充実させて、中学校関係
者（生徒・教職員）に総合学科への理解と関心を
高める取組を行う。

・各種学校広報活動を昨年度の1.5倍を予定して行う。また、地
域創生の活動や行事に生徒が参画する機会を昨年度から増
加させる。
・「地域の高校魅力化・特色化推進事業」を活用し、体験入学
や中学校における学校説明会、広報活動等を充実させる。

PL：管理職
SL：各分掌主任
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・体験入学参加者は中学生207名、保護者は11名。
・職員による高校説明会を近隣16中学校で、在校生による「出前説明会」
も1校実施。
・広報用パンフレットは13部作成、学校HPでの情報提供は180回超更新。
・「地域の高校魅力化・特色化推進事業」については、感染防止対策を講
じながら実施。
・出願総数は昨年度より9名減少し、定員を満たせていない。

・在校生による「出前説明会」を近隣中学校で実施する。総合学科を
選択して伸長をみせる生徒の実際をアピールすることが、公立高校
への回帰を促す中学校での進路指導につなげたい。
・学校HPでの情報提供（在校生の作品も含む）を年間100回以上更
新。
・「地域との協働による高校魅力化推進事業」で本校の「強み」を重
点的に実施し、体験入学参加者の増加と定員確保に繋げる。

働きやすい学校と
するため、教職員
が目的と方策を共
有し、協働する意
識の醸成を図る。

超過勤務の削減と休暇の取得増進
・超過勤務を月45時間以上の職員の割合を20％
以下にする。効率化を進めるも教育の質を低下
させない工夫を行う。
・学校行事・諸活動・授業運営における発展的な
縮減を各分掌や教科会議で常に検討する。
・すべての教職員が本県が目標とする程度の休
暇を取得する。

・超勤防止や休暇取得のための工夫改善を行う。例として、各
机上にマイ定時退庁日マークを置き、職員が定時退庁しやす
い環境を作る。
・月1回の衛生管理委員会を行い、定期的に働きすぎや適正な
衛生管理が行われているか情報共有と方策を練る。
・学校行事の精選及びブラッシュアップを各分掌で検討する。
・学期ごとに職員向けアンケート（勤務の在り方）を実施する。

PL：管理職
SL：各分掌主任
　　 事務室
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・年休取得は平均13.8日（昨年11.5）。月の超過勤務は平均32.8時間（昨
年35.7）。産業教育振興フェアやコロナ休業明けの補充で10月以降揺り戻
し増加となった。夏季休暇や勤務振替についてはほぼ100％取得できて
いる。
・9月に超勤縮減、業務改善についてのアンケートを実施、10月以降の朝
礼シートに「定時退庁者」の欄を設置、11月に年休取得計画表（11～1月
分）を配付したことで、超過勤務の削減と業務効率化の意識づけを行って
いる。
・衛生管理委員会を月1回実施し、職員の勤務記録の確認や悩みや困り
の情報収集を通じて衛生管理や協働への是正を行った。
・運営委員会を隔週実施として、協議の焦点化と能率性の向上を高め
た、運営委員の意識啓発が進んだ。

働き方改革を進めるため以下の点を強化・提案する。
・朝礼シート内の「マイ定時退庁日」の活用を強化
・業務担当や責任の複線化をすすめるための「相互扶助（お互い
様）シート(自習監督登録BANK)」の提案
・「〇曜日は副(々)担任デー」の提案
・各業務「集中月」調査の実施

《重点目標に対する保護者アンケートの結果》
「よく取り組めている」　　　　 7.1%
「取り組めている」　　　　　　71.4%
「あまり取り組めていない」　21.4%
「取り組めていない」　　　　　 0.0%

《アンケート結果から》
・保護者から「相談できる場」「ノー残業デー」の設定という意見
がある。本校がこれまで実施してきた同様の取り組みについ
て、欠点や不具合を分析し見直す必要がある。

学校教育目標 中期目標 重点目標

令和２年度学校評価（年間評価）
学校名　　　　　　大分県立日田三隈高等学校

前年度評価結果の概要

（成果）
〇授業改善の指標として「三隈高スタンダード」の充実を掲げ実践し、授業に関する生徒アンケートの数値に改善が見られた。
〇生徒の学習意欲の向上及び学力（技術・技能の向上を含む）の定着を図り、『Life Design（学習時間記録表）』を活用した学習習慣の定着を図った。
〇定期服装頭髪検査による再検査率は15％以下で最終的には不備なく完了できた。
〇学校での教育の成果を地域に公開することを目的に、各種催事やボランティア活動に積極的に参加した。

（課題）
●『Life Design（学習時間記録表）』を活用した生徒自身の振り返り及び学習習慣の定着のために今後も引き続き取り組みを進める。
●基本的な生活習慣に関する生徒意識を喚起して、特定生徒の服装等を改善すること、また出席状況を改善する必要がある。
●定員の確保には至らなかったが、今後も在校生の満足度を向上させ、中学生に魅力を発信できるように教育活動を更に充実していく。

① 総合学科高校の特性をふまえ、生徒の個性や能力、適性を理解し尊重して、進路目標の達成につながるキャリア教育を行う。
② 「知・徳・体」の調和のとれた実践的な教育活動を推進し、目標を持ち目的を忘れずに「これからの社会を生き抜く力」を有する生徒を
育成する。

①本校総合学科の柱となる教育システム（Mikuma PAS System）を継承し、今後の時世や地域のニーズに即し
た再構築を図る。
②実社会で活躍し、地域に貢献できる人材の基礎となる「４つの力」の習得に向けた教育活動の充実を図る。
③「３０歳のﾚﾎﾟｰﾄ」の取組と検証を充実させ、在校する生徒が総合学科での学びと進路達成と連動させる工夫
改善を図る。
④自己と社会のつながりを理解し、誠実で人への思いやりにあふれた、人権意識の高い自立した人材の育成を
図る。

①授業改善（三隈スタンダードの徹底）により「わかる・身につく授業」を提供するとともに、生徒の意欲と学力の向上を推進する。
②安全・安心な学校環境のもと、規範意識の育成に努め、基本的生活習慣（笑顔と挨拶・身だしなみ・公共心）の習得を図る。
③生徒および教職員がともに主体的に活動して、地域に開かれた活力ある学校づくりを目指す。
④働きやすい学校とするため、教職員が目的と方策を共有し、協働する意識の醸成を図る。

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

次年度の改善策 学校関係者評価
評価 分析・考察

授業改善（三隈ス
タンダードの徹底）
により「わかる・身
につく授業」を提供
するとともに、生徒
の意欲と学力の向
上を推進する。

・考査問題フォルダーの運用を確実に行うよう教科主任と連携する。
・評価に関する研究が進めやすくなるよう、資料提供を行う。
・定期的に教科会議が開催できるように工夫する。
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《重点目標に対する保護者アンケートの結果》
「よく取り組めている」　　　　14.3%
「取り組めている」　　　　　　85.7%
「あまり取り組めていない」　  0.0%
「取り組めていない」　　　　　 0.0%

《アンケート結果から》
・生徒アンケート「『三隈高スタンダード』が定着している」と答え
た生徒の割合が90％以上を示していた。保護者アンケートに
おいても授業改善について肯定的な回答がほとんどあった。
・学習学習の充実についての保護者の意見は、「自分自身で
学習時間を作り成果も見られた」がある一方、「家庭での取り
組み方（学習方法）に悩んでいると感じる」という意見もあり、学
習ポイントや困りの解消に向けた対策を推し進めたい。
・Mikuma PAS System（上級学校見学、インターンシップ他）お
よび進路指導については、「本人の進みたい道へ一歩近づい
たのではないかと思う」「職員の面接指導や小論文指導が熱
心である」という意見があるなど、概ね高い評価を得ている。

・ホームルーム担任は面接旬間（４，９，１月）の際に『Life Design（手帳）』を活
用し、生活習慣の課題や進路選択の助言を行う。また、副担任・副々担任と協
力して、週に1回以上の点検を行う。
・科目担当者は、定期考査2週間前から授業中に『Life Design（学習時間記録
表）』を点検し、学習の指導や助言を行う。

・各学年において、年間指導計画及び到達目標・到達度に係る教職員の共通
理解を図り、生徒の実態に応じた工夫改善を図る。
・「４つの力」の定着度を生徒アンケートから測定するとともに、教科学習にお
いても身に着けた力を活用できる学び方を示す。
・外部講師や事業主等の地域人材を招聘したり、地域での学びを計画的に実
施する。

・各学年に準じた進路意識の形成や個の発達に応じた進路指導を行う。
・予定するすべての進路ガイダンスや面接指導を適切に実施し、進路目標達
成や自己表現力、コミュニケーション力の育成と向上を目指す。
・学年や各教科と協力し、基礎力診断テストでのＤ３判定の生徒の底上げを図
り、学力向上について前年比を向上させる。

・定時退庁日及びマイ定時退庁日実践結果を毎月の勤務記録から計算し周知
する。
・衛生管理委員会（月1回）、分掌会議及び運営委員会（毎週もしくは隔週）にて
検討する。
・学期ごとのアンケートを実施し結果を分析するととに改善を図る。
・夏季休業中の閉庁日の実施を継続するとともに、各種休暇の取得を管理職
から定期的に勧める。

総合評価
次年度への展望等

・授業改善により「わかる・身につく授業」を提供し生徒の意欲と学力の向上を推進を図った結果、生徒アンケートで昨年度より上昇が見られた。また、授業改善スクールプランの総合（年間）評価は「Ａ」であり、来年度は全教科で「Ａ」以上、総合評価で「Ｓ」をめざす。
・『Life Design（学習時間記録表）』を活用した学習習慣の定着は、達成指標に届いていない。今後 iPad 導入後、家庭学習が主体的に取り組めるよう、クラウドを活用した学習環境の構築を急ぐ。
・感染防止対策を講じた安全安心の学校生活・各行事を実施した結果、検温や手指消毒など新しい生活様式の定着が進んだ。今後もガイドラインの変更などに応じて、生徒や家庭への周知（プリントやHPの更新）を図る。
・今年度はコロナ禍で地域の各種催事やボランティア活動に参加した生徒は減少した。一方、感染防止対策を講じて体験入学や在校生による「出前説明会」を実施できた。定員の確保には至らなかったが、今後も在校生の満足度を向上させ、中学生に魅力を発信できるように教育活動を更に充実していく。

安全・安心な学校
環境のもと、規範
意識の育成に努
め、基本的生活習
慣（笑顔と挨拶・身
だしなみ・公共心）
の習得を図る。

・検査があることを事前に生徒へ通知し、検査が行われることを自覚させ、自ら
服装や頭髪を整える意識を持たせる。
・教師主導ではあるが、生徒会と協力して、三隈高生としての自覚を意識させ
生徒自ら改善する意識を育てる。
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《重点目標に対する保護者アンケートの結果》
「よく取り組めている」　　　　33.3%
「取り組めている」　　　　　　66.7%
「あまり取り組めていない」　  0.0%
「取り組めていない」　　　　　 0.0%

《アンケート結果から》
・10月の服装頭髪検査の違反率は10%であったが、4月以降の
検査では違反率が増加している。「本人の自覚が大事」という
保護者の意見もあり、生徒には日頃から整備することの大切さ
を自覚させ、生徒会を中心に生徒が自発的に改善する取り組
みを推進する。
・交通安全については、「自転車・バイク通学よりも歩きの子の
マナーが気になる」という意見がある。電車・バスなどの公共機
関利用時も含め、マスク着用や私語を慎むなどのマナーの徹
底を図る必要がある。

・交通講話で警察の方より説明をしていただき、基本的な交通ルールを自覚さ
せる。
・各交通安全運動の初日に警察と連携をして街頭啓発活動を行う。
・通学路（三年坂）の工事に伴い本校の自転車置き場を使う団体が生じてい
る。そのような中で、生徒の自転車管理を確実に行うためにもステッカーの利
用率100％を目指す。
・面接旬間（年3回）で悩む生徒を支援し、関係者会議で情報と方策を共有す
る。
・人権・部落差別解消教育HRAにおいてHR担任及び副担任が年1回以上主指
導を担当する。すべての職員が研修会に年間1回必ず参加する。

生徒および教職員
がともに主体的に
活動して、地域に
開かれた活力ある
学校づくりを目指
す。

・生徒へのアンケートで委員会の積極的、協力的な取り組み90%を目指す。
・各種ボランティア参加生徒のべ250名を目指す。
・体験入部の新入生全員参加
・部活動入部の促進や活性化のために、部活動壮行会・表彰伝達の他にも生
徒会による広報活動を定期的に進める。
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《重点目標に対する保護者アンケートの結果》
「よく取り組めている」　　　　46.7%
「取り組めている」　　　　　　46.7%
「あまり取り組めていない」　  6.7%
「取り組めていない」　　　　　 0.0%

《アンケート結果から》
・学校行事やキャリア教育事業についてはコロナ禍で縮小した
ものの、感染予防を行い実施できた。保護者から「子どもたち
の思い出となる行事の開催に感謝」という意見があった。保護
者にも観覧制限を掛けたが趣旨を理解いただき、今後も感染
防止対策を十分に講じていきたい。
・「総合学科と普通科の違いをもっと詳しく示す」という保護者
の助言をふまえて、生徒や保護者の満足度が高いのはどこで
あるかを分析し、本校の教育活動を情報発信に活かして定員
維持に向けた実践を進めたい。

・中学校での高校説明会（２回）、中学校関係者への訪問等年３回程度）
・広報用パンフレット作成（年10回予定）
・学校HPでの情報提供や更新年間100回以上。
・体験入学会への参加者目標を300名とする。
・入学者選抜での出願数を昨年度超として、募集定員の確保を目指す。


