
平成２８年度 学校経営説明資料（年度末）                    岡山県立高梁高等学校 

① 生徒の進路実現を目指した指導力・授業力の向上 課題と目標   
【具体的な取組の方向】 

・科目選択について留意点を把握でき

るように資料作成などを工夫し、特別

な選択者に対する共通理解を図る。 

Ｂ【教務】 

・国公立個別試験の問題研究を継続し

て行う。        Ｂ【進路】 

・研修会や研究会などで新課程入試に

関する資料を収集し、伝達講習する。 

              Ｂ【進路】 

・授業アンケートの形式と項目内容を

検討し、改善する。     Ａ【総務】 

・図書館の利用状況を把握して年次団

と協力して、来館者数を増やす取り組

みをする。       Ｂ【文化】 

･読解力や表現力の基となる語彙力を

付けさせることで、言語活動の充実を

図る。         Ｂ【国語】 

･思考力の育成のために各種資史料、

統計、地図などにしっかり向き合う場

面を設定する。    Ａ【地歴科】 

・他校の公開授業等を見学し、自らの

授業にフィードバックすることを心

がける。       Ａ【地歴科】 

・校外研修等への積極的な参加と他教

科の授業参観を行う。 Ａ【数学科】 

・教科会議の時間を有効利用し校内実

力考査の作問の質の向上に全員で努

める。        Ａ【数学科】 

・校外の研修講座、公開授業などに積

極的に参加する。    Ａ【理科】 

・教科内で積極的に授業見学を行う。 

            Ａ【理科】 

・授業中の生徒による言語活動を充実

させ，言語運用能力の伸長をはかる。     

 Ｂ【英語科】 

・生徒に興味関心を持たせ理解力を深

める授業内容の工夫をする。 

            Ｂ【家庭科】 

（続き）【プロセス】 

【英語】 

・授業公開を積極的に行い，生徒の発

話に関する指導力向上に努め，成果

も出始めている。 

【プロセス】 

【教務課】 

・科目選択に関する留意点をまとめた資料の作成を現在進めている。

教育課程の変更を踏まえ，３年間見通した科目選択に向けて，教

員・生徒が十分に留意点を把握できるように資料完成に努める。 

【進路課】 

◎校外研修 ◎岡    ・・授業見学等 倉敷青陵 6/14(物) 10/27(国・数・英・化) 

高梁城南 10/12（家庭・３名） 笠岡 11/25(物) 

総合教育センター研修講座 8/24 10/19 

・教員研修プログラム 駿台（３名）代ゼミ（１名）ベネッセ（1名） 

内訳（英語 1名, 日本史１名，生物 1名，物理 1 名，国語 1名） 

・大阪大学のファイルは１教科についてできていない部分があり，完

成に至っていない。12 月の検討会では，ベネッセの｢低学年の指導｣

についての伝達講習を行った。 

【総務企画課】 

・出前授業 成羽中学校（家庭）6/27（英語・数学）10/31 

高梁東中学校（数学）6/14 高梁中学校（国･数･英･理･社）10/13 

川上中学校（理科）11/10  

・学校説明会 新見第一 6/17 新見南 6/18 北房 6/14 哲多 6/24 

高梁東 6/28 

・講義形式と実習形式のアンケート項目を一本化し共通させることで

集計しやすくなった。 

【文化課】 

・貸出冊数(12 月まで)は，3,577 冊で 2014 年度と同じくらいであった。

来館者数(12 月まで)は 1 年，2 年，3 年の順で増えており，合計 12,646

人で昨年を上回った。3 年は貸出冊数も来館者数も多く，本を借り

なくても図書館で本を読む生徒が多かった。 

【授業研究部会】 

・年２回の授業見学，英・数・保体の教科研修会ともほぼ計画的に実

施することができた。教員アンケートの結果も「授業改善に有益で

あった」という項目について肯定的な回答が９割を超えている。 

【国語】 

・合格率は７割以上を維持出来ているが，不合格の生徒が固定化して

いるので，個別の指導も心掛けたい。 

【地歴科】 

・資史料，統計の読み取りについては各々が授業において意識的に提

示・指導を行っている。校外授業見学は四人で，のべ４回赴いた 

【数学科】 

・阪大２回と岡大の分析で目標達成できた。会議用の空き時間を有効

利用して校内実力考査の問題検討もしっかりできた。 

【理科】 

・校外の講座にのべ 6 名，公開授業等にのべ 5 名が参加することがで

きた。6 月，11 月の授業見学以外でも，互いに参観し，授業力を向

上させることができた。 

【結果等】 

【進路課】１１月進研模試全国偏差値５０以上の割合（％）過年度比較（Ｈ２６～Ｈ２８） 

（１・２年次は国数英３教科偏差値 ３年次は５教科総合偏差値） 

 

【総務企画課】授業アンケート結果 

授業の進め方についての生徒の教員に対する満足度 過年度比較（Ｈ２６～Ｈ２８） 

 

【文化課】学年別１月末貸出総数 過年度比較（Ｈ２６～Ｈ２８） 

 

○指導力・授業力を向上さ

せる取り組みの意識が高

まり、次第に充実してき

ている。言語活動の充実

や ICT の活用についても

各教科で活発に行われて

おり、さらに充実を目指

す。 

・授業見学は自教科、他教

科とも定着してきた。教

員の意識も高まってきて

いる。さらに継続する。 

・言語活動やアクティブラ

ーニングを意識した授業

への取り組みも各教科工

夫が見られるようになっ

てきている。さらに進め

る。 

・本年度は教科会議を時程

に設定した。３年間を見

通した指導計画や教授法

について、教科内で研究

協議を進める。 

・進路研修会や検討会での

進路指導の継続性を意識

した取り組みは進んでい

る。進路検討会での意見

交換を活発にする。 

・中学校との授業連携は定

着しつつある。さらに充

実させ、双方に意義ある

ものとする。 

○校外模試偏差値５０以上

の割合 

 ・１年６０人(60 以上 15 人) 

 ・２年６０人(60 以上 15 人) 

 ・３年６０人(60 以上 15 人) 

○国公立大学合格者数 

 ５０名 

※難関大 10 名以上チャレンジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答 

４－そう思う 

３－どちらかといえばそう思う 

２－どちらかといえばそうおもわない 

１－そう思わない 

０－よくわからない 



平成２８年度 学校経営説明資料（年度末）                    岡山県立高梁高等学校 

②  主体的な学習習慣を中心とした生徒の自己管理能力の育成 課題と目標   
【具体的な取組の方向】 

・チャイムと同時に落ち着いた状態で

授業が開始できるように意識を高め

る。          Ｂ【教務】 

・年間を通して学習実態調査を行い、

生徒が自己目標をたて、日々の学習を

振り返りながら学種習慣を確立させ

る。          Ｂ【進路】 

・各教科の学習習慣育成の内容を把握

し、教科バランスのとれた学習習慣に

する。         Ｂ【進路】 

・授業ごとの予習・復習となる学習や

週末課題を課す。    Ｂ【国語】 

・復習の習慣を定着のため、週末課題

の出し方を工夫する。 Ｂ【地歴科】 

・課題の内容を吟味し，必ず取り組み，

提出する環境を作る。上位層の生徒が

自主的に行う課題に取り組ませる。 

Ｂ【数学】 

・定期的な課題の実施と提出期限の厳

守。課題の提出状況一覧表を週１回提

示し、状況の好くない生徒には随時面

談を行い指導する。   Ａ【理科】 

・家庭学習の内容を提示し，学習習慣

の定着を図り，個々の能力に応じた対

応をする。       Ｂ【英語】 

・社会で通用するマナーを身につけさ

せる。        Ａ【家庭科】 

･高校生らしい言動ができる生徒を育

成する。手帳を活用した自己管理がで

きるようにする。   Ｂ【１年次】 

･手帳を利用し SHR で毎日の振り返

りを行わせ，PDCA サイクルの定着，

自己管理能力の育成を図る。授業規律

を確立するために授業 2 分前着席の

指導を徹底する。   Ｂ【２年次】 

･生徒に自己の時間を管理する能力を

つけさせ，基本的生活習慣の充実を図

る。         Ｂ【３年次】 

【プロセス】 

【教務課】 

・落ち着いた状態で授業が開始できるように呼びかけ，２年次では２分前着席の

習慣化を確立している。来年度はさらに学校全体での取り組みになるように努

めたい。チャイムの工夫に関しては，校内の整備の問題もあり，取り組むこと 

ができなかった。 

【進路課】 

・学習実態調査 1,2 年次生とも増加傾向。1 年次普通科は 3 時間以上の生徒が 11

月調査で 35％(9 月は 14％)。2 年次普通科は 3 時間以上の生徒が 9 割弱で定着

している。家政科 1 年次が 2 時間を越えない。 

・各年次で，成績を分析，生徒の進路希望を確認する会議ができた。 

【国語】 

・課題の提出率はまずまずだが，学習内容の乏しい生徒もいる。今後は質の改善

を図りたい。 

【地歴科】 

・課題の適正な配布，小テストとも概ね計画通り（８割以上）実施することがで

きている。 

【数学科】 

・数値的には達成基準に近いが，期限に遅れたり，内容が不十分であったりする

ものが多く今ひとつ物足りない。模試偏差値 60 以上は 11 月で２年 19 人，１

年 12 人である。 

【英語】 

・第 4 回までの１年次普通科の平均が 0.91 と１には満たないが上昇傾向は見せ

ている。年末より，１年次にも個別指導を開始することができた。内容も上位，

中間層と２種類に分けている。継続指導し，生徒の主体的学習ならびに確かな

学力につなげたい。 

【家政科】 

・生徒アンケートで「先言後礼などの社会に役立つマナーが身についた」 

 １年 63％ ２年 95％ ３年 100％全体 87％ 

【１年次】 

・入学直後から比べるといろいろな面で高校生らしく振る舞えるようになった

が，更なる質の向上が必要である。欠席は１月末段階で１日平均 1.8 人弱と達成

基準はクリアーできている。 

・後期でスコラ手帳の活用状況が良好で指導段階が上がる生徒数は前期より減少

の見込み。達成基準には至らない状況である。 

【２年次】 

・平均推移(普)→⑪3.8→①3.9 で 3.5 時間以上の割合が 73%(家)→⑪2.2→①2.1

で 2 時間以上の割合が 73%となった。改善傾向が見られ健闘している。 

・課題の提出状況は，指導により若干の改善が見られた。 

【３年次】 

・第２回目のアンケート（２月）では「規則正しい生活習慣が身についた」，「自

己管理能力が身についた」と回答した生徒が６割であった。当初達成基準には

至らなかった。 

【結果等】 

【進路課】生徒自身の授業に対する自己評価 

授業の進め方についての生徒の教員に対する満足度 過年度比較（Ｈ２６～Ｈ２８） 

 

平成２８年度 平均家庭学習時間の推移（普通科） 【平成２６年度～２８年度】 

 

平成２８年度 平均家庭学習時間３時間以上の割合％（普通科）【平成 26 年度～28 年度】 

 

平成２８年度 平均家庭学習時間の推移（家政科） 【平成２６年度～２８年度】 

 

○今年度から全学年で

スケジュール帳を用

いた自己管理能力の

育成を行う。３年間を

通して継続した指導

を行う。 

・家庭学習時間は着実に

増加してきており、取

り組みの成果が見ら

れる。自主的な学習を

目指す取り組みをさ

らに進める。 

・面談や声かけを通して

学習状況を把握する

とともに、学習のモデ

ルプランを示したり、

具体的な進路目標を

持たせたりするなど

学習意欲を喚起する。 

・生徒がより自主的に取

り組めるよう、課題を

レベル別に出したり

小テストの内容を工

夫したりする。 

・メール配信や年次通信

等を工夫し、家庭の理

解や協力を得られる

よう保護者との連携

を図る。 

○平均家庭学習時間 

・家政科 2.0 時間以上 

・普通科 

１年 3.5 時間以上 

２年 3.5 時間以上 

３年 4.0 時間以上 

○平均家庭学習時間 

３時間以上の割合 

 普通科 ７０％以上 

○授業アンケート 

「予習復習をしてい

る。」普通科 3.0 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答 

４－そう思う 

３－どちらかといえばそう思う 

２－どちらかといえばそうおもわない 

１－そう思わない 

０－よくわからない 



平成２８年度 学校経営説明資料（年度末）                    岡山県立高梁高等学校 
 

③ 生徒が自主性を発揮できる場面の工夫と内容の充実 課題と目標   
【具体的な取組の方向】 

・生徒会執行部が年間の活動方針およ

び活動内容をあらかじめ提示するこ

とにより、各生徒会行事について学

校全体で取り組む意識を高めるとと

もに、関係の委員会や部活動に働き

かけ、学校行事の準備・運営に主体

的に取り組む生徒を育てる。 

            Ａ【生徒課】 

・生徒が主体的に地域と交流できる環

境を整える。   Ａ【総務企画課】 

・美化に対する意識の高揚と自主的な

行動をめざし、清掃ポスターや古紙

回収のポスターを作成し学校内に掲

示する。     Ｂ【厚生環境課】 

・美化委員による古紙回収と清掃点検

を隔週で行い、学校周辺の清掃を年

２回以上計画を立て行う。 

Ｂ【厚生環境課】 

・昨年に引き続き、緊急地震速報を活

用した避難訓練を２回以上実施す

る。       Ｂ【厚生環境課】 

・家政科の縦の繋がりが深まるような

「学年縦割りの家政科行事」を、生

徒主体で考えさせ実践する。 

            Ａ【家政科】 

･各寮において，毎週木曜日に反省会を

行ない寮における生活の改善を図

る。         Ａ【寄宿舎】 

・寮長，副寮長と寮務主任等との情報

交換を定期的に行う。 Ａ【寄宿舎】 

・正確な動静表の作製により生徒の動

静を正確につかむ。  Ａ【寄宿舎】 

【プロセス】 

【生徒課】 

・後期は「サタデークリーンの実施」について評議員会を２回開催した。評議員

会活性化については，自主的主体的な話し合いが進んだとまではいえないが，

開催回数の目標は達成された。 

・生徒松籟祭実行委員会を３回開催した。 

・松籟祭の満足度調査の結果は「満足」，「やや満足」の合計が９５．８％と概ね

良好であるが，生徒が新たに創造していく余地は少なくなっているので，生徒

が「敷かれたレール」を進むだけにならないように注視する必要がある。 

・行事の見直し，精選が必要となってきている部分があるので，執行部員に対し

ても問題提起していく。 

【総務企画課】 

・栄町事業である「地紅茶祭」に約 124 名の生徒が参加し，生徒が主体的に進行，

販売，体験コーナー，展示，ステージ発表等に取り組み，祭を盛り上げた。 

・陸上部を中心に高梁小学校へ出向いての陸上記録会の支援については２回実施

することができた。また，陸上記録会応援ポスターを作成し，小学校へ届ける

ことができた。 

・夏休みに実施した「学習サポート教室学び合い」については参加して良かった

と答えた生徒が１００％で生徒の満足度が高かった。 

【厚生環境課】 

・美化委員による古紙回収と清掃点検を隔週で行えた。点検結果をアナウンスす

るには至っていない。清掃への教員の取りかかりに問題があるように思われる。 

・美化に対する啓発活動ができなかった。 

・抜き打ちの避難訓練に少しのミスがあったが２回の避難訓練は概ねよくできた。 

【家政科】 

・生徒アンケートで「家政科の行事を通じて家政科の縦の繋がりが深まった」 

   １年９１．４％ ２年７２．５％  

   ３年９７％   全体 ８６．４％ 

・３月の特別授業でも学年縦割り行事行う。 

【寄宿舎】 

・反省会を実施した。生徒同士の指摘により生活環境の改善が図れた。寮務主任

も出席を心がけた。 

・寮長との連絡が密にとることができ，問題の修正がはかれた。 

・動静（欠食等も）を正確に把握できた。 

 

 

 

（続き）【部活動等成績】 

家政科 

・第６３回岡山県高等学校家庭クラブ研究発表大会 備中支部大会 優秀賞 

 

・第６２回青少年読書感想文岡山県コンクール 

  高等学校の部  入選〈自由読書〉 

【結果等】 

【生徒課】 松籟祭決団式       紺屋川のキャンドルナイト 

 

 

 

 

 

 

 

文化祭・体育祭の入場者数 

  文化祭入場者数 体育祭入場者数 

平成２６年 ５７４  １７２ 

平成２７年 ４４３ ２０８ 

平成２８年 ６１９ １８８ 

【部活動等成績】 

ソフトボール部 

・第７１回国民体育大会ソフトボール競技 岡山県選抜チーム 

   中国ブロック大会  第３位    池田朋生２年  仲田悠人２年 

・平成２８年度岡山県高等学校春季ソフトボール選手権大会  優 勝 

・第４０回中国高等学校男子ソフトボール選手権大会     第３位 

・平成２８年度岡山県総合体育大会ソフトボール競技     第３位 

・平成２８年度岡山県高等学校夏季ソフトボール選手権大会  第３位 

 

コーラス部 

・第８３回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール中国ブロックコンクール 奨励賞 

・第５５回中国合唱コンクール 高等学校部門 Ａグループ    銅  賞 

・第８３回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 岡山大会          金  賞 

・第６９回岡山県合唱コンクール 高等学校部門 Ａグループ     金  賞 

 

ソフトテニス部 

・平成 28年度備中支部総体備北地区学校対抗ソフトテニス大会（団体）男子優勝  

・平成 28年度備中支部総体備北地区学校対抗ソフトテニス大会（団体）女子優勝  

・平成 28年度岡山県高等学校新人ソフトテニス選手権大会(個人)備北地区予選会 

                     男子 第２位  女子 第３位 

 

バレーボール部 

・第７０回岡山県高等学校春季バレーボール選手権大会 出場  

 

美術部 

・平成２８年度岡山県高校生美術コンクール 静物デッサン部門   銀 賞 

            キャラクターイラストレーション部門   銀 賞 

○学校行事や委員会活動

における生徒の自主的

な活動は定着してきた。

さらに充実させるとと

もに、学校内外、特に校

外での生徒の自主性を

育む場面を工夫する。 

・生徒会執行部と各種委員

会の連携の推進 

・美化委員会による古紙回

収や清掃活動の取り組

みの充実 

・家庭クラブ活動のさらな

る充実 

・総務企画課を中心とした

地域連携の取り組みを

さらに充実させる。特に

小学校との連携を模索

し、高校生と小学生が交

流できる環境整備を行

う。 

・部活動による地域連携へ

の参加の推進 

・生徒の自主性を育む社会

貢献活動・ボランティア

活動の研究 

・縦割りＬＨＲの定着 

 

○学校生活や地域連携等

のいろいろな場面で、生

徒が主体的に考え行動

できるよう、場面の設定

や支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２８年度 学校経営説明資料（年度末）                    岡山県立高梁高等学校 
 

④ 教職員間の情報共有を図り、課題意識を持って組織的に取組むことができる協働体制作り 課題と目標   
【具体的な取組の方向】 

･課会議における各係からの事前提案

の活発化を図り、内容を充実させる。 

Ａ【教務】 

・職員室内のホワイトボードの改善，

職員室内の整備を行う。 Ａ【教務】 

･毎週、課会を開き共通理解を図る。 

･各種様式の整理を行う。 Ａ【生徒】 

･各年次、進路通信を発行し、進路情

報の共有化を図り、進路指導の方向性

を共通理解する。「進路のてびき」の

有効活を働きかける。  Ｂ【進路】 

･年度初めの課の行事計画をもとに、

各担当で細かい計画を立て、課内の共

通理解を図り業務にあたる。Ａ【総務】 

・生徒美化委員の清掃点検結果を朝礼

連絡で伝え、教職員及び生徒全員での

美化意識の高揚に努める。 

Ｂ【厚生環境】 

・会議以外の場でも生徒に関する日常

的な情報交換を意識的に行う。担任業

務の年次全体での分担を行う。 

Ａ【１年】 

･朝礼時のこまめな生徒情報の交換，

面接カードの利用等により，生徒が抱

える問題点を教員間で共有に努め，協

働体制作りに取り組む。 Ａ【２年】 

･生徒や進路に関する情報を全員で共

有し，共通理解のもとで生徒の進路実

現に向けて組織的に取り組む。 

Ａ【３年】 

･年間を通して定期的に教科会議を行

い，生徒の自主的な学習習慣の確立・

指導方法の研究など情報交換・協働体

制を図る。       Ｂ【理科】 

･今後の家政科の目指す方向性を検討

し明確にすることで、家庭科の行事の

見直しを図る。    Ｂ【家政科】 

・事務室朝礼及び行事予定表を活用

し、事務室内の情報共有を行うととも

に、職員会議・職員朝礼で必要な連絡

及び情報提供を行う。  Ａ【事務室】 

【プロセス】 

【教務課】 

・教務課員からの意見・提案をもとに，業務を行うことにより，共通理解を図りな

がら自己の役割を遂行できた。 

・昨年度からの課題となっていた職員室内のホワイトボードの善に取り組むと共

に，職員室内の整備を行い，先生方が業務をしやすい環境整備を行った。今後も

環境整備に努めていきたい。 

【生徒課】 

・課会は９５％開催できた。 

・様式整理ができた。 

【進路課】 

・２年次は 13 号まで発行している。３年次はセンター試験の前後に 4 号発行。 

・保護者懇談で『進路の手引き』のデータを示し，現在の学力と合格可能性につい

て話をした。卒業生の合格体験記の引用などは，各年次の生徒を指導する際に役

立てることができた。 

【総務企画課】 

・行事計画表をもとに，各担当のキャップを中心に課内で協力して業務にあたるこ

とができた。 

【厚生環境課】 

・各週での清掃点検簿による清掃点検ができたが，結果の周知徹底ができなかった。 

【１年次】 

・情報交換が不十分で支障が生じる場面はほとんどなかったが，さらにチームとし

ての機能を高めたい。 

・手帳点検をはじめ協力的に業務に取り組むことができた。 

【２年次】 

・欠席者の把握，対応はクラスを超えて対応できた。進路指導の方向性や，現在抱

えている問題点などをしっかり共有できている。 

【３年次】 

・進路関係の来客や業者説明会，大学説明会で得た情報等は，朝礼時に情報共有で

きた。生徒情報について，朝礼時に関わらず普段から情報共有できた。 

【理科】 

・教科会議を 6 回実施した。連絡事項については回覧で対応できた。 

・同じ科目間では指導方法などについて意見交換をすることができた。来年度は理

科としても，共通認識できる部分はしていきたい。 

【家政科】 

・家政科の方向性を話し合うことは，各行事後の反省でできたが，決定はしていな

い。家庭科のキャッチフレーズを考え中である。 

【事務室】 

・事務室では，朝礼・行事予定表で情報を共有することができた。校内向けには，

職員会議，職員朝礼で必要な連絡・情報提供を行うことができた。 

・各員の事務引継書の点検が完了し，年度末には完成できる見込みである。 

 

【結果等】 

【総務企画課】（平成２８年度 アンケート調査） 

「校内の情報は共有できていると思う」 

 

 

「高梁高校に行かせてよかったと思う」「高梁高校に来てよかったと思う」 

    保護者による評価          生徒による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学校では，生徒会・委員会が中心     「学校は，生徒の思いや意見をくみ取って 

となって活発に活動している」(生徒評価)  教育活動を行ってくれる」(生徒評価) 

 

○各分掌内、各年次内

での情報の共有は

定着してきた。分掌

間、年次間の情報の

共有も進んできた

が、まだ不十分であ

る。さらに分掌と年

次の情報の共有に

よる連携の充実も

進める。 

○各分掌、各年次の組

織的な動きは進ん

できた。日頃の仕事

だけでなく、課題の

発見や解決のため

の取り組みに組織

的に取り組めるよ

うさらに工夫する。 

・課長連絡会 

     週１回 

・年次主任連絡会 

     月１回 

・課会議、年次会議

の充実 

・教科会議を時程内

に設定し、さらな

る充実を図る。 

○自己評価アンケー

ト（情報の共有） 

 「どちらかと言えば

そう思う」以上 

    ８０％以上 

○学校満足度 

 「どちらかと言えば

そう思う」以上 

    ９０％以上 

  

回答 

４－そう思う 

３－どちらかといえばそう思う 

２－どちらかといえばそうおもわない 

１－そう思わない 

０－よくわからない 


