
 

３ 学校教育 

１. 教育目標 ～生徒一人ひとりの希望進路の実現を目指して～ 

 本校は、八重山郡民の熱い思いを受け昭和１７（１９４２）年４月２６日に開校した沖縄県立八重山中学校 

と翌日の４月２７日に開校した沖縄県立八重山高等女学校をその母胎とし、昭和２２（１９４７）年の学制改 

革により２校は統合され沖縄県立八重山高等学校となった。本校の教育は、教育基本法及び建学の精神に基づ 

き、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 

(1)平和を希求し、民主的な主権者としての自治能力を育成する。 

(2)自他の生命と人権を尊重し、豊かな情操と道徳心を培い、健やかな身体を育成する。 

(3)幅広い知識と教養を身につけ、国際社会・情報社会で活躍する能力を育成する。 

(4)個人の価値を尊重し、自主及び自立の精神を養い、勤労を重んずる態度を育成する。 

(5)主体的に社会の形成に参画し、その発展と振興に寄与する態度を育成する。 

(6)郷土の自然と歴史を愛し、伝統と文化を尊重し、その継承と発展に寄与する態度を育成する。 

 

 

２. 経営方針 

 本校は今年創立７７年目を迎える八重山地区唯一の普通科高校であり、「師弟同行」を校是に「学徳・進取 

・雄飛」を校訓とし、生徒・保母者及び地域社会の期待に応える教育実践を目指している。自らの使命と責任 

を自覚し、教育目標を達成するため次の方針で教育活動を行うものとする。 

(1)師弟同行の精神で教職員と生徒の信頼関係を築き、民主的で地域に開かれた学校づくりに努める。 

(2)教育環境の整備・充実を図り、安全で安心な学校づくりに努める。 

(3)「学徳・進取・雄飛」のある生徒の育成に努める。 

(4)教職員の自己研鑽を奨励し、その資質能力の向上に努める。 

(5)協働体制の構築と強化を図り、組織的で丁寧な対応で生徒一人ひとりの能力の伸長に努める。 

 

 

３. 学校づくりの基本姿勢 

    八重高が目指す学校像    教育目標を達成するために作り上げていく学校の姿（師弟同行） 

(1)生徒が安心して明るく生き生きと活動する学校 

(2)教職員が教育活動にやり甲斐を感じる学校 

(3)保護者や地域社会の期待に応える学校 

 

 

    八重高が目指す生徒像    教育目標を達成した生徒の姿（学徳、進取、雄飛） 

(1)時代の変化に対応できる確かな学力と豊かな人間性を備えた知･徳･体の調和の取れた生徒（学徳） 

(2)何事も自主的・主体的に取り組むとともに、協働精神に富み創造性豊かな生徒（進取） 

(3)郷土を愛し、社会発展に貢献するよう自己実現を目指す生徒（雄飛） 

 

 

    八重高が目指す教職員像    教育目標を達成するための行動指針（自己研鑽、協働体制） 

(1)自己研鑽に努め、生徒の個性や能力を伸ばし、生徒の心に灯をともす教職員 

(2)保護者や地域社会との連携・協働、教職員間の連携・協働を意識的に取り組む教職員 

(3)本校の課題や諸問題に対し、組織的・継続的な取り組みをする教職員 

 

 



 

４. 本年度の努力目標 

(1)三点固定（起床時間･家庭学習開始時間･就寝時間）を推進し、基本的生活習慣の確立と勤怠状況の改善を

図る。 

(2)手帳の活用で生徒の自己管理能力を育成し、主体的な学習習慣の確立を図る。 

(3)授業を大切にし、基礎・基本の定着と言語能力の育成に努め、成績不振者減と成績上位者増を図る。 
(4)新高等学校学習指導要領の実施に向けた諸条件の整備を図る。 

(5)学校全体として教育課程に基づく教育活動の質を向上させ、学習効果の最大化を図るカリキュラム・マネ

ジメントの確立を図る。 

(6)部活動については、その意義と教育課程との関連に留意し、持続可能な運営体制に努める。 

(7)主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に取り組む。 

(8)学校の教育情報を適切に発信し、ＰＴＡ及び他団体との連携を深め、保護者・地域社会・地域中学に信頼

される学校を目指す。 

(9)生徒一人ひとりの希望進路実現に向け、協働体制で組織的・継続的な進路指導の強化を図る。 

(10)高大接続改革に関する情報収集とその周知に努め、特に「高校生のための学びの基礎診断」と「大学入学

共通テスト」に関する取り組みを強化する。 

(11)高校生としてのマナー（携帯電話や交通ルール等）の向上、委員会活動の活性化を図る。 

(12)危機管理体制の点検と周知、定期的な教育環境の点検・整備を図る。 

(13)学校図書館の充実、学校施設・設備と ICT環境の整備など教育環境の整備・充実を図る。 

(14)文書事務処理を迅速かつ的確に行い、私費会計の適正化を図り、学校勤務管理システムの適切な運用を推

進する。 

(15)校務に支障のない範囲で教職員研修と研究を奨励し、教育の実践「図南の翼」を発刊する。 

(16)学校評議員制度や学校評価を活用した PDCA のマネジメントサイクルを機能させ、学校経営及び教育活動

の改善を図る。 

(17)盛岡第四高校との姉妹校交流事業推進と、米国交流事業の安全面を含めた実施を検討する。 

(18)創立８０周年記念事業(2022年度)に向けた準備を行う。 

 

 

５.本年度実践目標・実践計画  
 
  １  各 教 科  
 
【国 語 科】 
 １．基礎力・応用力を養成する 
  (1)年間指導計画と指導目標の実践  (2)週テストの継続実践と指導の工夫 
  (3)漢字検定の効果的利用と指導 
 ２．読解力・表現力を養成する 
  (1)読書指導の推進（図書館を活用した授業の工夫ほか）   (2)作文指導・小論文の工夫と実践 
 ３．進路に応じた指導を工夫する 
  (1)新制度大学入試対策の工夫と実践    (2)習熟度別クラスでの授業の工夫 
 ４．共同研究体制を推進する 
  (1)科目担当者間の連携、評価方法の工夫  (2)入試制度改革に対応する教育課程等の研究 
  (3)諸教育研究会への参加 
 
【地歴公民科】 
 １．民主的な主権者としての自治能力を養う 
  (1)教科の学習を通して主権者としての自覚を高める 
 ２．人間尊重の精神に基づき、平和の教育を推進する 
  (1)各科目の特性を活かした平和教育の実践に努める 
 ３．広い視野に立って、社会と人間についての理解と認識を深め、現代社会に対する判断力の基礎と人間 
      の生き方について考える力を養う 
  (1)新聞・テレビ等の資料を生きた教材として活用し、現代社会の動きを把握させる 
  (2)情報モラルと情報活用力を身につけさせ、情報化の進展に対応する公正な判断力を養う 
 ４．授業力向上のための教科研修の充実に努める 
    (1)地歴公民（社会）科の特性を活かした主体的、対話的、協働的学びの工夫・実践 



 

  (2)校内・校外研修の実践に努める 
  (3)フィールドワークの実践・充実に努める 
 
【数 学 科】 
 １．生徒の基礎力・応用力の養成 
  (1)テストの実施方法の研究  (2)評価法の研究   (3)低学力の生徒への指導  
    (4)応用力の養成       (5)ＰＤＣＡサイクルの確立 
 ２．数学への興味・関心・意欲の向上 
    (1)特色ある授業実践  (2)検定試験の推奨 
 ３．研修の充実 
    (1)教科研修の充実    (2)中高連携の推進 
 
【理   科】 
 １．自然の事物・現象や環境問題に対する関心を高め、科学的な思考を養う 
    (1)実験･実習を取り入れた授業  (2)協働的・探究の過程を重視した授業   

(3)身近な教材を取り入れた授業 
 ２．基礎的な概念や知識を体系的に学習させ、自然の仕組みやはたらきについて理解を深め、自然を大切にす

る態度を養う 
    (1)到達目標を明確にした授業        (2)基礎的な概念や知識を精選した授業  
  (3)環境問題など自然科学の社会性の認識     (4)郷土の自然について理解の深化 
 ３．職員の研修や生徒の課外活動の充実に努める 
    (1)各種研修会への参加      (2)課外活動（部活動等）の活性化 
 ４．設備・備品の管理および活用に努める 
    (1)教材･教具の活用       (2)視聴覚機器の活用   (3)設備･備品の整理保管 
 
【保健体育科】 
 １．健康や体力について理解し、自己の状況に応じて体力の向上を図る能力を育てる 
    (1)運動の合理的・計画的な実践を通しての体力向上  (2)健康で安全な授業の実践 
 ２．運動の知識と技能を高め、運動の楽しさや喜びを深く味わうことができるようにする 
    (1)運動の基礎知識の理解と運動技能の充実    (2)各種運動種目の特性や魅力の理解  
  (3)自己に適した運動の習得と運動欲求の充足 
 ３．公正・協力・責任・参画等に対する意欲を高め、健康・安全を確保して運動する習慣を育てる 
    (1)集団で協力して学習する態度の育成    (2)自ら健康・安全を確立できる態度の育成 

 ４．体育活動を通して、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能力を育てる 

    (1)主体的に学習に取り組む      (2)自己の課題達成と自己教育力の向上 

  (3)施設、設備、用具の正しい活用  (4)体育時の服装の徹底 

 ５．施設・備品を充実させ、教科研修の充実に努める 
    (1)教材研究の充実    (2)施設、設備の充実 
 ６．社会生活の変化に対応し、個人及び集団の健康について理解する 
    (1)現代社会と健康についての正しい理解  (2)生涯を通しての健康についての正しい理解 
 
【芸 術 科】 
 １．主体的に学習に取り組む、授業実践の向上を図る 
    (1)個人またはグループによる主体的な活動を促す (2)基本的な表現のための技法・技術を習得させる 
    (3)備品の使用時の注意喚起と片付けを徹底させる 
 ２．創造的意欲を高め、芸術的感性を養う 
    (1)個性を生かした表現活動に取り組む (2)作品の発表・展示を通して芸術的な視野を広め、豊かな感性を育む 
 ３．課外活動を積極的に取り組み、生徒の参加を促す 
    (1)各種コンクールや検定受検の奨励と指導   (2)各種行事等への参加・協力など芸術活動の充実を図る 
 
【英 語 科】 
 １．授業実践の工夫を図り、生徒の進路に向けて、英語力向上を図る 
    (1)年間計画の作成と到達目標のチェック (2)教材研究の工夫と情報の共有化 (3)習熟度別授業の実践と工夫 
  (4)視聴覚教具等の積極的利用     (5)ＡＬＴとのティーム･ティーチングの実践と工夫 
  (6)各種研修等へ積極的参加と授業への還元  (7)英単語テストの実践と工夫  
(8)講座等を活用した英語力の養成 

 ２．生徒の主体的学習への取り組みを促す 
    (1)学習方法の指導  (2)学習・誤答ノートの指導 (3)アクティブラーニング型活動を取り入れた指導 



 

 ３．課外活動に積極的に取り組み、生徒の参加を促す 
    (1)英検受験の奨励と合格に向けての指導 (2)国際交流プログラムへの積極的な協力  

(3)各種大会等に向けての指導 
 
【家 庭 科】 
 １．生活者として自立するための基礎的・基本的な知識や技術を身に付けさせ、家庭生活の充実向上を図る能

力と実践する態度を養う 
    (1)基礎的・基本的な知識と技術を習得させる    (2) 食物検定・保育検定の効果的利用と指導 
  (3)環境負荷の少ない生活を工夫する態度を養う   (4) ホームプロジェクトの実践 

 ２．互いに協力し家庭や地域の生活を創造する能力と実践的な態度を養う 
    (1)実験・実習時におけるグループ学習の指導     (2)保育所実習・乳幼児交流の実施 
 ３．安全衛生教育を徹底する 
    (1)実習の事前指導(安全・衛生面)、片付けの徹底   (2)実習時の身なり指導の徹底 
  ４．家庭クラブ活動の活性化を図る 
    (1)校内・地域での家庭クラブ活動の充実を図る    (2)家庭クラブ便りを発行し広報活動を行う 

 ５．教科研修の充実に努める 
  (1)教科研修の充実    (2)教材・教具、視聴覚機器の活用 
 
【情 報 科】 
 １．生徒にコンピュータに対する関心を持たせる 
   (1)生徒にとって身近な教材を用いる   (2)実習内容を充実させる 
 ２．基本的な情報処理能力を養う 
   (1)コンピュータの基礎知識の習得  (2)基礎的な利用技術の習得    (3)情報モラルの育成 
 ３．教科研究の充実 
   (1)教科「社会と情報」の研究   (2)実習教材の研究 
 ４．設備・備品の管理及び活用に努める 
   (1)施設・備品の管理の徹底   (2)施設・備品の充実 
 
 ２ 各  部  
 
【教 務 部】 
 １．各部・学年会・教科会・地域との連携を密にし、校務の円滑化・効率化・情報発信に努める 
    (1)学校行事の効率的な計画と運営  (2)諸会議の能率化   
  (3)学校ＨＰ等を活用した学校情報の適切な発信 
  (4)職員必携(内規)の整備  (5)教育活動の点検と評価   (6)入試関連業務の適切な処理  
 ２．教育課程及びキャリア教育の研究に努める 
    (1)生徒への教育課程、科目選択の適切な指導  (2) よりよい教育課程の研究と実践 
  (3)「総合的な学習(探究)の時間」の研究と実践 
 ３．授業時数の確保に努めるとともに、単位修得に向けた体制作りに努める。 
  (1)授業時数の確保 (2)認定・追認該当者への適切な指導  
 ４．諸公簿の整理・保管、諸資料の効果的整理、事務処理の迅速かつ正確化に努める 
    (1)諸公簿・諸資料の整理と保管  (2)関係業務の迅速かつ正確な処理  (3)学級事務処理への支援 
  (4)通知公文等の迅速な準備・発送 
５．ＰＴＡとの連携を密にし、ＰＴＡ関連業務および交流事業の円滑化・効率化に努める 

    (1)ＰＴＡ諸会議・諸活動の円滑化・能率化  (2)姉妹校との交流の促進 
 ６．職員の福利厚生に関する業務の迅速化に努め、外部団体からの要請に基づき諸募金の協力を呼びかける 
  (1)福利厚生に関する業務の迅速化  (2)諸募金等の協力呼びかけ 
 ７．情報の管理および環境整理に努める 

(1)情報環境の整備 
 
【進路指導部】 
 １．進路に関する相談の機会を数多く作り、進路指導を強化する 
    (1)進学･就職相談会の案内をする   (2)個別・三者面談(進学･就職)の資料提供をする 

(3)生徒との進路相談を適宜行う 
 ２．諸調査を実施し、生徒理解及び個別指導に役立てる 
    (1)進路希望調査を計画的に行う   (2)進路希望一覧の作成 
 ３．進路情報の収集・整理・提供に努めるとともに、生徒の進路に対する意識の高揚に努める 

 (1)進路情報『雄飛』を発行する  (2)諸資料(進路資料・受験報告書・受験申請書等)をとりまとめる 
(3)諸進路情報誌を配布する   (4)求人票を整理する 



 

 ４．各教科との連携を密にし､学力向上のため諸講座・模擬試験等を計画的に実施する 
    (1)各学期・長期休業中の講座を設定・実施する  (2)小論文講座を設定・実施する  

(3)センター・私大二次対策講座を設定・実施する (4)校内実力テスト(1,2年：年３回、3年：年１回)を
実施する  (5)各種模擬試験を設定・実施する 

 ５．進学指導･就職の斡旋及び追跡指導は、関係機関と連携を密にし、適切に行う 
    (1)各大学との連携を図る (2)各専門学校との連携を図る (3)ハローワークとの連携を図る 
 ６．進路指導室および進路指導室前掲示板の整備・充実・活用に努める 
    (1)資料の整理･保管に努め、活用促進を図る  (2)進路室の整理・整頓に努める 
  (3)備品の充実を図り、進路指導に役立てる   (4)進路指導室前掲示板の充実を図る 

 ７．保護者及び他団体との連携を密にし、進路指導が適切に行われるように努める 
    (1)ＰＴＡ役員と連携し進路指導の充実を図る  (2)奨学生募集・手続きを行う 
 ８．学年ごとの指導目標を次の通りおき、その実現のため担任及び学年会との連携を密にする 
   第１学年 高校生としての自覚をもたせ、将来の進路について具体的目標を持ち、目標達成に進んで取り 
        組む態度を養う。 
   第２学年 進路学習への意欲を一層高めると共に適切な進路選択のために自己理解を深め、自己の進路を

明確にする態度を養う。 
   第３学年 自己理解と進路情報に基づき、具体的に進路を決定し、将来の生活によりよく適応し、向上す

る態度や心構えを養う。 
(1)諸書類提出のルール指導(期限厳守・手続きの正確さ)を徹底する。 
(2)目標達成へ向けて、１学年会との連携を図る (3)目標達成へ向けて、２学年会との連携を図る  
(4)目標達成へ向けて、３学年会との連携を図る 

 
【生徒指導部】 
 １．基本的生活習慣の徹底指導 
    (1)規律ある集団生活の指導 (2)問題行動の未然防止 (3)マナー指導(スマホ等)の徹底 
  (4)アルバイト指導の徹底 (5)身なり指導の徹底  (6)勤怠指導の徹底  (7)深夜徘徊の防止徹底 
 ２．自主的な生徒集団の育成 
    (1)中央委員会や生徒会執行部等のリーダー育成 (2)主体的な諸行事の取り組み 
  (3)専門委員会活動の活発化          (4)部活動の充実と指導体制の確立 
 ３．交通安全指導の強化 
    (1)交通マナー意識向上の啓発  (2)駐輪指導の徹底(校内外)  (3)運転免許取得(予定)者の指導強化 
    (4)他団体との連携 
 ４．規則と秩序を守り、明るく協力的な学寮生活 
  (1)学寮生の生活習慣の指導    (2)舎監・学校・家庭の連携 
 ５．学年会、関係職員、外部団体との連携強化 
  (1)学年会・関係部署との連携 (2)地域・ＰＴＡとの連携 (3)三高校･中学校との連携 
 
【環境保健部】 
 １．学校環境の整備・充実 
    (1)清掃用具の充実  (2)教室内外の清掃の徹底  (3)清掃状況の点検と評価 
    (4)施設の安全点検の実施  (5)プランター・鉢・花壇による緑化 
    (6)施設・設備の点検・整備  (7)ゴミ分別の徹底 
 ２．健康の保持増進と安全教育の充実 
    (1)定期健康診断の全員受診  (2)生徒一人ひとりへの健康管理指導  (3)健康相談の充実 
    (4)保体委員会活動の活性化  (5)災害共済給付手続きの円滑化   (6)学級担任及び保護者との連携 
 ３．カウンセリングの充実 
    (1)生徒が気軽に相談できる環境づくり  (2)学年会･担任・スクールカウンセラー・保護者との連携 
 
【図書・視聴覚部】 
 １．適切な図書資料の収集・整理・提供に努める  
    (1)図書購入希望調査の実施、館内資料の選定・購入  (2)校内資料の収集  

 (3)蔵書の整理（書架サインの整備、不要本の廃棄を進める）  (4)新着図書･推薦図書等の広報に努める 
 ２．各教科や、学級、進路プランニングにおける調べ学習に寄与する 
    (1)教科・学級との連携により効果的利用の促進を図る 
  (2)読書感想文コンクールに向けた取り組み 
 ３．読書に対する意識を高め、図書館利用の活性化に努める 
  (1)図書委員会を中心とした図書館行事の充実（平和資料展・読書月間・「抒情」作成） 
  (2)『図書委員会だより』の発行  (3)職員に向けた利用状況の周知と図書館資料の案内 
  ４．芸術鑑賞を通して、情操教育に寄与する 



 

  (1）芸術鑑賞会の実施   
 ５．視聴覚機器の整備・拡充に努め、効果的な利用に寄与する 
    (1)教科・部・学年会と連携した機器の利用 (2)各種行事の放送機器準備と操作  

(3)視聴覚教室及び放送設備の管理   (4)視聴覚教室の整備・拡充 
 ６．施設利用のマナー向上に努める 
  (1)図書館利用マナーの指導   (2)視聴覚教室・体育館放送室の利用マナーの指導 
【事 務 部】 
 １．文書取扱の迅速化、整理・保管 
    (1)文書の受付、回覧、配布、発送の迅速化  (2)公文書閲覧、刊公報、諸規定等の整理保管 
   (3)就学支援金（授業料）の期限内納入       (4)勤務管理及び服務の諸願届の整理保管 
    (5)採用・昇給・退職等の履歴事項の整理保管 
 ２．効率的・効果的・適宜適正な予算執行 
    (1)歳出予算の要求調整  (2)令達予算の適正な執行  (3)給与・諸手当・報酬等の適正執行 
    (4)旅費関連支出の早期及び適正執行  (5)支出証拠書類の整理、製本 (6)一般消耗品の購入計画、受入及 
   び支出 
 ３．公有施設、設備や物品の機能維持と管理の徹底 
    (1)公有財産台帳・施設台帳の登録及び整理保管  (2)一般備品・理振備品等の購入・管理 
  (3)財産・施設等の予算要求  (4)学校施設・設備等の整備営繕  (5)学校緑化事業（樹木等）の推進 
  ４．給与事務の適正執行と人事・服務管理の徹底 
 ５．光熱水費に係る、節電、節水努力、職員への周知・協力依頼 
６．職能の向上・改善、各種研修会への積極的参加 

    (1)報告・連絡・相談の徹底 (2)事務協会八重山支部内の事務研修の充実 
  (3)各種研修会への積極的参加 
 ７．就学支援金（授業料）、就学給付金等事務の執行と学級担任との連携・協力 
 
 ３ 各 学 年  
 
【１学年会】 
 １．基本的生活習慣の確立 
    (1)勤怠状況(遅刻･欠課･欠席)の向上と事後指導の徹底  (2)身なり指導の徹底 
 (3)規律ある行動･態度の育成  (4)安全教育の徹底 

 ２．学習指導の充実 
    (1)学習状況の把握と学習意欲の喚起  (2)各教科担任との連携  (3)各種テスト、講座、模試の活用 
    (4)成績不振生徒の指導 
 ３．学級経営の充実 
    (1)ＳＨＲの効果的活用  (2)ＬＨＲの計画的運営   (3)ＨＲ役員のリーダー性啓発 
    (4)学校行事への積極的参加   (5)清掃の徹底･教室内の美化整理 
 ４．進路指導の充実 
    (1)進路調査と進路相談の実施  (2)進路指導部との連携  (3)ＬＨＲ等における進路学習と進路指導の充実 
   (4)総合的な探究の時間の効果的活用 
 ５．各部・各教科・保護者との連携 
    (1)各部との連携   (2)スクールカウンセラーや教育相談との連携 
    (3)電話・学級通信・面談などによる保護者との連携  (4)部活動顧問との連携 
 
【２学年会】 
 １．基本的生活習慣の確立 
    (1)勤怠指導を徹底する    (2)問題行動の未然防止と事後指導を徹底する   (3)身なり指導を徹底する   

(4)諸集会での望ましい態度を育成する  (5)安全教育を徹底する     (6)清掃・美化の充実に努める 
(7)下校指導・戸締まり指導を強化する    (8)公共物等を大切にする心を育てる 

    (9)正確な諸手続と期限厳守を徹底する 
 ２．学習習慣の定着と学力の向上 
    (1)授業を大切にする雰囲気をつくる  

 ①授業始業・終業時の挨拶の徹底  ②終業の時鐘まで教室から出さない指導の徹底  
(2)学習指導方法を工夫し、学習習慣の定着を図る 

 (3)学習状況の点検と理解度を把握し、学力向上に努める  (4)学業不振者に対する指導を強化する 
 (5)学業優秀者に対する指導を工夫する  (6)各種講座・模試等の受講・受験を促す 
 (7)各種検定試験の受検を促す 

 ３．進路指導の強化 
    (1)進路資料の活用と適切な進路指導に努める  (2)進路指導部との連携を密にする 



 

    (3)進路の早期決定に努める  (4)進路プランニングの充実に努める 
  ４．各部・各教科・保護者との連携 
    (1)各部・各教科との連携を強化する   
  (2)保護者との連携を強化し、三者面談、学級懇談会等を充実させる 
 ５．ホームルーム運営の強化 
    (1)ＳＨＲを効果的に活用する  (2)ＬＨＲを活用し、効果的な学級経営に努める 
 (3)ＨＲ役員会、班活動および諸係活動を活性化させる    (4)学年行事の計画的・効果的運営に努める 

 ６．交流事業(盛岡第四高校・米国高校)への協力 
    (1)交流事業の意義を理解させ、各担当者と協力する 
 
【３学年会】 
 １．学習意欲の高揚と学力養成 
    (1)家庭学習の定着への効果的な指導の工夫  

(2)自律的な学習習慣の確立（学習開始時間の固定） 
 (3)学業不振生徒・単位未修得生徒への指導  (4)学業優秀者に対する指導の工夫  
２．希望進路の早期決定と実現 

    (1) 計画的に進路実現に臨む態度の育成 
(2) 進路実現に向けた実力養成（講座受講・模試受験の奨励） 
(3) 進路資料の精選とICTの利活用の推進 

３．基本的生活態度の確立 
    (1)無届遅刻・無届欠課・無届欠席の防止と事後指導の徹底  
  (2)問題行動の未然防止と事後指導の徹底  
  (3)身なり指導の徹底  (4)正確な諸手続と期限現儒の徹底 
  (5)教室環境整備・美化活動の充実と指導の徹底 
  (6)公共物を大切にする心の育成  (7)下校指導・戸締まり指導の徹底 
  (8)安全教育の強化 
  (9)スマートフォンの効果的な利用とマナーの徹底 
 ４．ホームルームの創造的・計画的運営 
  (1)SHRの効果的な活用   (2)LHRを活用した計画的且つ効果的なホームルーム経営 
  (3)ホームルーム各班・各役員を活用した組織的活動の創造   
  (4)行事を活用した効果的なホームルーム経営 
 ５．保護者との連携強化 
    (1)保護者との連携強化と情報の共有 
  (2)効果的な個人面談・三者面談の実施 
 ６．職員間の連携強化 
  (1)ホームルーム担任間の連携強化と情報の共有   

(2)各部・各教科との連携強化と情報の共有 
 


