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学校教育計画
７３

教育理念
学校教育目標

中期目標

今年度の
重点目標

一
１
２
３

真理の探究

一

自他の敬愛

一

長野県塩尻志学館高等学校

責任の完遂

現代社会におけるグローバル化・情報化の進展や産業技術の発展をふまえるとともに、生涯にわたる人間形成の基礎を培い、多様な科目を開設して生徒の個性を伸長させる。
将来の職業選択を視野に入れた進路設計への自覚を深めさせ、社会の変化に主体的に対応できる心身ともに健康な人材を育成する。
マンツーマン指導を基本として、個々の生徒の興味・関心・能力・適性及び進路等にきめ細かく対応し、それぞれの希望する進路実現を支援する。

（１）ライフプランを考え、第一希望で進路実現させ得る組織的な学校づくり
（２）体系化されたキャリア教育のシステムによる「生きる力」を育成する学校づくり
（３）授業等の様々な学習活動を通じて、健康な心身と体力を育成する学校づくり
（４）地域社会と連携し信頼される、開かれた学校づくり
（５）知識の確実な定着と実践的思考力を養う、魅力ある授業の研究
（６）特色ある系列と進路実現に有効な科目選択の研究
① 適切な科目選択やキャリア教育の充実、学力向上による進路実現を目指す取り組み
② ICTの活用と生徒一人ひとりの探究的な学びの支援を通し、「生きる力」を育む学校づくり
③ 地域社会、保護者との連携、中学校との情報交流による開かれた学校づくり
④ 生徒に寄り添い、いじめや体罰のない、安心安全な環境の確保

総
合
評
価

・今年度も概ね目標を達成できた。学年毎に生徒の状況に合わせ
「探究的な学び」を意識し、キャリア学習の充実を図り社会への
関心や職業観を醸成することができた。また、科目選択を通して
各自の進路を自覚できるように指導することができた。これから
は家庭との連携を深め生徒の自己実現に向けた学校運営を心がけ
たい。
・公開授業、中学校訪問等により中学生に本校の魅力をアピール
することができた。また、「シオジリ学」等により地域との連携
も深めることができた。生徒会活動でも生徒が主体的に地域と関
わる場面が増え学校生活に潤いをもたらしている。
・家庭との連絡を密に取り、生徒の状況を共有しながら指導する
ことができた。校内では様々な場面で生徒一人ひとりと関わりを
持ちいじめ等を未然に防ぐように対応してきた。引き続き生徒が
安心して生活できるような支援を心がけたい。

部署別重点目標
部署

今年度重点活動（評価項目）
重点目標
到達目標（評価の観点）
１ 生徒が安心して学校生活を送り、確かな学力と豊か
ア．
月暦・日課等の周知徹底
な人間性を育めるよう他部署との連携を図り、円滑
イ．
授業研究・授業公開の実施、サポート
①②④ ウ．
な学校運営を行う。
各種研修の推進、サポート

教
務 ２ 本校の教育内容の充実を図り、その成果を積極的に
保護者、地域、中学生に発信し、地域に理解され信
頼される学校作りを目指す。

②③

１ 職員間で情報を共有し、各部署と連携しながら体系
的・組織的に指導できる体制を整える。

進
路
指 ２ 進路実現に向けて自ら積極的に行動できる生徒の育
導
成を図る。様々な資格試験の受験を奨励する。

①②

①②
１

「対話と共感」、「自立と支援」の生徒指導
①基本的生活習慣の確立
②服装･頭髪等の身だしなみを整える
③貴重品の管理,携帯･スマホ利用に関する注意喚起
④交通事故の未然防止

②③④

生
徒
支 ２
援
いじめを出さない学校づくり

①いじめに対する未然防止、早期発見、早期対応、
再発防止を組織的に取り組む
②常に開かれた相談態勢を整える

エ．
公開授業および体験授業の充実
オ．
進路講話・出前授業を実施し本校に対する関心を高める。
カ．
Ｗｅｂサイトの活用、ブログの発信等による本校の活動の紹介
キ．
本校の特色や入学者選抜について中学生に周知していく。
ア．進路意識の向上、基礎学力の定着を図るため、各部署と連携して
より効果的な取り組みを考える。
イ．学びの基礎診断ﾂｰﾙの効果的な活用を研究する。
ウ．ICTを利用した学習支援の研究をする。
エ．職員向けの研修会を実施する。
オ．補習授業（桔梗塾含む）、模試、各種検定に積極的に取り組む生
徒を増やす。
カ．ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵを利用し、目標設定・振り返りの習慣化を図る。
キ．進路通信、志学の時間を通して進路意識の啓発に努める。
ア．職員の共通理解と意識を統一し、生徒への声がけを大事にする。
イ．家庭との連絡や相談、スクールカウンセラー等の有効活用などで
生徒や保護者を支援する。
ウ．ＨＲ担任、教科担任、生徒会、クラブ顧問との連絡を密にし、
生徒個々の動向を明確に把握できるようにする。

評価

③④

オ．交通安全指導を折りにふれて行ない、生命を尊重し安全を確認
して行動する習慣を確立させる。

改善策
・準備を早め、予定の周知に努め
たい。・公開授業の機会を利用し
授業研究を行えるような工夫が必
要。

・学校説明会に多くの中学
生が参加した。公開授業、
中学校訪問、進路講話、出
前授業などを通し、本校の
様子を発信できた。

・中学生向けの活動をより充実さ
せたい。Ｗebサイトの充実を各部
と連携しながら進めたい。・引き
続き地元中学校との連携を取り本
校への志願者を増やしていきた
い。

A

・各学年、定着してきた進
路指導の流れに沿って他と
連携しながら実施できた。
・入試改革に向けて導入し
たツール等の活用方法をさ
らに研究したい。

・ＧＴＥＣについては実施の有無
を改めて検討し、英語の外部試験
対策について確認したい。

A

・進路資料室を利用する生徒が
増えた。（勉強クラブ含む）
・年間通してﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの活用が
できた。（1,2年）
・進路通信、志学の時間を活用
することができた。

・Classiについては手探りの状態
で始めたが、初年度としては十分
に活用できた。今後もﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの
機能を中心に負担にならない程度
に活用の幅を広げていきたい。

A

・生徒動向を職員間で共有
し、生徒支援に努めること
ができた。
・校内巡視を実施した。教
室での盗難被害は１件あっ
たが、部室や更衣室での被
害はなくなった。

・職員間での情報共有、保護者と
の連絡を密にし、多くの目で見守
る生徒支援に努める。
・各種講演会の充実や、機を捉え
た注意喚起を行い、規範意識や自
己管理能力を育てる。

B

・面談やアンケート等の活
用により、いじめの未然防
止に努めることができた。
いじめに対し早期対応を心
掛ける。
・専門機関とも連携し対応
することができた。

・面談やアンケートは継続して行
なう。
・支援の必要な生徒には、相談室
を窓口に各部署・専門機関と連携
をとり対応する。

A
A

エ．学習、行事、生徒会、クラブ活動を通して、学校生活の積極的な
意義を見出すよう指導援助する。

成果と課題
・行事の計画、運営が円滑
に行えた。・日課周知を早
めに行いたい。・考査の年
間予定を作成した。監督割
等早めに周知したい。
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部署別重点目標
部署

今年度重点活動（評価項目）
１ 総合学科の特徴を活かして社会の変化に対応した
キャリア教育を行う。

重点目標

①②③

キ
ャ
２ キャリア教育に係わる「探究的な学び」を計画・実
リ
行する。
ア
教
育
推 ３ 地域との連携を深め、総合学科高校としての本校の
進
魅力を高める。

①②③

①②③

１ 生徒会活動に参加することにより、豊かな人間性を
育て、相互理解を深める。

①②④

生
徒 ２ 生徒自らが自覚と責任を持って活動することによ
会
り、主体性をはぐくむ。

到達目標（評価の観点）
ア．科目選択が生徒にとって自己の可能性を広げる機会となるよう
システムや指導方法を見直し、工夫することができたか。
イ．生徒が１０年、２０年先の社会を見通して自分の将来を考え、
社会の一員となる自覚を持てるよう指導することができたか。

評価

改善策

A

生徒本人が学習成果を感じている
一方で、保護者には学校の取組が
十分に理解されているとは言えな
い状況がある。学校と家庭とが協
力してキャリア学習を行える体制
づくりを考えたい。

A

「探究的な学び」を意識し
ながら各学年のキャリア学
習計画を立て、実践するこ
とができた。全学年で学習
発表会を行うこともでき
た。

蓄積したポートフォリオを進路実
現につながるように進路指導部と
連携して具体的な活用方法をみつ
けたい。

A

３年間通して「シオジリ
学」という形で地域と直接
関わる学習ができた。３年
次の「シリゼミ」では塩尻
市の活性化をテーマにした
グループワークにも取り組
めた。

４年目となる「シオジリ学」がマ
ンネリ化しないように、学習内容
を工夫したい。

ア．生徒会活動を通し、生徒相互の関わりを深め、コミュニケーショ
ン能力の向上を図る。

生徒会活動や部活動を通
して、生徒たちの関わりは
広く深くなったと考える。
SNSを介して意見のやり取
りをすることが多い生徒た
ちにとって、相互理解を深
める大切な機会となってい
ると思う。

生徒会活動が、生徒の人間的成長
に欠かせない重要な活動であるこ
とを全職員が意識し、より一層連
帯感を持って、部活動や生徒会活
動に携わる。

イ．目標の達成を目指し、継続的な努力をする事で、高校生活に対す
る達成感を持たせる。

クラブの継続審議は３年
目となった。互いのクラブ
活動に興味を持ち、また自
分たちのクラブ活動の成果
を仲間に伝え見つめ直す機
会として、有意義な活動と
なっていると考える。
地域行事への参加など恒
例となっている行事につい
ても、志学館高校生徒会と
いう誇りを持ち、より良い
活動をしようと努力してい
る姿が見られた。

部活動については、今後の学級
減を見越し、クラブ継続審議がよ
り実効性のあるものとなるよう
に、生徒会規約の一部改訂を行っ
た。今後も実情に見合った改訂を
行う。

各企画の立案・企画運営
を、前年度踏襲ではなく
「やるかやらないか」「な
ぜやるのか」という原点に
立ち返り行った。生徒たち
は、今までの先輩達の活動
の意味を学ぶとともに、自
分達らしい活動を求めて、
様々な観点で物事をとらえ
活動できるようになったと
思う。

同じ目的意識を持った「仲間」
としての姿勢、組織や活動を動か
す「リーダー」としての姿勢を理
解できるように、職員が意識して
活動に携わる。

文化祭では、３年生を中
心に積極的でまとまりのあ
る企画運営を行った。意見
をたたかわせる中で繋がり
の重要性を理解し、協力す
ることの素晴らしさを学ん
だと感じている。
各委員会の活動は温度差
があり、役割を理解し活動
するまでには至らないもの
もあった。

常に意見交換を促し、より良い
活動を求め続ける姿勢を定着させ
る。また、全体の意識統一を図
る。

ウ．個々の生徒が将来の具体的な目標を定め、積極的に学習に向かう
姿勢を持たせることができたか。
エ．高大接続改革に対応できるよう、生徒にポートフォリオの活用を
促し、行動させることができたか。
オ．「シオジリ学」を全学年で取り組む学習プログラムとして体系化
することができたか。
カ．生徒の活動や学習成果を広く発信することができたか。

A

ウ．明確な目的を持たせ、立案、企画運営を行わせる事で、リーダー
としての資質を向上させる。

①②④

成果と課題
学年ごとに生徒の状況に合
わせたキャリア学習と科目
選択作業を通して、社会へ
の興味関心、職業観を育て
ることができた。８割を超
える生徒が学習成果を実感
している。

エ．生徒会活動を通し、ひとりひとりの役割を理解することで、互い
に協力する関係をつくる。

A
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部署別重点目標
部署

今年度重点活動（評価項目）
１ 図書館運営の充実を図る。

重点目標

①②④

図
書
・ ２ 視聴覚教育の充実を図る。
視
聴
覚

到達目標（評価の観点）

評価

イ．生徒の読書活動の向上を図る。
ウ．図書委員会による積極的な広報活動を行う。

カ．
芸術鑑賞の円滑な運営を行う。

Ａ

視聴覚機材の充実により、
授業での活用が増えた。芸
術鑑賞ではバンドリーダー
久保田氏の半生を描く音楽
鑑賞を通して、多くの生徒
が自らの進路を深く考える
ることができた。また、生
徒参加型のステージであっ
たため、部活動に打ち込む
ことの素晴らしさを再確認
することもできた。

中信地区合同芸術鑑賞を通して引
き続き豊かな心を育てる取り組み
を、特に、受け身で観る・聴くだ
けではなく、生徒参加型ステージ
を創る努力を続けたい。

Ａ

ゴミステーション当番や文
化祭中の当番活動など、清
掃美化委員全員が関わるこ
とができる体制を整え実施
することができた。

当番活動については来年度も継続
して実施していく。清掃用具は来
年度以降もひき続き定期的に点検
や交換をしていく。

スムースな検診ができた。
講演は有効な学びの場に
なった。

検診の生徒の打合せ時間にもう少
し余裕をもたせたい。

各自の体の状態を知り、改
善につなげられる内容と
なった。
例年とおりに計画に従って
行うことができた。日程を
含め、参加者の増加の方策
を考える必要がある。新年
度役員の選出に苦労した。

次年度は交流も深められる団体競
技を検討したい。

ＰＴＡ行事を通して多くの
参加者があった。

リピーターも多く、口コミなどに
よって情報は広がっているが、よ
り積極的に参加できるように考え
ていきたい

役員の方々を中心に、気楽
に集まってもらえる雰囲気
はできている。

役員との連携を深め、より主体的
な活動ができるようにしたい。

１１０周年に向けて役員段
階での準備会を行った。

今後、より具体的な動きの中で、
同窓会やＰＴＡと学校の連携を深
めていきたい。

Ａ

キ．
芸術鑑賞を通して、豊かな心を涵養する。

１ 校舎内外の美化・清掃の強化

ア．
ゴミの分別と減量化・生徒の取り組みの強化
②

保
健
２ 検診のスムーズな運営と性教育・薬物教育の充実
厚
生
３ 職員厚生の充実

①②③④
②④

１ 学年・学級ＰＴＡの充実
②③
２ ＰＴＡ活動参加拡大に向けた広報活動の充実

３ 保護者との連携強化

エ.ストレスの軽減とリフレッシュ行事の推進
ア．総会・学年・学級ＰＴＡを開催する
イ．授業参観や講演会の企画を行う

エ．文化祭展示、ＰＴＡ会報などの広報の充実を図る
オ．ＰＴＡ研修やＰＴＡ研修旅行を工夫、充実する

②③
４ 同窓会活動への協力

ウ. 外部講師の精選と教育方法の研究をする。

ウ．寄せ植え研修会やＰＴＡ研修旅行に向けた広報活動に勤める
②③

渉
外

イ．保健委員会と職員の協力体制を確立する。

②③

カ．強歩大会での援助、豚汁提供など学校行事との関わりを深める
キ．１１０周年記念事業へ向けて協力体制を整える

改善策
総合研究では引き続き、学年、教
科と連携しながら探求する図書館
としての機能を果たせるよう努力
したい。

エ．生徒の探求活動に沿った蔵書の拡充を図る。
オ．
視聴覚教室・視聴覚機材の教育活動への利用拡大を図る。

①②④

成果と課題
学習の中で困ったときに図
書館に来る生徒一人ひとり
に対して支援をすることが
できた。図書委員会による
企画を定期的に行い、本の
貸し出し数が増えた。

ア．図書館利用の活性化を図る。

Ａ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｂ

日程・会場については教務、学
年、係と検討したい。
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部署別重点目標
部署

今年度重点活動（評価項目）
１ 基本的生活習慣の確立

重点目標

到達目標（評価の観点）
ア．家庭との連絡が密にとれたか。

①②
イ．安定した生活のリズムをつくらせることができたか。
２ 学習習慣の確立

１
学
年

ウ．家庭学習の習慣化に向けてはたらきかけができたか。
エ．学習意欲を高めさせ、科目選択への意識付けができたか。
①②③

３ 相互理解を深める

評価

１ 進路意識の高揚、集団形成と支援体制を整える

Ａ
Ｂ

学習意欲はあるが、家庭学
習が定着している生徒は一
部にとどまっている。科目
選択は熱心に取り組んでい
た。振り返りなどクラッ
シー運用については課題が
残る。

学習に関して努力している生徒に
対して、学力向上の支援を検討し
ていきたい。進路決定に向けての
情報提供を、進路指導部と協力し
て取り組んでいきたい。

スマートフォンの活用やSNS
の利用についての講演会を
通じて、人権問題を学び、
互いを尊重することを学ぶ
ことができた。

ＳＮＳの適切な利用をさらに働き
かけて、ＳＮＳによる人権侵害に
ついて考えさせていきたい。研修
旅行先の広島・神戸の学習を深め
て、人権意識を高めていきたい。

学年全体では進研模試を全
員受験させるなど、学年・
進路別とも学習に取り組ま
せることができた。夏休み
に進路に応じた体験学習を
行い、きめ細かい発表会を
取り組むことができた。

進路指導部との連絡を密にとり、
新しい入試の体制に順応できるよ
うのに準備していく。進路別によ
る個別の学力支援に対応していき
たい。

研修旅行の事前学習として
文化祭の展示を行い、広
島・神戸・大阪をテーマと
した発表をすることができ
た。広島平和記念資料館の
展示内容が模様替えされ
て、改めて戦争と平和を考
える機会となった。初めて
実施した神戸での震災学習
は、普段からの防災意識を
高めることができ、有意義
であった。アンケート結果
では生徒の満足度も高かっ
た。
日ごろから家庭との連絡は
密にとることができて、意
思の疎通を図ることができ
た。いじめなどに気を配り
様子を見守りことができ
た。

平和記念資料館が大変混雑してい
て、十分な見学時間が取れなかっ
たが、その見学を基礎に、今後も
戦争の非人間性と平和の問題につ
いて意識を高めたい。また南海ト
ラフ地震などに備えて防災教育の
機会をとっていく。

Ａ

自らの進路を主体的に考え
るとともに、その実現に必
要な力を身に付けることが
できた。また、学年全体で
一人ひとりの進路実現を応
援する雰囲気を醸成するこ
とができた。

より早い時期から進路実現に向け
て取り組む態勢がとれるような指
導が必要である。また、センター
試験に向けた特編授業の可能性も
模索していく必要がある。

Ａ

生徒同士がお互いを尊重し
合い、思いやりをもって接
することができた。また、
家庭との連携を密にするこ
とができた。

円滑なコミュニケーションを図る
のに必要な、語彙力・読解力・プ
レゼンテーション能力などをさら
に高めていくために、様々な場面
を通じた指導が重要である。

Ａ

生徒会活動や部活動などの
様々な場面で、最上級生と
して中心的な役割を担い、
充実した学校生活を送るこ
とができた。

社会に出る一歩手前の世代とし
て、責任ある行動がとれるよう、
判断力・公共心・社会性などをさ
らに高めていくことが求められ
る。

Ａ
ア．学年全体、進路希望別、それぞれの集団での学習活動ができたか。
イ．進路指導部とキャリア教育推進部の連携によるCPの充実がはかれたか。

①②③

２ 研修旅行の充実

ウ．個別に、学力・生活状況に応じた相談・助言ができたか。

A

エ．平和学習・防災学習の充実が図れたか。
オ．訪問する各地の地理・歴史・文化について、理解を深められたか。
カ．互いに協力し自らの責任を果たし、有意義な研修旅行になるよう
指導できたか。

２
学
年

②③④

３ 相互理解を深める

１ 進路実現への指導、支援体制の充実

ク．家庭との連絡が密に取れたか。

Ｂ

ア．学習意欲の向上、資格取得へのアプローチを図る。
①②③④

３ ２ コミュニケーション能力の向上
学
年

A

キ．互いに尊重し合える関係が築けるようにアドバイスできたか。
③④

イ．個性や適性などに応じた進路指導をする。
ウ．受験準備など計画的に活動できるように支援する。
エ．互いに尊重し合える関係が築けるようにアドバイスする。
③④

３ 学校生活の充実と最上級生としての活動支援

オ．家庭との連絡を密に取る。
カ．社会の一員となるためのコミュニケーション能力を育成する。
キ．学校・生徒会行事において責任ある活動ができるように支援する。

①②③④
ク．規範意識を向上させ、社会性を身につけさせる。

改善策
健康上、不安定な生徒や提出物を
出せない生徒には、さらに働きか
けを強めていくようにしていきた
い。

オ．互いに尊重し合える関係が築けるようにアドバイスできたか。
②③④

成果と課題
家庭との連絡を密に、特に
遅刻・欠席の連絡もしっか
りし、生徒の状況把握がで
きた。概ね安定した生活リ
ズムを作らせることができ
た。

各担任、副担任で情報交換を密に
行い、学年全体で指導していく体
制を確立する。

