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自己評価自己評価自己評価自己評価
学校関係者評価学校関係者評価学校関係者評価学校関係者評価

評価項目 具体的評価項目 具体的評価項目 具体的評価項目 具体的なななな方策 成果方策 成果方策 成果方策 成果◎◎◎◎とととと課題課題課題課題▲▲▲▲ 改善策改善策改善策改善策 評 価評 価評 価評 価 コメントコメントコメントコメント
項目別 総合項目別 総合項目別 総合項目別 総合

項目別 総合項目別 総合項目別 総合項目別 総合

１１１１ 学力向上学力向上学力向上学力向上 ①３①３①３①３年間年間年間年間をををを見通見通見通見通したしたしたした南高南高南高南高スタイルスタイルスタイルスタイルによによによによ ◎◎◎◎５５５５５５５５分授業分授業分授業分授業のありのありのありのあり方方方方、、、、放課後放課後放課後放課後のののの時間時間時間時間のののの活用活用活用活用、、、、南模試南模試南模試南模試 ・・・・新教育課程新教育課程新教育課程新教育課程にににに向向向向けてけてけてけて観点別評観点別評観点別評観点別評 ・・・・55555555分授業分授業分授業分授業でででで確保確保確保確保したしたしたした放課後時放課後時放課後時放課後時
るるるる教科指導教科指導教科指導教科指導のののの充実充実充実充実 などなどなどなど、、、、本校本校本校本校ののののスタイルスタイルスタイルスタイルやややや特色特色特色特色がががが定着 価定着 価定着 価定着 価ややややテストテストテストテストのありのありのありのあり方方方方をををを研究研究研究研究しししし 間間間間をををを生徒生徒生徒生徒のののの多様多様多様多様なななな実態実態実態実態にににに合合合合わせわせわせわせ
・・・・各学年各学年各学年各学年にににに応応応応じたきめじたきめじたきめじたきめ細細細細かなかなかなかな指導体指導体指導体指導体 ◎◎◎◎演習量演習量演習量演習量をををを補補補補うためうためうためうため、、、、朝補習朝補習朝補習朝補習、、、、一日学習会一日学習会一日学習会一日学習会、、、、放課後放課後放課後放課後セセセセ ながらながらながらながら、、、、本校生徒本校生徒本校生徒本校生徒のののの実態実態実態実態にあ てにあ てにあ てにあ て展開展開展開展開しているしているしているしている。。。。もっともっともっともっと効果的効果的効果的効果的にににに
制制制制のののの確立確立確立確立 ミナーミナーミナーミナー((((３３３３年生年生年生年生のみのみのみのみ))))をををを実施実施実施実施 わせたわせたわせたわせた指導方法指導方法指導方法指導方法のののの確立確立確立確立 するにはするにはするにはするには、、、、やはりやはりやはりやはり自己教育力自己教育力自己教育力自己教育力のののの更更更更
・・・・授業充実授業充実授業充実授業充実とととと放課後活用放課後活用放課後活用放課後活用でのでのでのでの個個個個にににに応応応応 ◎◎◎◎プロジェクタプロジェクタプロジェクタプロジェクタややややタブレットタブレットタブレットタブレットなどなどなどなどICTICTICTICT機器整備機器整備機器整備機器整備がががが進進進進みみみみ、、、、 ・・・・ウィズコロナウィズコロナウィズコロナウィズコロナのののの視点視点視点視点のもとのもとのもとのもとゼロゼロゼロゼロ なるなるなるなる育成育成育成育成がががが必要必要必要必要とととと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。
じたじたじたじた指導 授業指導 授業指導 授業指導 授業におけるにおけるにおけるにおける活用増活用増活用増活用増 ベースベースベースベースでのでのでのでの策定策定策定策定 ・コロナコロナコロナコロナ禍禍禍禍、、、、新大学入学試験新大学入学試験新大学入学試験新大学入学試験とととと

◎◎◎◎休校期間中休校期間中休校期間中休校期間中、、、、クラッシークラッシークラッシークラッシーややややZoomZoomZoomZoomをををを用用用用いたいたいたいたオンラインオンラインオンラインオンライン ・・・・大学入学共通大学入学共通大学入学共通大学入学共通テストテストテストテスト対策対策対策対策としとしとしとし 激動激動激動激動のののの1111年年年年でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、先生方先生方先生方先生方はははは難難難難
によるによるによるによる課題配信課題配信課題配信課題配信、、、、ライブライブライブライブ解説解説解説解説をををを実施実施実施実施 てててて、、、、速読力速読力速読力速読力、、、、文章読解力文章読解力文章読解力文章読解力、、、、分分分分 しいしいしいしい状況下状況下状況下状況下でででで、、、、できるできるできるできる限限限限りのりのりのりの対応対応対応対応

◎◎◎◎スクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラーのののの追加派遣等追加派遣等追加派遣等追加派遣等でででで､､､､生徒生徒生徒生徒やややや保護 析力保護 析力保護 析力保護 析力をよりをよりをよりをより育成育成育成育成するするするする問題問題問題問題をををを作作作作 をををを取取取取られたこととられたこととられたこととられたことと思思思思いますいますいますいます。。。。
者者者者のののの悩悩悩悩みみみみ解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけたサポートサポートサポートサポート体制体制体制体制がががが充実充実充実充実 ３３３３ 成成成成 ３３３３．．．．００００ ・・・・大学進学実績大学進学実績大学進学実績大学進学実績だけがだけがだけがだけが学校学校学校学校のののの評評評評

▲▲▲▲勉学勉学勉学勉学やややや部活等部活等部活等部活等にににに集中集中集中集中できるできるできるできる､､､､さらなるさらなるさらなるさらなる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備 ・・・・アンケートアンケートアンケートアンケートやややや学習時間調査学習時間調査学習時間調査学習時間調査のののの 価価価価ではないとではないとではないとではないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、普通科普通科普通科普通科
▲▲▲▲移動移動移動移動コマコマコマコマのありのありのありのあり方 充実 校方 充実 校方 充実 校方 充実 校であるであるであるである以上以上以上以上、、、、問問問問われるわれるわれるわれる部分部分部分部分だとだとだとだと
▲▲▲▲自宅自宅自宅自宅ににににネットワークネットワークネットワークネットワーク環境環境環境環境のののの無無無無いいいい生徒生徒生徒生徒やややや端末端末端末端末のののの無無無無いいいい ・・・・ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ会会会会､､､､学年会学年会学年会学年会､､､､職員会議等職員会議等職員会議等職員会議等のののの 思思思思いますいますいますいます。。。。難関大学難関大学難関大学難関大学にににに絞絞絞絞らずらずらずらず広広広広くくくく
生徒生徒生徒生徒へのへのへのへの対応 効果的対応 効果的対応 効果的対応 効果的なななな活用 設定活用 設定活用 設定活用 設定することすることすることすること、、、、生徒生徒生徒生徒のののの成績成績成績成績のののの伸伸伸伸びびびび
▲ICT▲ICT▲ICT▲ICTをををを活用活用活用活用したしたしたした授業改善授業改善授業改善授業改善のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる研究研究研究研究 ・・・・いじめいじめいじめいじめｱﾝｹｰﾄｱﾝｹｰﾄｱﾝｹｰﾄｱﾝｹｰﾄややややﾘｸｴｽﾄﾘｸｴｽﾄﾘｸｴｽﾄﾘｸｴｽﾄ相談等相談等相談等相談等 をををを数値化数値化数値化数値化してしてしてして示示示示すなどしてすなどしてすなどしてすなどして、、、、南高南高南高南高
▲▲▲▲支援支援支援支援をををを要要要要するするするする生徒生徒生徒生徒のののの情報提供情報提供情報提供情報提供やややや一層一層一層一層ののののサポートサポートサポートサポート体体体体 をををを 活用活用活用活用したしたしたした迅速迅速迅速迅速なななな対応対応対応対応 でででで過過過過ごしたごしたごしたごした3333年間年間年間年間のののの成果成果成果成果をををを示示示示すこすこすこすこ
制制制制のののの構築構築構築構築 ・・・・ＳＣＳＣＳＣＳＣをををを含含含含めためためためた外部機関外部機関外部機関外部機関とのとのとのとの密密密密 とができればとができればとができればとができれば、、、、南高南高南高南高のののの存在意義存在意義存在意義存在意義をををを

なななな連携連携連携連携 よりよりよりより明確明確明確明確にできるのではないでしにできるのではないでしにできるのではないでしにできるのではないでし
ょうかょうかょうかょうか。。。。

②②②②難関校難関校難関校難関校をををを目指目指目指目指すすすす生徒生徒生徒生徒へのへのへのへの組織的組織的組織的組織的なななな ◎◎◎◎希望者対象希望者対象希望者対象希望者対象（（（（1111，，，，2222年生年生年生年生））））にににに国数英国数英国数英国数英においてにおいてにおいてにおいてハイレベハイレベハイレベハイレベ ・・・・早期早期早期早期からのからのからのからの難関大学志望者層難関大学志望者層難関大学志望者層難関大学志望者層 ・・・・南高南高南高南高スタイルスタイルスタイルスタイルとはとはとはとは何何何何なのかなのかなのかなのか、、、、全全全全
指導指導指導指導のののの充実充実充実充実 ルルルルなななな演習演習演習演習（（（（南南南南セミナーセミナーセミナーセミナー））））をををを実施実施実施実施。。。。成果成果成果成果をををを確認確認確認確認するするするする場場場場と のと のと のと の形成 教職員形成 教職員形成 教職員形成 教職員がががが諳諳諳諳んじてんじてんじてんじて言言言言えるまでにえるまでにえるまでにえるまでに
・・・・ハイレベルハイレベルハイレベルハイレベル講座講座講座講座ややややチームチームチームチームによるによるによるによる指指指指 してしてしてして外部外部外部外部ハイレベルハイレベルハイレベルハイレベル模試受験推奨模試受験推奨模試受験推奨模試受験推奨 ３３３３ ・・・・職員職員職員職員チームチームチームチーム一丸一丸一丸一丸となるとなるとなるとなる雰囲気 周知徹底雰囲気 周知徹底雰囲気 周知徹底雰囲気 周知徹底してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。
導導導導のののの実施実施実施実施 ◎◎◎◎医学科希望生対象医学科希望生対象医学科希望生対象医学科希望生対象にににに外部講師外部講師外部講師外部講師をををを招聘招聘招聘招聘しししし、、、、講演会講演会講演会講演会、、、、 のののの醸成醸成醸成醸成 ②②②②、、、、③③③③にににに関関関関してしてしてして、、、、授業研究授業研究授業研究授業研究こそがこそがこそがこそが

面接面接面接面接・・・・口頭試問練習会口頭試問練習会口頭試問練習会口頭試問練習会をををを実施実施実施実施 ・・・・南南南南セミナーセミナーセミナーセミナーのののの実施時間実施時間実施時間実施時間((((30303030分 学力向上分 学力向上分 学力向上分 学力向上のののの近道近道近道近道だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。
◎◎◎◎宮崎大学医学科地域枠集団討論宮崎大学医学科地域枠集団討論宮崎大学医学科地域枠集団討論宮崎大学医学科地域枠集団討論およびおよびおよびおよび面接練習 間面接練習 間面接練習 間面接練習 間))))拡大拡大拡大拡大のののの検討検討検討検討 「「「「生徒生徒生徒生徒のののの学力学力学力学力としてとしてとしてとして現現現現れるれるれるれる教師教師教師教師のののの
をををを運営委員運営委員運営委員運営委員（（（（教職員教職員教職員教職員））））のののの協力協力協力協力のもとのもとのもとのもと実践実践実践実践 ・・・・今年度今年度今年度今年度のののの卒業生卒業生卒業生卒業生のののの進路状況進路状況進路状況進路状況 ３３３３．．．．００００ 指導力指導力指導力指導力（（（（学力学力学力学力）」）」）」）」

【【【【フロンティアフロンティアフロンティアフロンティア科科科科】】】】 ３３３３ 等等等等をををを分析分析分析分析しししし、、、、授業授業授業授業のののの在在在在りりりり方方方方にににに ３３３３．．．．１１１１ ・・・・コロナコロナコロナコロナ感染防止感染防止感染防止感染防止にににに対処対処対処対処しながらしながらしながらしながら
◎◎◎◎２２２２，，，，３３３３年次年次年次年次にににに教育課程教育課程教育課程教育課程をををを見直見直見直見直しししし探究探究探究探究コースコースコースコースをををを設置設置設置設置す ついてす ついてす ついてす ついて職員職員職員職員でででで共有共有共有共有したもの もしたもの もしたもの もしたもの も、、、、南高校南高校南高校南高校””””独自独自独自独自・・・・ならではならではならではならでは””””ののののスススス
るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、小人数指導小人数指導小人数指導小人数指導をををを実施実施実施実施 をををを、、、、組織的組織的組織的組織的にににに指導実践指導実践指導実践指導実践 タイルタイルタイルタイルのののの確立確立確立確立にににに工夫工夫工夫工夫、、、、尽力尽力尽力尽力されたされたされたされた

▲▲▲▲３３３３年間年間年間年間をををを見通見通見通見通したしたしたした一貫性一貫性一貫性一貫性のあるのあるのあるのある授業授業授業授業のののの在在在在りりりり方方方方のののの構構構構 ・・・・進路指導部進路指導部進路指導部進路指導部ややややフロンティアフロンティアフロンティアフロンティア科科科科、、、、 ことがことがことがことが見見見見てててて取取取取れますれますれますれます。。。。成果成果成果成果やややや結果結果結果結果
築 学年団築 学年団築 学年団築 学年団とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化とととと学級学級学級学級 はははは必必必必ずついてくるとずついてくるとずついてくるとずついてくると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので

編成編成編成編成のありのありのありのあり方方方方をををを工夫 見直工夫 見直工夫 見直工夫 見直しとしとしとしと改善改善改善改善をををを施施施施しながらしながらしながらしながら継続継続継続継続ささささ
れることをれることをれることをれることを望望望望みますみますみますみます。。。。

③③③③基礎学力定着指導基礎学力定着指導基礎学力定着指導基礎学力定着指導のののの徹底徹底徹底徹底 ◎◎◎◎生徒生徒生徒生徒のののの学力学力学力学力のののの実態把握実態把握実態把握実態把握をををを学力検討会学力検討会学力検討会学力検討会でででで協議協議協議協議しししし ・・・・ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ機器機器機器機器をををを活用活用活用活用したしたしたした授業研修授業研修授業研修授業研修 ・・・・難関校難関校難関校難関校へのへのへのへの進学進学進学進学をををを目指目指目指目指すすすす大大大大きききき
・・・・自主学習自主学習自主学習自主学習のののの定着指導定着指導定着指導定着指導とととと部活動部活動部活動部活動とのとのとのとの 苦手教科克服苦手教科克服苦手教科克服苦手教科克服のためののためののためののための方策方策方策方策をををを確認確認確認確認 （（（（情報広報部情報広報部情報広報部情報広報部とととと連携連携連携連携）））） なななな使命使命使命使命とととと役割役割役割役割をををを理解理解理解理解しししし期待期待期待期待しておしておしておしてお
両立支援両立支援両立支援両立支援 ◎◎◎◎二者二者二者二者、、、、三者面談三者面談三者面談三者面談ででででフィードバックフィードバックフィードバックフィードバック ・・・・長期休業長期休業長期休業長期休業におけるにおけるにおけるにおける学力低迷学力低迷学力低迷学力低迷の りますの りますの りますの ります。。。。併併併併せてせてせてせて、、、、映映映映えるえるえるえるステータスステータスステータスステータス

▲▲▲▲自学自習自学自習自学自習自学自習がががが出来出来出来出来るるるる生徒生徒生徒生徒、、、、主体的主体的主体的主体的なななな学習学習学習学習がががが出来出来出来出来るるるる生 原因分析生 原因分析生 原因分析生 原因分析とともにとともにとともにとともに効果的効果的効果的効果的なななな指指指指 だけにだけにだけにだけに着目着目着目着目せずせずせずせず、、、、ベースベースベースベースをををを上上上上げるげるげるげる
徒徒徒徒のののの育成育成育成育成 ３３３３ 導方法導方法導方法導方法のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる検討検討検討検討 ３３３３．．．．２２２２ （（（（high standardshigh standardshigh standardshigh standards））））ことでことでことでことで相乗効相乗効相乗効相乗効

▲▲▲▲コロナコロナコロナコロナ禍禍禍禍におけるにおけるにおけるにおける学習時間学習時間学習時間学習時間のののの確保確保確保確保やややや学力学力学力学力のののの定着 果定着 果定着 果定着 果をもたらせればよろしいかとをもたらせればよろしいかとをもたらせればよろしいかとをもたらせればよろしいかと思思思思
いますいますいますいます。。。。
・・・・1111年時年時年時年時からしっかりとしたからしっかりとしたからしっかりとしたからしっかりとした計画性計画性計画性計画性
をもってをもってをもってをもって教科指導教科指導教科指導教科指導をををを行行行行っているとっているとっているとっていると
理解理解理解理解できたできたできたできた。。。。
・・・・難関校難関校難関校難関校をををを目指目指目指目指すことだけがすことだけがすことだけがすことだけが高校高校高校高校
のののの使命使命使命使命ではないとではないとではないとではないと思思思思いますいますいますいます。。。。宮崎宮崎宮崎宮崎
のののの特質特質特質特質でででで難関校難関校難関校難関校＝＝＝＝成功成功成功成功したしたしたした人間人間人間人間
であるであるであるである、、、、といったといったといったといった偏狭偏狭偏狭偏狭なななな価値観価値観価値観価値観をををを
子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに持持持持たせてしまうたせてしまうたせてしまうたせてしまう危険性危険性危険性危険性
をはらんでいますをはらんでいますをはらんでいますをはらんでいます。。。。偏差値偏差値偏差値偏差値とはとはとはとは18181818
年間生年間生年間生年間生きてきたきてきたきてきたきてきた子供子供子供子供たちにたまたたちにたまたたちにたまたたちにたまた
まままま貼貼貼貼られるられるられるられるラベルラベルラベルラベルでありでありでありであり、、、、そのことそのことそのことそのこと
がががが彼彼彼彼らのらのらのらの人生人生人生人生にとってにとってにとってにとって将来将来将来将来をををを決決決決めめめめ
るるるる最後最後最後最後のののの指標指標指標指標ではないはずでではないはずでではないはずでではないはずで
すすすす。。。。よってよってよってよって、、、、難関校以外難関校以外難関校以外難関校以外のののの選択肢選択肢選択肢選択肢
もももも一人一人一人一人一人一人一人一人のののの学生学生学生学生にににに理解理解理解理解させるさせるさせるさせる
べきですべきですべきですべきです。。。。全員全員全員全員がががが医師医師医師医師になるになるになるになる必要必要必要必要
はありませんはありませんはありませんはありません。。。。全員全員全員全員がががが公務員公務員公務員公務員になになになにな
るるるる必要必要必要必要もないのですもないのですもないのですもないのです。。。。地方地方地方地方のののの片隅片隅片隅片隅
でもでもでもでも十分十分十分十分なななな使命感使命感使命感使命感をををを持持持持ってってってって誇誇誇誇りをりをりをりを
もってもってもってもって社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献してしてしてして生生生生きていくきていくきていくきていく
若者若者若者若者のののの根根根根っこをっこをっこをっこを育育育育てていただきたてていただきたてていただきたてていただきた
いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。
・・・・このこのこのこの点点点点についてはについてはについてはについては、、、、十分十分十分十分なななな指導指導指導指導
のののの徹底徹底徹底徹底がががが見見見見られるとられるとられるとられると理解理解理解理解できたできたできたできた。。。。

２２２２ 進路目標進路目標進路目標進路目標 ①①①①進路指導体制進路指導体制進路指導体制進路指導体制のののの充実充実充実充実 ◎◎◎◎生徒生徒生徒生徒のののの特性特性特性特性をををを見極見極見極見極めめめめ、、、、二者二者二者二者、、、、三者面談等三者面談等三者面談等三者面談等をををを通通通通してしてしてして的的的的 ・・・・宮崎大宮崎大宮崎大宮崎大、、、、大分大大分大大分大大分大、、、、北九州大北九州大北九州大北九州大のののの ・・・・きめきめきめきめ細細細細かなかなかなかな指導体制指導体制指導体制指導体制がががが確立確立確立確立ささささ
のののの達成達成達成達成 ・・・・国公立大学国公立大学国公立大学国公立大学AOAOAOAO・・・・推薦入試制度推薦入試制度推薦入試制度推薦入試制度のののの 確確確確なななな進路指導進路指導進路指導進路指導をををを実践 対策実践 対策実践 対策実践 対策、、、、出願指導出願指導出願指導出願指導をををを検討検討検討検討 れれれれ、、、、成果成果成果成果をををを上上上上げているとげているとげているとげていると思思思思うううう。。。。

積極的積極的積極的積極的なななな活用活用活用活用 ◎◎◎◎小論文指導小論文指導小論文指導小論文指導のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、新聞等新聞等新聞等新聞等をををを活用活用活用活用したしたしたした資料資料資料資料をををを ・・・・総合型選抜対策総合型選抜対策総合型選抜対策総合型選抜対策のののの改善 生徒改善 生徒改善 生徒改善 生徒のののの実力実力実力実力のののの更更更更なるなるなるなる向上向上向上向上をををを目指目指目指目指
図書部図書部図書部図書部にてにてにてにて準備準備準備準備 ・・・・１１１１・・・・２２２２年生年生年生年生のののの早早早早いいいい段階段階段階段階からからからから小論小論小論小論 してしてしてして「「「「欲欲欲欲をををを持持持持つつつつ生徒生徒生徒生徒」」」」のののの育成育成育成育成をををを期期期期

◎◎◎◎読読読読むべきむべきむべきむべき書籍書籍書籍書籍・・・・新書等新書等新書等新書等をををを図書館図書館図書館図書館にてにてにてにて展示展示展示展示 ３３３３ 文文文文をををを意識意識意識意識させさせさせさせ、、、、多多多多くのくのくのくの書籍書籍書籍書籍にににに ３３３３．．．．２２２２ 待待待待したいしたいしたいしたい。。。。探究活動探究活動探究活動探究活動などなどなどなど生徒自生徒自生徒自生徒自
◎◎◎◎面接面接面接面接やややや入試説明会入試説明会入試説明会入試説明会などなどなどなどネットワークネットワークネットワークネットワークをををを使使使使ったったったったイベントイベントイベントイベント 触触触触れるれるれるれる機会機会機会機会をををを創出 身創出 身創出 身創出 身のののの研究活動研究活動研究活動研究活動がががが「「「「欲欲欲欲をををを持持持持つつつつ生徒生徒生徒生徒」」」」
にもにもにもにも対応対応対応対応 のののの意識意識意識意識にににに裏打裏打裏打裏打ちされてちされてちされてちされて進路目標進路目標進路目標進路目標

▲▲▲▲教員教員教員教員ののののスキルスキルスキルスキルにににに頼頼頼頼りりりり過過過過ぎないようぎないようぎないようぎないよう、、、、生徒生徒生徒生徒のののの情報収集情報収集情報収集情報収集 もももも高高高高まるまるまるまる。。。。
能力能力能力能力をををを高高高高めるめるめるめる指導指導指導指導がががが必要必要必要必要 ・・・・地元大学地元大学地元大学地元大学とのとのとのとの連携連携連携連携などなどなどなど、、、、新聞等新聞等新聞等新聞等

でたびたびでたびたびでたびたびでたびたび報道報道報道報道されるなどされるなどされるなどされるなど、、、、地元地元地元地元
②②②②外部外部外部外部のののの教育力教育力教育力教育力のののの活用活用活用活用 ◎◎◎◎コンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアム組織及組織及組織及組織及びびびび連携大学連携大学連携大学連携大学・・・・企業企業企業企業をををを活用活用活用活用したしたしたした ・・・・今年度今年度今年度今年度サイエンスサイエンスサイエンスサイエンス分野強化分野強化分野強化分野強化（（（（理理理理 にににに強強強強いいいい高校高校高校高校とととと言言言言ううううイメージイメージイメージイメージがががが定着定着定着定着
・・・・産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによる探究活動等探究活動等探究活動等探究活動等のののの推 地域学推 地域学推 地域学推 地域学・・・・出前講座出前講座出前講座出前講座・・・・鵬鵬鵬鵬ドリカムドリカムドリカムドリカム講座講座講座講座をををを実施 系企業増実施 系企業増実施 系企業増実施 系企業増）。）。）。）。来年度来年度来年度来年度はははは出前 講出前 講出前 講出前 講 しつつあるとしつつあるとしつつあるとしつつあると思思思思いますいますいますいます。。。。地元大学地元大学地元大学地元大学
進進進進 ◎◎◎◎生徒生徒生徒生徒によるによるによるによる実践発表実践発表実践発表実践発表のののの機会機会機会機会としてとしてとしてとして、、、、鵬鵬鵬鵬イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション 座座座座・・・・企業訪問企業訪問企業訪問企業訪問をををを計画計画計画計画しししし課題 研課題 研課題 研課題 研 へのへのへのへの進学進学進学進学もももも多多多多いようですがいようですがいようですがいようですが、、、、加加加加ええええ

コンテストコンテストコンテストコンテスト・・・・課題研究発表大会課題研究発表大会課題研究発表大会課題研究発表大会をををを実施 究実施 究実施 究実施 究をさらにをさらにをさらにをさらに深化深化深化深化 てててて、、、、進学先進学先進学先進学先はははは地元地元地元地元でなくてもでなくてもでなくてもでなくても将来将来将来将来
◎◎◎◎他他他他のののの高校高校高校高校やややや大学等大学等大学等大学等のののの外部機関外部機関外部機関外部機関とのとのとのとの連携連携連携連携ををををオンライオンライオンライオンライ ・・・・誰誰誰誰がががが担当担当担当担当してもしてもしてもしてもスムーズスムーズスムーズスムーズにににに探 地元探 地元探 地元探 地元にににに戻戻戻戻りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思うううう生徒生徒生徒生徒をををを育育育育てててて
ンンンンでででで実施実施実施実施 ３３３３ 究活動究活動究活動究活動をををを指導指導指導指導できるようなできるようなできるようなできるようなフフフフ ることることることること====地域地域地域地域をををを担担担担うううう人材人材人材人材のののの輩出輩出輩出輩出にににに

◎◎◎◎大学大学大学大学のののの先生先生先生先生のののの多大多大多大多大なるなるなるなる協力協力協力協力もありもありもありもあり年年年年々々々々研究研究研究研究ののののレベレベレベレベ ３３３３ ロンティアロンティアロンティアロンティア科独自科独自科独自科独自ののののマニュアマニュアマニュアマニュア 今後今後今後今後もももも力力力力をををを入入入入れれれれ続続続続けてほしいでけてほしいでけてほしいでけてほしいで
ルルルル上昇上昇上昇上昇（（（（フロンティアフロンティアフロンティアフロンティア科探究活動科探究活動科探究活動科探究活動はははは１１１１班班班班にににに大学側指大学側指大学側指大学側指 ルルルルづくりのづくりのづくりのづくりの作成作成作成作成 ３３３３．．．．２２２２ すすすす。。。。
導者導者導者導者１１１１名名名名つくというつくというつくというつくというスタイルスタイルスタイルスタイル）））） ３３３３．．．．３３３３ ・・・・外部外部外部外部のののの教育力教育力教育力教育力のののの活用活用活用活用もももも大事大事大事大事でででで
▲▲▲▲生徒生徒生徒生徒によるによるによるによる実践発表連携企業実践発表連携企業実践発表連携企業実践発表連携企業やややや大学大学大学大学のののの分野分野分野分野ののののアンアンアンアン すがすがすがすが、、、、内部内部内部内部にににに教育力教育力教育力教育力がなければがなければがなければがなければ
バランスバランスバランスバランス解消 意味解消 意味解消 意味解消 意味がないとがないとがないとがないと思思思思いますいますいますいます。。。。

▲▲▲▲生徒生徒生徒生徒のののの探究心探究心探究心探究心をさらにをさらにをさらにをさらに高高高高めるためのめるためのめるためのめるための工夫改善工夫改善工夫改善工夫改善 ・・・・内側内側内側内側のののの充実充実充実充実（（（（対面指導対面指導対面指導対面指導、、、、新聞新聞新聞新聞・・・・
▲▲▲▲大学大学大学大学とのとのとのとの関係関係関係関係をいかにをいかにをいかにをいかに継続継続継続継続していくかをしていくかをしていくかをしていくかを整理 書籍整理 書籍整理 書籍整理 書籍などなどなどなど））））とととと外側外側外側外側とのとのとのとの協業協業協業協業（（（（体験体験体験体験、、、、
▲▲▲▲オンラインオンラインオンラインオンライン会議会議会議会議ののののスキルスキルスキルスキルのののの習得 講座習得 講座習得 講座習得 講座、、、、連携連携連携連携などなどなどなど））））多面巻多面巻多面巻多面巻きききき込込込込みみみみ材材材材

料料料料をををを提供提供提供提供するするするする取組取組取組取組はははは、、、、応用力応用力応用力応用力のののの
③③③③特化特化特化特化したしたしたした進路指導体制進路指導体制進路指導体制進路指導体制のののの確立確立確立確立 ◎◎◎◎宮崎大学宮崎大学宮崎大学宮崎大学とのとのとのとの提携提携提携提携のののの下下下下、、、、ひむかひむかひむかひむか人財育成人財育成人財育成人財育成セミナーセミナーセミナーセミナー、、、、 ・・・・宮崎産業経営大学宮崎産業経営大学宮崎産業経営大学宮崎産業経営大学、、、、宮崎国際 育宮崎国際 育宮崎国際 育宮崎国際 育みになりみになりみになりみになり素晴素晴素晴素晴らしいとらしいとらしいとらしいと思思思思いまいまいまいま
・・・・連携大学等連携大学等連携大学等連携大学等へのへのへのへの進学進学進学進学をををを目指目指目指目指すすすす生 学部学科説明会生 学部学科説明会生 学部学科説明会生 学部学科説明会をををを実施実施実施実施、、、、テクノフェスタテクノフェスタテクノフェスタテクノフェスタにににに参加 大学参加 大学参加 大学参加 大学、、、、南九州大学南九州大学南九州大学南九州大学とのとのとのとの連携連携連携連携 すすすす。。。。全体観察全体観察全体観察全体観察だけにとらわれずだけにとらわれずだけにとらわれずだけにとらわれず、、、、
徒徒徒徒のののの育成育成育成育成 ４４４４ （（（（協定協定協定協定））））強化 事強化 事強化 事強化 事・・・・人人人人のののの個個個個々々々々をををを見見見見ててててレビューレビューレビューレビューされされされされ

・・・・国際教養系国際教養系国際教養系国際教養系のののの対策対策対策対策としてとしてとしてとして宮崎宮崎宮崎宮崎 たらたらたらたら如何如何如何如何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。
公立大学公立大学公立大学公立大学とのとのとのとの連携連携連携連携をををを促進促進促進促進 ３３３３．．．．４４４４ ・・・・それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの学生学生学生学生にににに合合合合ったったったった体制体制体制体制をををを

維持維持維持維持しているしているしているしている。。。。
・・・・OBOBOBOB、、、、OGOGOGOGのののの積極的活用積極的活用積極的活用積極的活用などがなどがなどがなどが評評評評
価価価価できるできるできるできる。。。。



３３３３ 豊豊豊豊かなかなかなかな人人人人 ①①①①部活動部活動部活動部活動のののの更更更更なるなるなるなる活性化活性化活性化活性化 ◎◎◎◎部活動部活動部活動部活動キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン会会会会のののの実施実施実施実施 ・・・・部員同士部員同士部員同士部員同士のつながりやのつながりやのつながりやのつながりや和和和和をををを醸醸醸醸 ・・・・部活動部活動部活動部活動とととと学力向上学力向上学力向上学力向上がががが対立対立対立対立するこするこするこするこ
間性間性間性間性のののの醸成醸成醸成醸成 ・・・・模範的模範的模範的模範的なななな部活動部活動部活動部活動のののの取組取組取組取組のののの成果成果成果成果のののの ◎◎◎◎コロナコロナコロナコロナ対応対応対応対応のもとのもとのもとのもと、、、、新入部員歓迎交流会新入部員歓迎交流会新入部員歓迎交流会新入部員歓迎交流会（（（（試合試合試合試合））））やややや 成成成成するするするする取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの工夫工夫工夫工夫 となくとなくとなくとなく展開展開展開展開できるようなできるようなできるようなできるような方策方策方策方策がががが工工工工

普及 卒業生普及 卒業生普及 卒業生普及 卒業生にににに対対対対するするするする送別試合及送別試合及送別試合及送別試合及びびびび卒部式卒部式卒部式卒部式などのなどのなどのなどの実施実施実施実施 ・・・・部顧問部顧問部顧問部顧問ととととクラスクラスクラスクラス担任担任担任担任、、、、教科担 夫教科担 夫教科担 夫教科担 夫されているされているされているされている。。。。キャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育がががが、、、、生生生生
▲▲▲▲生活態度生活態度生活態度生活態度のののの改善改善改善改善とととと勉強勉強勉強勉強とのとのとのとの両立両立両立両立をををを果果果果たすためのたすためのたすためのたすための工工工工 ３３３３ 任等任等任等任等とのとのとのとの連携連携連携連携 ３３３３．．．．４４４４ 徒徒徒徒のののの学力向上学力向上学力向上学力向上にににに直結直結直結直結するようなするようなするようなするようなププププ
夫改善夫改善夫改善夫改善 ・・・・ルールルールルールルール作作作作りなどりなどりなどりなど部員部員部員部員によるによるによるによる運運運運 ログラムログラムログラムログラムのののの工夫工夫工夫工夫をををを期待期待期待期待したいしたいしたいしたい。。。。生生生生

▲▲▲▲部員部員部員部員のののの役割役割役割役割のののの明確化明確化明確化明確化とそのとそのとそのとその達成状況達成状況達成状況達成状況のののの確認確認確認確認やややや軌道 営全般軌道 営全般軌道 営全般軌道 営全般へのさらなるへのさらなるへのさらなるへのさらなる関与 徒会活動関与 徒会活動関与 徒会活動関与 徒会活動もまさにもまさにもまさにもまさに自己教育力育自己教育力育自己教育力育自己教育力育
修正修正修正修正のためののためののためののためのミーティングミーティングミーティングミーティングのののの活性化 成活性化 成活性化 成活性化 成のののの重要重要重要重要ななななチャンスチャンスチャンスチャンスであるとであるとであるとであると思思思思うううう。。。。

・・・・多多多多くのくのくのくの部活動部活動部活動部活動でででで大会大会大会大会がががが中止中止中止中止になになになにな
②②②②キャリアキャリアキャリアキャリア教育等教育等教育等教育等によるによるによるによる人間教育人間教育人間教育人間教育のののの推推推推 ◎◎◎◎１１１１年生年生年生年生のののの地域学地域学地域学地域学においてにおいてにおいてにおいて、、、、宮崎宮崎宮崎宮崎でででで活躍活躍活躍活躍されているされているされているされている企企企企 ・・・・今年度同様今年度同様今年度同様今年度同様、、、、宮崎宮崎宮崎宮崎をををを牽引牽引牽引牽引して るなどして るなどして るなどして るなど、、、、目標設定目標設定目標設定目標設定のののの難難難難しいしいしいしい1111年年年年でででで
進 業進 業進 業進 業のののの方方方方をををを招聘招聘招聘招聘しししし、、、、講話講話講話講話をしていただくをしていただくをしていただくをしていただく場場場場をををを設定設定設定設定（（（（地地地地 いるいるいるいる企業企業企業企業のののの方方方方をををを招聘招聘招聘招聘しししし、、、、郷土郷土郷土郷土 したがしたがしたがしたが、、、、当当当当たりたりたりたり前前前前のことののことののことののことの尊尊尊尊さをさをさをさを感感感感
・・・・郷土愛郷土愛郷土愛郷土愛にににに繋繋繋繋がるがるがるがる課題研究等課題研究等課題研究等課題研究等へのへのへのへの 元元元元にににに対対対対するするするする認識認識認識認識がががが深深深深まるまるまるまる機会機会機会機会）））） にににに対対対対してしてしてして誇誇誇誇りがりがりがりが持持持持てるてるてるてる取取取取りりりり組組組組 じることのできたじることのできたじることのできたじることのできた1111年年年年でもあったとでもあったとでもあったとでもあったと
積極的積極的積極的積極的なななな取組取組取組取組 ▲▲▲▲生徒生徒生徒生徒のののの自尊感情自尊感情自尊感情自尊感情をををを高高高高めるさらなるめるさらなるめるさらなるめるさらなる工夫工夫工夫工夫 みをみをみをみを構築構築構築構築。。。。様様様様々々々々なななな角度角度角度角度からからからから宮 思宮 思宮 思宮 思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの経験経験経験経験がががが成長成長成長成長のののの糧糧糧糧

▲▲▲▲自己理解自己理解自己理解自己理解やややや他者理解他者理解他者理解他者理解のののの機会機会機会機会をををを充実充実充実充実させさせさせさせ､､､､相手相手相手相手のののの気 崎気 崎気 崎気 崎についてについてについてについて知知知知るるるる機会機会機会機会をををを設定設定設定設定 になることをになることをになることをになることを期待期待期待期待しますしますしますします。。。。コロナコロナコロナコロナ禍禍禍禍
持持持持ちにちにちにちに寄寄寄寄りりりり添添添添えるえるえるえる生徒生徒生徒生徒をををを育成育成育成育成するするするする手立手立手立手立てててて ３３３３ ・・・・質質質質のののの高高高高いいいいピアピアピアピア・・・・サポートサポートサポートサポートのののの実実実実 ３３３３．．．．２２２２ ３３３３．．．．３３３３ でででで何何何何もできないからもできないからもできないからもできないから、、、、何何何何ができるができるができるができる

▲▲▲▲２２２２年次年次年次年次のののの課題研究課題研究課題研究課題研究につながるにつながるにつながるにつながる仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの構築 施構築 施構築 施構築 施やややや人権講演会人権講演会人権講演会人権講演会のののの実施実施実施実施 かというかというかというかという思考思考思考思考になれるといいですになれるといいですになれるといいですになれるといいです
・・・・生徒生徒生徒生徒やややや職員職員職員職員のののの人権意識人権意識人権意識人権意識のののの向向向向 ねねねね。。。。
上上上上をををを目指目指目指目指すさまざまなすさまざまなすさまざまなすさまざまな啓発活啓発活啓発活啓発活 ・部活動部活動部活動部活動はははは人間形成人間形成人間形成人間形成にににに絶対絶対絶対絶対にににに
動 必要動 必要動 必要動 必要なななな活動活動活動活動ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、それにそれにそれにそれに

３３３３ よってよってよってよって学力学力学力学力がががが低下低下低下低下したらしたらしたらしたら意味意味意味意味があがあがあがあ
③③③③生徒生徒生徒生徒のののの主体性主体性主体性主体性をををを重視重視重視重視したしたしたした取組取組取組取組のののの推推推推 ◎◎◎◎正式正式正式正式なななな投票箱使用投票箱使用投票箱使用投票箱使用でのでのでのでの生徒会役員選挙生徒会役員選挙生徒会役員選挙生徒会役員選挙のののの実施実施実施実施 ・・・・問題解決型問題解決型問題解決型問題解決型のののの生徒会及生徒会及生徒会及生徒会及びびびび各各各各 りませんりませんりませんりません。。。。ここにこそここにこそここにこそここにこそ教師教師教師教師のののの指導指導指導指導
進進進進 ◎◎◎◎受験生合格祈願受験生合格祈願受験生合格祈願受験生合格祈願おおおお守守守守りのりのりのりの制作 種委員会活動制作 種委員会活動制作 種委員会活動制作 種委員会活動のののの展開展開展開展開（（（（特特特特にににに、、、、 力力力力がががが求求求求められるとめられるとめられるとめられると思思思思いますいますいますいます。「。「。「。「温温温温
・・・・生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動のののの更更更更なるなるなるなる活性化活性化活性化活性化 ◎◎◎◎全校放送全校放送全校放送全校放送によるによるによるによる生徒会長生徒会長生徒会長生徒会長のののの話 交通話 交通話 交通話 交通・・・・容儀面容儀面容儀面容儀面）））） かくかくかくかく、、、、烈烈烈烈しくしくしくしく」」」」
・・・・キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン会会会会のののの取組取組取組取組のののの成果成果成果成果のののの普及普及普及普及 ◎◎◎◎交通安全委員交通安全委員交通安全委員交通安全委員によるによるによるによる見回見回見回見回りりりり活動活動活動活動 ・・・・各行事各行事各行事各行事でのでのでのでの感染症対策感染症対策感染症対策感染症対策をとっをとっをとっをとっ ・・・・コロナコロナコロナコロナ禍禍禍禍でででで日常日常日常日常がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わりわりわりわり、、、、

◎◎◎◎コロナコロナコロナコロナ休業明休業明休業明休業明けけけけ、、、、部活動生部活動生部活動生部活動生におけるにおけるにおけるにおけるボランティアボランティアボランティアボランティア清清清清 たたたた実施可能実施可能実施可能実施可能ななななプログラムプログラムプログラムプログラムのののの 部活動部活動部活動部活動、、、、生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動においてもにおいてもにおいてもにおいても
掃活動掃活動掃活動掃活動によりによりによりにより学校環境改善 考案 非常学校環境改善 考案 非常学校環境改善 考案 非常学校環境改善 考案 非常にににに厳厳厳厳しくしくしくしく辛辛辛辛いいいい一年一年一年一年だったとだったとだったとだったと思思思思

◎◎◎◎マスクマスクマスクマスク着用着用着用着用・・・・自宅検温自宅検温自宅検温自宅検温・・・・石石石石けんでのけんでのけんでのけんでの手洗手洗手洗手洗いいいい・・・・換気換気換気換気・・・・昼昼昼昼 ３３３３ ・・・・委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動ででででポスターポスターポスターポスター作成作成作成作成、、、、 いますいますいますいます。。。。このこのこのこの環境環境環境環境をををを乗乗乗乗りりりり切切切切ろうとろうとろうとろうと部部部部
食時食時食時食時のののの対策等対策等対策等対策等、、、、生徒一人一人生徒一人一人生徒一人一人生徒一人一人のののの自覚自覚自覚自覚あるあるあるある行動 通信等行動 通信等行動 通信等行動 通信等でででで新型新型新型新型コロナウイルスコロナウイルスコロナウイルスコロナウイルス 員同士員同士員同士員同士、、、、部顧問部顧問部顧問部顧問ととととクラスクラスクラスクラス担任担任担任担任、、、、教教教教

▲▲▲▲問題解決型問題解決型問題解決型問題解決型のののの生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる取組取組取組取組 にににに関連関連関連関連するするするするニュースニュースニュースニュースなどなどなどなど情報 科担任情報 科担任情報 科担任情報 科担任のののの先生方先生方先生方先生方とのとのとのとの連携連携連携連携やややや、、、、各各各各
▲▲▲▲日日日日々々々々のののの清掃活動清掃活動清掃活動清掃活動をををを始始始始めとしためとしためとしためとした環境美化作業環境美化作業環境美化作業環境美化作業にににに取取取取り をり をり をり を発信 委員会発信 委員会発信 委員会発信 委員会ののののベクトルベクトルベクトルベクトル合合合合わせたあらゆわせたあらゆわせたあらゆわせたあらゆ
組組組組むことのできるむことのできるむことのできるむことのできる生徒生徒生徒生徒のののの育成育成育成育成 ・・・・『『『『師弟同行師弟同行師弟同行師弟同行』』』』によるによるによるによる清掃活動清掃活動清掃活動清掃活動 るるるる実践実践実践実践がががが、、、、今後今後今後今後のののの発想力発想力発想力発想力、、、、課題課題課題課題

▲▲▲▲効果的効果的効果的効果的なななな感染防止対策感染防止対策感染防止対策感染防止対策をををを選択選択選択選択しししし行動行動行動行動できるできるできるできる生徒生徒生徒生徒の のの のの のの の充実充実充実充実とととと生徒美化委員会生徒美化委員会生徒美化委員会生徒美化委員会のののの ３３３３．．．．２２２２ 解決力解決力解決力解決力にににに活活活活きてくれるときてくれるときてくれるときてくれると確信確信確信確信しましましましま
育成 活性化育成 活性化育成 活性化育成 活性化 すすすす。。。。

・・・・学生学生学生学生にににに「「「「社会社会社会社会でででで働働働働くくくく意義意義意義意義」」」」をしっをしっをしっをしっ
かりとかりとかりとかりと理解理解理解理解させるさせるさせるさせる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。
・・・・主体性主体性主体性主体性をををを持持持持たせることはたせることはたせることはたせることは難難難難しいしいしいしい
ですですですです。。。。主体性主体性主体性主体性とはとはとはとは自分自分自分自分がががが将来将来将来将来、、、、どどどど
うやってうやってうやってうやって生生生生きるのかをきるのかをきるのかをきるのかを理解理解理解理解させなさせなさせなさせな
ければならないからですければならないからですければならないからですければならないからです。「。「。「。「勉強勉強勉強勉強
することがすることがすることがすることが将来将来将来将来にどうつながるのにどうつながるのにどうつながるのにどうつながるの
かかかか。。。。そのことをなんとかそのことをなんとかそのことをなんとかそのことをなんとか理解理解理解理解させさせさせさせ
ねばねばねばねば真真真真のののの主体性主体性主体性主体性はははは身身身身につかないにつかないにつかないにつかない
とととと思思思思いますいますいますいます。。。。

４４４４ 連携推進連携推進連携推進連携推進とととと ①①①①広報活動広報活動広報活動広報活動のののの活性化活性化活性化活性化 ◎◎◎◎学校紹介学校紹介学校紹介学校紹介ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤがががが好評好評好評好評（（（（オープンスクールオープンスクールオープンスクールオープンスクール、、、、学校説学校説学校説学校説 ・・・・中学生中学生中学生中学生やややや保護者保護者保護者保護者、、、、地域地域地域地域、、、、塾等塾等塾等塾等 ・・・・コロナコロナコロナコロナ禍禍禍禍でででで学校情報学校情報学校情報学校情報のののの交換交換交換交換がががが難難難難
職場環境改職場環境改職場環境改職場環境改 明 会明 会明 会明 会、、、、授業公開授業公開授業公開授業公開などなどなどなど）））） ののののニーズニーズニーズニーズをををを把握把握把握把握しししし、、、、さらなる しいさらなる しいさらなる しいさらなる しい中中中中、、、、PTAPTAPTAPTA広報広報広報広報がががが工夫工夫工夫工夫されておされておされておされてお
善善善善 ◎◎◎◎ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ広報紙広報紙広報紙広報紙『『『『鵬鵬鵬鵬』（』（』（』（生徒生徒生徒生徒・・・・保護者保護者保護者保護者のののの活動紹介紙活動紹介紙活動紹介紙活動紹介紙））））がががが 連携強化連携強化連携強化連携強化 りりりり素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい。。。。やるべきやるべきやるべきやるべき課題課題課題課題はははは沢沢沢沢

九州地区高九州地区高九州地区高九州地区高ＰＰＰＰ連広報紙連広報紙連広報紙連広報紙コンクールコンクールコンクールコンクール優秀賞受賞優秀賞受賞優秀賞受賞優秀賞受賞 ・・・・ホームページホームページホームページホームページのののの充実 山充実 山充実 山充実 山あってあってあってあって、、、、ついついついつい教員教員教員教員がががが悲壮感悲壮感悲壮感悲壮感のものものものも
◎◎◎◎公式公式公式公式ホームページホームページホームページホームページのののの更新更新更新更新をををを定期的定期的定期的定期的にににに実施実施実施実施しししし、、、、適切適切適切適切 ３３３３ ３３３３．．．．４４４４ とにとにとにとに、、、、頑張頑張頑張頑張りりりり過過過過ぎるぎるぎるぎる傾向傾向傾向傾向にあるにあるにあるにある。。。。学学学学
なななな タイミングタイミングタイミングタイミングでででで情報発信 校全体情報発信 校全体情報発信 校全体情報発信 校全体がががが明明明明るいるいるいるい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを作作作作りりりり、、、、教教教教
◎◎◎◎学校学校学校学校パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットににににQRQRQRQRコードコードコードコードをつけをつけをつけをつけ、、、、ホームページホームページホームページホームページ 師一人一人師一人一人師一人一人師一人一人がががが生徒生徒生徒生徒ににににカウンセリンカウンセリンカウンセリンカウンセリン
とととと連携連携連携連携したしたしたしたパンフレットパンフレットパンフレットパンフレットをををを作成作成作成作成 グマインドグマインドグマインドグマインドをををを持持持持てばてばてばてば、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる面面面面にににに

▲▲▲▲ホームページホームページホームページホームページのののの更更更更なるなるなるなる改善 効果改善 効果改善 効果改善 効果がががが発揮発揮発揮発揮できるとできるとできるとできると思思思思うううう。。。。休校等休校等休校等休校等
もありもありもありもあり、、、、困難困難困難困難なななな場面場面場面場面もももも多多多多かったかったかったかった中中中中、、、、

②②②②ＰＴＡ、ＰＴＡ、ＰＴＡ、ＰＴＡ、同窓会同窓会同窓会同窓会とのとのとのとの連携協力推進連携協力推進連携協力推進連携協力推進 ◎◎◎◎コロナコロナコロナコロナのののの影響影響影響影響でででで活動活動活動活動がががが制限制限制限制限されたされたされたされた（（（（総会総会総会総会はははは書面決書面決書面決書面決 ・・・・創立創立創立創立６０６０６０６０周年周年周年周年にににに向向向向けてけてけてけて同窓会同窓会同窓会同窓会、、、、 進度等進度等進度等進度等もももも含含含含めめめめ工夫工夫工夫工夫されたされたされたされた実践実践実践実践にににに、、、、
議議議議））））がががが、、、、役員会役員会役員会役員会をををを中心中心中心中心にににに丁寧丁寧丁寧丁寧にににに対応対応対応対応 ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡとのとのとのとの連絡調整連絡調整連絡調整連絡調整をををを諮諮諮諮りりりり、、、、周 敬意周 敬意周 敬意周 敬意をををを表表表表するするするする。。。。
◎◎◎◎同窓会同窓会同窓会同窓会もももも様様様様々々々々なななな活動活動活動活動がががが中止中止中止中止になったがになったがになったがになったが、、、、鵬鵬鵬鵬ドリカムドリカムドリカムドリカム 年行事年行事年行事年行事をををを通通通通じてのじてのじてのじての学校活性学校活性学校活性学校活性 ・・・・同窓会同窓会同窓会同窓会、、、、PTAPTAPTAPTAからからからから得得得得ているているているている支援支援支援支援
講座講座講座講座などなどなどなど連携連携連携連携してしてしてして実施 化実施 化実施 化実施 化をををを促進促進促進促進 のののの成果成果成果成果をどうをどうをどうをどう評価評価評価評価するかはするかはするかはするかは正直正直正直正直

◎◎◎◎同窓会同窓会同窓会同窓会、 ＰＴＡ、 ＰＴＡ、 ＰＴＡ、 ＰＴＡのののの多大多大多大多大ななななバックアップバックアップバックアップバックアップ（（（（鵬鵬鵬鵬レベルアレベルアレベルアレベルア ４４４４ ・・・・コロナコロナコロナコロナ終息後終息後終息後終息後ののののＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ活動活動活動活動のののの安安安安 ３３３３．．．．６６６６ 難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、支援体制支援体制支援体制支援体制はははは
ップップップップ学習会学習会学習会学習会、、、、鵬合格鵬合格鵬合格鵬合格セットセットセットセットなどなどなどなど）））） 定定定定にににに尽力 他校尽力 他校尽力 他校尽力 他校とととと比較比較比較比較してもしてもしてもしても素晴素晴素晴素晴らしいとらしいとらしいとらしいと思思思思

▲▲▲▲コロナコロナコロナコロナ禍禍禍禍においてにおいてにおいてにおいて直接直接直接直接、、、、保護者保護者保護者保護者へへへへ説明等説明等説明等説明等をををを行行行行うううう機会機会機会機会 ・・・・進路通信進路通信進路通信進路通信、、、、講話講話講話講話をををを利用利用利用利用しししし補補補補 いますいますいますいます。。。。
がががが減少 助減少 助減少 助減少 助、、、、 支援支援支援支援のありがたさをのありがたさをのありがたさをのありがたさを周知周知周知周知 ・・・・小中高連携小中高連携小中高連携小中高連携ははははコロナコロナコロナコロナ禍禍禍禍でででで難難難難しいしいしいしい

状況状況状況状況ではありますがではありますがではありますがではありますが、、、、地元地元地元地元からからからから支支支支
③③③③小中高連携小中高連携小中高連携小中高連携のののの推進推進推進推進 ◎◎◎◎本校生本校生本校生本校生とととと赤江東中赤江東中赤江東中赤江東中とのとのとのとの連携連携連携連携、『、『、『、『寺子屋学習会寺子屋学習会寺子屋学習会寺子屋学習会』』』』のののの開開開開 ・・・・コロナコロナコロナコロナ禍禍禍禍でででで実践実践実践実践できるできるできるできる取組取組取組取組のののの ３３３３．．．．１１１１ 持持持持されるされるされるされる高校高校高校高校となるにはとなるにはとなるにはとなるには、、、、連携連携連携連携はははは

催 模索催 模索催 模索催 模索、、、、検討 不可欠検討 不可欠検討 不可欠検討 不可欠だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。小中学生小中学生小中学生小中学生
▲▲▲▲コロナコロナコロナコロナ禍禍禍禍においてにおいてにおいてにおいて直接直接直接直接、、、、小中学生小中学生小中学生小中学生とととと連携連携連携連携するするするする機会機会機会機会がががが ２２２２ ２２２２．．．．６６６６ がががが憧憧憧憧れるれるれるれる南高南高南高南高をををを目指目指目指目指してしてしてして取取取取りりりり組組組組みみみみ
減少減少減少減少 ３３３３ をををを進進進進めてほしいですめてほしいですめてほしいですめてほしいです。。。。

・・・・コロナコロナコロナコロナ禍禍禍禍でででで、、、、教職員教職員教職員教職員のののの負担負担負担負担はははは確確確確
④④④④ よりよりよりより「「「「風通風通風通風通しのしのしのしの良良良良いいいい環境環境環境環境」」」」実現実現実現実現 ◎◎◎◎「「「「報告報告報告報告・・・・連絡連絡連絡連絡・・・・相談相談相談相談」」」」のののの徹底徹底徹底徹底 ・・・・コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを密密密密にににに取取取取るるるる 実実実実にににに増増増増えているとえているとえているとえていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、伝伝伝伝
・・・・気軽気軽気軽気軽にににに相談相談相談相談できるできるできるできる職場雰囲気職場雰囲気職場雰囲気職場雰囲気のののの醸醸醸醸 ◎PTA◎PTA◎PTA◎PTA役員役員役員役員ににににハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント等相談員等相談員等相談員等相談員のののの協力協力協力協力をををを得得得得、、、、風通 意識風通 意識風通 意識風通 意識のののの共有 統共有 統共有 統共有 統のののの意味意味意味意味をををを考考考考ええええ、、、、学校行事学校行事学校行事学校行事のののの見見見見
成成成成 しのしのしのしの良良良良いいいい環境環境環境環境をををを実現実現実現実現 ３３３３ ２２２２．．．．８８８８ 直直直直しししし等等等等はははは進進進進めてくださいめてくださいめてくださいめてください。。。。

・・・・働働働働きききき方改革方改革方改革方改革はははは時代時代時代時代のののの趨勢趨勢趨勢趨勢ですですですです
⑤⑤⑤⑤「「「「働働働働きききき方改革方改革方改革方改革」」」」へのへのへのへの意識醸成意識醸成意識醸成意識醸成 ◎◎◎◎５５５５５５５５分授業分授業分授業分授業ののののアンケートアンケートアンケートアンケートではではではでは、、、、働働働働きききき方改革方改革方改革方改革にはにはにはには良良良良いいいい ・・・・コロナコロナコロナコロナにににに対応対応対応対応したしたしたした行事行事行事行事のののの精精精精 がががが、「、「、「、「教育教育教育教育はははは時間制時間制時間制時間制」」」」ではないことではないことではないことではないこと
・・・・業務削減業務削減業務削減業務削減のののの推進 効果推進 効果推進 効果推進 効果ありありありあり 選選選選、、、、見直見直見直見直し もまたし もまたし もまたし もまた事実事実事実事実だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。

◎◎◎◎在宅勤務在宅勤務在宅勤務在宅勤務ででででオンラインオンラインオンラインオンラインをををを用用用用いたいたいたいた生徒生徒生徒生徒へのへのへのへの指導指導指導指導やややや一一一一 ・・・・例年通例年通例年通例年通りをりをりをりを踏襲踏襲踏襲踏襲したしたしたした業務業務業務業務のののの積積積積 ・・・・南高校南高校南高校南高校のののの広報活動広報活動広報活動広報活動やややや発信力発信力発信力発信力はははは
部部部部のののの校務校務校務校務をををを行行行行ううううネットワークネットワークネットワークネットワーク環境環境環境環境をををを構築構築構築構築 ３３３３ 極的見直極的見直極的見直極的見直しししし 進学校進学校進学校進学校のののの中中中中でもでもでもでもピカピカピカピカ一一一一だとだとだとだと思思思思いまいまいまいま

▲▲▲▲在宅勤務在宅勤務在宅勤務在宅勤務におけるにおけるにおけるにおける校務情報校務情報校務情報校務情報やややや生徒生徒生徒生徒のののの個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取取取取 すすすす。。。。またまたまたまた、、、、同窓会鵬会同窓会鵬会同窓会鵬会同窓会鵬会とのとのとのとの膝合膝合膝合膝合わわわわ
りりりり扱扱扱扱いにいにいにいにルールルールルールルール作作作作りがりがりがりが必要必要必要必要 せたせたせたせた連携連携連携連携、、、、学校学校学校学校ととととPTAPTAPTAPTA活動活動活動活動のののの協協協協

▲▲▲▲ペーパーレスペーパーレスペーパーレスペーパーレス化化化化、、、、押印先押印先押印先押印先のののの一括化一括化一括化一括化などなどなどなど、、、、業務削減業務削減業務削減業務削減をををを 力力力力をををを含含含含めめめめ物心両面物心両面物心両面物心両面からからからから総合力総合力総合力総合力がががが
図図図図ってもってもってもっても影響影響影響影響のないのないのないのない部分部分部分部分はははは積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進 ３３３３．．．．００００ 生生生生みみみみ出出出出てるとてるとてるとてると評価評価評価評価いたしますいたしますいたしますいたします。。。。スススス

タイルタイルタイルタイルのののの変革変革変革変革へのへのへのへの追従追従追従追従、、、、働働働働きききき方改方改方改方改
革革革革などなどなどなど更更更更にににに推進推進推進推進されされされされ、、、、南高校南高校南高校南高校のののの
健康経営健康経営健康経営健康経営にににに繋繋繋繋げてげてげてげて下下下下さいさいさいさい。。。。
・・・・これらのこれらのこれらのこれらの項目項目項目項目にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、十分十分十分十分
なななな意見意見意見意見をををを記載記載記載記載することがすることがすることがすることが難難難難しいでしいでしいでしいで
すすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、宮崎南高校宮崎南高校宮崎南高校宮崎南高校がががが将来将来将来将来にににに
向向向向けてけてけてけて十分十分十分十分なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っていっていっていってい
ることはることはることはることは理解理解理解理解できていますできていますできていますできています。。。。

（（（（注注注注））））４４４４段階評価段階評価段階評価段階評価 ・・・・・・・・・・・・ ４４４４：：：：期待以上期待以上期待以上期待以上 ３３３３：：：：ほぼほぼほぼほぼ期待期待期待期待どおりどおりどおりどおり ２２２２：：：：やややややややや期待期待期待期待をををを下回下回下回下回るるるる １１１１：：：：改善改善改善改善をををを要要要要するするするする


