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【教育相談、保健体育部、生徒指導部】
２ 人間力の （１）生徒の悩みを早期に発見し，迅速に対応す ○引き継ぎシートの作成、入学前相談などで事前に一定の情報を取得できた。 ○家庭学習が増える中で、これまでは学校内での問題で
育成 る。 ○家庭環境が影響していると場合にソーシャルワーカーとの連携が有効であた。 悩む生徒さんが多かった状況から家族との関係や規則正

①日常の観察、情報共有 ○臨床心理士（公認心理士）によるカウンセリングは、生徒だけでなく保護者も しい生活といった状況を維持できず、生活に対する意欲
対象とし希望も増え、効果的な指導ができた。。 が落ちる生徒さんもいたのではないでしょうか。カウン
○生徒が安心して相談できるような保健室の雰囲気づくりに努めている。また、 セリングなどこれからも継続的に続けていくことは重要
相談内容によっては、早めに担任や関係職員へ連絡するなど、情報交換を密に行 かと考えます。
っている。
○●正副担任による教育相談、学年会での情報交換、カウンセリング委員会の定 ○生徒が安心して相談できるような保健室の雰囲気づく
例化、いじめアンケートなど問題の早期発見・指導を組織的に行うことができた。 りへの努力、また早めの連絡、情報交換を密に行う等の
また、警察やメデイア安全指導員と連携した「情報モラル・メデイア教室」を実施 取り組みが大事であると思います。
しているが、ＳＮＳ上でのトラブルが若干あった。特に、１年次にトラブルが発
生する場合が多く、全校・学年・ＬＨＲなど機会ある毎に人権教育を進めている。 ●コロナ禍、様々な問題に直面していると思います。生
●コロナ禍による臨時休校の影響からか基本的生活習慣が乱れる生徒がいた。特 3.3 徒に寄り添った対応をお願いします。
に２学期に悩みを抱える生徒が増えた。
●友人関係の相談など、対応に苦慮するケースも増えつつあり、外部の専門機関
につなぐなど、迅速な対応・連携がますます必要になってくる。
●発達障害に関する保護者の認識が一定程度深まっているが、安易な結論付けが
ないよう留意した対応が必要である。
● LGBT に関する生徒対象の講習会や職員研修を今後も計画的に実施していきた
い。

（２）規範意識を高め、生活のリズムを確立す 【生徒指導部、環境美化部】
る。 ○日常的な立番指導を通してあいさつや容儀面の指導を実施している。また、職 ○学校を訪問した際は、生徒さんから挨拶など積極的に
①あいさつ(礼法指導) 員室への出入り時における礼法指導やマナー指導を常時実施している。あいさつ されているように感じました日頃からの指導や先生方の

については、ＰＴＡの協力を得て学期１回のあいさつ運動を行っている。 取り組みの成果ではないかと考えます。
●挨拶については個人差がある。気持ちの良い挨拶が出来るよう粘り強く指導し
ていきたい。 ○挨拶は校内外を問わず生徒は良くしてくれます。服装

の乱れもなく大変良く指導されていると思います。
②時間を守る ○立番指導、遅刻指導を通して５分前登校を呼びかけている。また、集会時や実

習時においては集合時間厳守を徹底して指導している。 3.0 ●挨拶（礼法指導）やマナー指導の取り組みは重要と思
います。

③校内清掃の専心 ○緑と花のある清潔な教育環境を創造し、整える取組として生徒・職員全員で美
化・清掃活動を熱心に取り組んだ。また、美化委員を中心に校外清掃美化活動を 3.0 ３．８
実施した。
●清掃において、お互いを意識し、協力し合い、思いやりを含めた清掃活動がよ
り必要である。

（３）相手を思いやる心を育て、望ましい人間関 【1学年、生徒指導部】
係を醸成する。 ○ミックスホームルームにより学科間の交流を円滑に行う下地を整えることで、 ○銀麗祭に訪問させていただきましたが、各クラスや部
①１年MHR、体験学習 進級後の「ものづくり」につなげられるよう努めている。今年度も企業見学を企 活でいろいろと自分たちで工夫している様子がうかがえ

画・実施し、県内産業の実態や業務内容等についての理解を深めるなど、適切な ました。自らが動いて達成する喜びを感じる良い機会に
職業選択の支援を行った。 2.7 なったのではないでしょうか。
○友人関係がうまく築けずに悩みを抱えている生徒やＳＮＳ上のやりとりで関係
が崩れてしまう生徒もいるので、特にＳＮＳ上での誹謗中傷につなつながる行為 ○銀麗祭は分散開催となっていましたが、生徒会活動、
は行わないよう、お互いが思いやりを持って接するよう指導してきた。 学級活動及び部活動のエネルギッシュさが伝わってくる

内容であったと思います。
②文化活動等の指導 ○銀麗祭は日程の縮小、分散開催となったが、生徒会・学級・部活動の取り組み

がよく、内容については質の高いものであった。 ○地域行事への積極的参加につきましては感謝申し上げ
○佐土原新撰組などの地域との文化交流活動も含めて、多数ボランテイア活動（募 ます。「ひろきた元気フェスタ」では、展示（絵）、ミニ
金、福祉祭り等）に参加しており、心の教育に繋がっていると考える。また、宮 電車等ご協力をいただき有り難うございます。
崎テクノフェア、旭町児童館、佐土原文化祭等でワークショップを実施すること
が本校のＰＲに繋がっているが、今年度については新型コロナの影響を受けほと ○銀麗祭で校内を巡回した際に、多くの生徒さんが笑顔
んどが中止となり交流を深めることができなかった。 で挨拶を交わしてくれ、また、先生方もフランクに会話
●今後も積極的なボランティア活動や地域のイベント等への参加を通して、地域 していると感じました。
とのつながりを深め、更なる地域貢献をしていきたい。
●文化部や工業部の活動を全校生徒に向けて発表できる場が設けられなかった。 ○今年度はコロナで行事の中止や変更で職員・生徒大変
また、芸術鑑賞教室も実施できなかったが、来年度についてはコロナ禍の対応を だったと思います。
しながら是非実施したい。

（４）部活動の充実 【生徒指導部、保健体育部】 ○部活動もいろいろな制限の中で取り組まれたことと考
○１・２年生を中心に部活動生集会を行った。集会は生徒を中心に運営していく 3.0 えます。その中で成果を上げていることは素晴らしいこ
ことで継続し、挨拶・服装・礼儀面のさらなるレベルアップを行いたい。 とだと思います。
○部室清掃の日を設け日常的に整理整頓を心がけている。
○文化部では写真部、囲碁・将棋部、弦楽部などが全国大会に出場するなどの活 ○新聞等で部活（テニス・野球等）の活躍等よく目にし
躍があった。 ます。
○運動部では、男子テニス部やウエイトリフティング部等の活躍が著しい。

○部活動は体育系・文化系等上位入選を果たし成果が出
ていると思います。今後とも期待しています。



番 重点目標 達 成 手 段 ○：成 果 と ●：課 題 自己評定 学校関係 学 校 関 係 者 コ メ ン ト
号 者評定

３ 体育・健 （１）基本的な生活習慣の育成に努め、健康や安 【保健体育部、生徒指導部】 ○保健体育、生徒指導部中心に新型コロナウィルス感染
康教育、 全への意識を 高める。 ○「がん教育講演会」を実施。命の大切さについて考えさせることができた 症対応をきめ細かに対応されている状況が確認できまし
安全指導 ①健康教育の推進 ○定期的に「ほけんだより」等を発行し、健康に関する情報の発信に努めた。 た。学校から感染者やクラスターを発生させないという
の推進 ○保健委員会活動を通し、手洗い・消毒・換気の徹底など新型コロナ感染予防に 強い思いを感じました。

努めた。また、新型コロナに関するキャッチフレーズ（標語）の募集案内を保健
交通事故 委員会を中心に生徒へ行い、校内での感染予防の意識向上に努めた。 ○新型コロナウィルス感染症拡大防止のための取り組み
ゼロ ○「検温カード」による自己管理の徹底やマスク着用と登校時の消毒について、 が、幅広く徹底されていて素晴らしいです。

ある程度習慣化できた。
けが１０ ○安全教育については、ケガを繰り返す生徒に対して、食事内容の指導や危険を
％減 予測することの重要性などの安全教育を個別に行った。

○警察署と連携した交通安全教室、薬物乱用防止教室、情報モラル教室を年１回
体力県で 実施している。
３位以上 ●感染を防ぐために、生徒自身が考えて日常生活から行動できるようにするため、 3.2

保健だよりを通じた呼びかけや情報提供の徹底を引き続き行う必要がある。

②新型コロナ対策 ○毎朝の検温及び風邪症状を確認し検温・体調管理カードへの記入指導、生徒玄
関入口に消毒の徹底とマスク着用を促す掲示物の設置、新しい生活様式や会食モ
デルのポスターの掲示、部室や部活動の活動場所に注意喚起を促すポスターの掲
示、玄関・教室・職員室・実習室出入り口等に消毒液を設置するなど感染拡大防
止の徹底を図った。また、感染が拡大している時期には職員が登校指導するなど
感染防止に努めた。
○学校行事では実施時間を短縮したり、密を避けるために分散開催にするなどの
対策を講じて実施した。また、リモートによる集会等も実施した。
○新型コロナ感染に関して、関係者に対して偏見や差別につながる軽はずみな言
動（誤った情報発信、悪口や冷やかし）や、ＳＮＳ等での誹謗中傷や情報拡散な
ど決して行わず、お互いが思いやりを持ち人権に配慮した言動をするように注意
喚起し指導した。

（２）体育学習の充実や運動の日常化を目指して、【保健体育部、生徒指導部】
体力を向上させる。 ●技術面の指導だけではなく、ランニング等による基礎
①体力向上プランの策定、体育的行事の充実、 ○●休校などの影響があったが、授業で体力の構成要素や高め方についての知識 体力の向上が大事だと思います。

を提供して、実践をさせた。次年度以降は生徒主体の体力向上の時間を作りたい。
●近年、児童生徒の体力低下が言われているようです。

○昨年度より活気が出てきていると感じる。学校全体の活性化に向けて更に良い 体力向上を期待します。
ものにしていきたい。 3.0 3.1 ３．５

②部活動の充実 ○技術面の指導だけではなく、ランニングやサーキット・体幹・ウェイトトレー
ニングなども日常的に行うことにより基礎体力の向上に努めている。

●全部活動の生徒が、佐土原ブランドを作る担い手という意識を持って活動に取
り組んでいってほしい。

（３）安全教育の推進 【防災対策委員、生徒指導部、事務部】
①学校安全総合支援事業(県指定) ○防災対策委員会を中心に、訓練を 2 回、講話を 1 回実施した。久峰中学校、近

隣の自治会長様、関係機関との繋がりができ、充実した取り組みが出来た。 ○いつ起こるか分からない災害は認識することが難しい
●訓練はコロナ渦での実施判断が難しい。3 回計画していたが 2 回の実施となっ と思います。訓練を繰り返すことが大事だと思います。
た。今後は専門家にアドバイスをいただきながら内容の充実を図りたい。また、 自身の身を守るためのご指導、これからもお願い致しま
今年度構築できた地域との繋がりを大切にしていきたい。 す。

○●防災対策は、地域的にも重要な取り組みだと思いま
②交通事故撲滅 ○登校時や下校時の交通立番指導を毎学期実施したり、警察署と連携した交通教 す。小・中学校、地域（自治会等）を取り込んだ訓練等、

室も年１回実施している。本年度は大きな交通事故は発生しなかったが、交通ル 日常からの連携が求められます。
ール遵守についてはマナー向上に向け継続的に指導していきたい。 3.0
●携帯電話やスマートフォンの所持を認めたことで、ながら運転や歩きスマホ、 ●災害ということであれば今回の新型コロナウィルス感
ヘッドホンやイヤホンを装着した登下校の指導など、今後も計画的に実施してい 染症もその一つかと考えます。要素の一つとして今後も
きたい。 安全教育や BCP の中に含めて展開されてはいかがでしょ

うか。鳥インフルエンザや豚コレラ、過去で言えば口蹄
疫なども人ではありませんが、地域に与える影響の大き

③情報漏洩 ○新型コロナ関係含めた、偏見や差別につながる軽はずみな言動（誤った情報発 い事象かと考えます。
信、悪口や冷やかし）や、ＳＮＳ等での誹謗中傷や情報拡散などは確認しておら
ず、日頃の人権教育が活かされていると感じている。 ●自転車通学も多いと思いますが、アップダウンの道が

多いため、交通マナーは継続しての取り組みが必要です。
④環境整備

○安心安全な学習環境確保のために、緊急を要する箇所を計画的に整備した。 ●情報漏洩は個人情報領域では安全に大きく影響する内
○コロナ感染対策指導のための整備を行った。 容です。法的な部分も強化され罰則もあるようです。今
（トイレの洋式化、トイレ手洗い場自動水栓化、検温器、消毒液等の整備） 後とも指導や対策の強化をお願いします。
●老朽化等に伴う施設の環境整備（壁等のひび、校舎内の天井板の損傷等）に
ついては、引き続き予算等の要求を行い整備していく必要がある。 ●スマートフォンの「ながら運転」や「歩きスマホ」は、

大きな事故の引き金となる恐れが高いので指導を徹底し
て欲しい。
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４ 家庭・地 （１）学校からの情報の発信に努め、学校教育へ 【３学年、教務部、渉外厚生部、情報システム部】 ○佐高だより、新聞掲載、テレビ等、学校の情報発信は
域との連 の理解を深め る。 十分されているものと思います。、
携 ①体験入学の充実 ○補助員の 3年生を中心に短縮した形で実施することができた。
(広報活動 ○コロナ感染拡大（第２波）の影響で８月実施の体験入学（中学３年生対象）を ○佐土原高校の入学受験者が増加しているようです。教
含む) ９月に延期。また、１１月に開催予定であったオープンキャンパス（中学１、２ 職員の取り組みの成果と思います。継続できるよう今後

年生対象）は中止し、学科紹介用ビデオをホームページ上に掲載する形に代替え とも宜しくお願いします。
とした。
○９月実施の体験入学については、密を避けるために人数制限、体験時間も１時 ●自宅学習や Web 等での授業ではコミュニケーションが
間に短縮して午前中のみで行った。各学科とも短時間ではあったが内容も充実し 課題となっています。企業でもテレワークなどで従業員
たものとなった。 管理に課題があります。その中で情報発信や問いかけな

どが対策の一つのようです。成功事例がありましたら共
②ホームページの更新、佐高だより等 ○生徒保護者向けのパスワードがなければ入れない領域を作成し、メール配信と 有いただけると参考になります。宜しくお願いします。

ともにきめの細かい情報発信を心がけた。その結果１日あたりの平均アクセス数
が昨年の３２７件から５０３件に増えた。 3.2
○ホームページの閲覧数は増加しており、保護者への連絡ツールとして「マメー
ル」を活用し、台風による学校行事の変更や新型コロナ感染症対策などについて
逐一発信して、連絡の徹底、保護者の不安の払拭に努めた。
○プレスリリースの有効活用に努め、新聞掲載は前年は７９回であったが、本年
度はコロナ禍でありながら新聞に約５０回以上掲載されており、テレビでもＩＣ
Ｔ活用授業や台湾の高校との交流、アプリ開発などが取り上げられた。
○佐高だよりを３回発行し、在学中の生徒の出身中学校、近隣小学校などに送付
した。
●マメールは有料で登録人数に制限があるため、その心配のない安全メールへの
移行や、Googleclassroomの活用を進める。
●継続的・組織的な広報活動を進める。
●学校行事の縮小や中止による内容不足で発行回数が減り、情報発信のタイミン
グが遅くなっている。HP も活用してリアルタイムで情報発信できるように改善
していきたい。

（２）地域の素材や人材を教育活動に積極的に活 【各学科】 3.1 ３．５
用する。 ○ホームページや学科独自の広報プリントに QR コードを付け保護者へ配布する ○地域との交流を積極的に取り入れられていると思いま
①大学、企業、県工業技術センター等 など広報活動を行った。 す。一層の活躍を期待します。

○宮崎大学工学部の先生方から、学部の改変や研究内容について説明していただ
き連携を図ることができた。 ○地元企業として今後とも協力をさせていただければと
○地元佐土原の「駅んまえ祭り実行委員会」、「島津豊久フェスティバル実行委員 考えます。
会」、「佐土原城の駅」とそれぞれ連携し、ポスター制作や顔出しパネルの制作を 3.0
行った。 ○●地元佐土原の各種イベントへの参加・連携をこれま
●佐土原町の文化祭や児童館などが新型コロナ感染拡大により開催が中止と で同様図っていただきたいと思います。
なり地域との連携が少なくなった。

●生徒の皆さんの課題研究について工業技術センター・
食品開発センターにおいてポスター発表を行い、センタ
ーの研究員から研究成果や研究方法に対してアドバイス
を行うような場を設けるなど、学校側と連携・協力を深
めると良い。

（３）海外との交流 【国際交流プロジェクト委員会】
①台湾 東勢工業高級中等学校 私立大同高級 ○姉妹校である台湾、東勢工業高級中等学校と TV 会議システムを使用して、職 ○海外との交流、これからも続けていただきたいと思い
中学の交流活動推進 員および生徒の交流会を実施した。また、両校の卒業式や入学式の際には祝辞や ます。

ビデオレターのやり取りを行っている。
5月 21日 職員交流 萩尾校長紹介とコロナウィルス感染予防策の紹介 ○●一旦はグローバルが停滞したかもしれませんが、企
6月 12日 生徒交流 コロナ禍での生活と感染予防の紹介 業では引き続き世界的な視野を持った方のニーズが高い
12月 10日 新校長の周文末校長を交えてのキックオフミーティング 3.0 状況です。今後も継続的に取り組んで下さい。
12月 17日 生徒交流 年末年始の過ごし方
● 11月に東勢工業高級中等学校が本校へ来校する予定であったが、世界的なコロ
ナウィルス感染拡大の影響で中止となった。TV 会議システムを利用した交流は
成果をあげていることから、次年度に向けて授業の中での意見交換や遠隔授業へ
活用する方法を検討していきたい。


