
1 ミッション

「建学の理念」

一人ひとりの能力を最大限に引き出し技術者として社会人として社会に貢献できる人材を育成する

2 ビジョン(使命の追及を通じて実現しようとする自校の将来像）

生徒の人格形成に取り組み、グローバル社会に対応できる人材を育成する学校

　 ① 個別最適な学習に取り組み、確かな学力の定着を支援する学校

② 個性を尊重し、安心して高校生活がおくれる学校

③ 地域に密着した愛される学校

3 環境分析

（１） 入学者状況 （人）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

（２） 卒業状況 （人）

（３） 進路状況 （人）

（４） 資格・検定資格取得状況

2級5人　準2級5人 2級3人　準2級6人 2級1人　準2級3人

3級16人　4級5人 3級12人　4級2人 3級12人　4級3人

名称 主催 平成30年度 令和元年度 令和２年度

日本漢字能力検定 日本漢字能力検定協会

その他 27 17 16 23

卒業生総数 76 78 71 82

進学（専門学校） 23 22 26 29

就職 3 10 5 7

36

過年度入学 0 0 0 0 2

合計 86 86 90 91 92

編入学 5 6 4 5 4
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

人数 74 76 78 71

進学（大学・短大） 23 29 24 23

年度

新入学 29 29 35 39

転入学 52 51 51 47
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年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

項目

令和３年度学校経営計画

並木学院福山高等学校　　　　



準1級1人　準2級4人 2級5人　準2級1人 準2級3人　3級6人

3級11人　4級7人 3級6人　4級9人 4級2人

2級1人　準2級1人 2級5人　準2級1人 2級2人　準2級6人

3級16人　4級16人 3級6人　4級9人 3級17人　4級8人

1級1人　2級1人 1級1人　2級2人 3級2人

3級1人　4級1人 3級1人　4級2人 4級1人　5級2人

準2級3人 準2級1人　

3級32人　4級1人 3級20人　4級1人

2級1人　3級5人 準2級5人　

4級1人　5級7人 3級2人　4級1人

（５） 学校説明会参加状況 （人）

4 目標の設定

学校経営目標

1 積極的に学習に取り組む学びの場づくり（教員研修の充実と授業改善）

2 確かな進路を保障する取組の推進（キャリア教育の視点を取り入れた教育活動の推進）

教務

進路
指導100人 110人

90.6%

55.6%

94.9%

6種類

93人

発達障害や支援の必要な生徒
への理解を深める教職員研修
の実施回数

0回

各種検定の実施実績

通信制高校に在籍する生徒の多様性を踏
まえた面接指導や添削指導により、生徒
が単位修得に向けて意欲的に学習に取り
組み、基礎学力の定着や自己管理能力を
向上させる。

単位修得率

ICTを取り入れて面接指導を
行った教員の割合

47.3%

生徒が自らキャリアプランニングし、自
己の進路希望を実現している。

３月末の就職内定率

３月末の進学希望者の進学率

各種コンクールの応募者数

検定合格等の資格取得や、各種コンクー
ル等の応募を通し、生徒の自己肯定感を
高め、進路選択に向け展望を持たせる。
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目標値

R３年度 R４年度 R５年度
評価指標

項目 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

体験入学 81 54 79 実施無

達成目標
実績値

R２年度

学校説明会 97 156 152

パソコンスピード
認定試験

情報処理検定協会

硬筆書写技能検定 日本書写技能検定協会 準2級3人　3級10人

実用英語技能検定 日本英語検定協会 準2級2人　3級2人

3級1人 実施無 実施無

プレゼンテーション
作成検定試験

情報処理検定協会 1級1人　2級2人 実施無 実施無

日本語ワープロ検定 情報処理検定協会

情報処理技能検定 情報処理検定協会

文書デザイン検定 情報処理検定協会

120人

担当

75% 90% 100%

96% 98% 100%

7種類 8種類 9種類

60% 80% 100%

1回 2回 3回

教務

総務
厚生

94% 96% 100%



3 規則正しい節度ある学校生活の推進（一人一人を大切にする積極的な生徒指導の充実）

4 環境美化と安全教育の推進（清掃の徹底と保健指導・安全教育研修の充実）

5 積極的な情報発信と地域連携（広報活動の充実と地域とのコミュニケーションを図る）

5 行動計画

学校経営目標

1 積極的に学習に取り組む学びの場づくり（教員研修の充実と授業改善）

生徒
指導

総務
厚生

入試
広報

総務
厚生

教務

4人 3人5人

120

総務
厚生

担当

80件 90件 100件

92% 95%

90% 95% 100%

4回/月 6回/月

137

6人

32回

規則違反等で指導を受けた生
徒の人数

スクールカウンセリングの実
施回数

ホームページの更新の割合 2.9回/月

清掃を徹底し、清潔な学習環境にする。

健康保持増進に努める。

自然災害・感染症・交通安全への正しい
知識を身に付け、行動できるよう安全教
育の充実を図る。

清掃場所担当の教員が点検
し、「良」とされた割合

生徒アンケートにおいて、規
則正しく、健康的な生活を
送っていると肯定的に答えた
生徒の割合

生徒に規則的生活習慣を身に付けさせる
とともに、学校生活全般に係る規範意識
の向上を図る。

生徒が安心して学ぶことができるよう、
教育相談体制を充実させる。

遅刻回数

避難訓練・交通安全・性教
育・自然災害等の内容の特別
活動等実施回数

ー

ー

3回

本年度行動計画 中期行動計画達成目標

通信制高校に在籍する生徒の多様性を踏
まえた面接指導や添削指導により、生徒
が単位修得に向けて意欲的に学習に取り
組み、基礎学力の定着や自己管理能力を
向上させる。

通信教育の質の確保・向上を目指し、
報告課題の作成と添削指導の工夫・改
善を行う。

通信教育の質の確保・向上を目指し、
報告課題の作成と添削指導の工夫・改
善を行う。

面接指導にICTを活用し、生徒が理解
しやすい授業づくりを目指す。

ICT機器を使用する教員が増えオンラ
イン授業も容易にできる環境にする。

報告課題にICT機器（タブレット）を
活用し、ITリテラシー向上に努める。

報告課題だけでなくタブレットの活用
方法の充実を図る。

ユニバーサルデザインの視点を取り入
れた学習環境づくり。

様々な観点からユニバーサルデザイン
を意識し、面接指導や、添削指導、学
習環境作り、学習評価を行う。

200人 250人 300人

地域社会との連携を深め、生徒の諸活動
に対する意欲をより一層高める。

地域連携の回数 0回 4回 5回 6回

104人

73件

36回 38回 40回

100人 110人 120人

4回 5回

ホームページやSNS等による情報発信と
学校説明会・体験入学内容の充実を図
り、地域・保護者・中高等学校への啓発
推進をさらに進める。

入学者数

学校説明会・体験入学の参加
人数

ホームページから資料請求や
問合せがあった件数

6回

90%

92人

8回/月

110人 100



2 確かな進路を保障する取組の推進（キャリア教育の視点を取り入れた教育活動の推進）

3 規則正しい節度ある学校生活の推進（一人一人を大切にする積極的な生徒指導の充実）

4 環境美化と安全教育の推進（清掃の徹底と保健指導・安全教育研修の充実）

総務
厚生

総務
厚生

生徒
指導

総務
厚生

進路
指導

入試制度の変更点等を全教職員が共有
し、協力しながら進路指導をする体制
を作る。

教員も自ら積極的に新しい検定に向け
て検討し、検定演習授業を行う。

生徒が自分の希望進路に役立つ検定受
検やコンクール応募をするようにな
る。

進学・就職対策講座の充実・奨学金制
度の周知、卒業予定者への進路個人面
談等のきめ細かい指導を行う。

特別な支援が必要な生徒については、
就労移行支援等の福祉サービス等も視
野に入れた進路指導を行う。

大学入学共通テスト・大学入試につい
ての研修、小論文・面接指導の充実を
図る。

生徒が自らキャリアプランニングし、自
己の進路希望を実現している。

生徒の興味関心に応じて新しい検定・
コンクール応募や検定演習を取り入れ
る。

各種検定の合格率を上げ、生徒の進路
の可能性を広げ、自信を持たせる。

検定合格等の資格取得や、各種コンクー
ル等の応募を通し、生徒の自己肯定感を
高め、進路選択に向け展望を持たせる。

生徒が経済的理由等で諦めることな
く、積極的に進学・就職にむけて準備
できるよう教員が進学・就職・奨学金
等の知識を深め、共有できる。

就労移行支援等の福祉サービスとの連
携ができ、生徒の進路選択の一つとし
て確立できる。

生徒が主体的に進路について考え、課
題点を把握し、目標を立てて進学に向
けて意欲的に取り組める「総合的な探
究の時間」が実施できる。

清掃点検表を活用し、生徒自身の掃除
当番への責任を果たす。

休憩時間の換気、放課後の消毒や清掃
をし、感染症対策を徹底させる。

円滑な健康診断の実施と校医との連携
を図り、生徒の健康に常に留意する。

感染症対策を徹底し、生徒にも注意喚
起を呼びかける。

発達障害等の理解を深める教職員研修
の実施

教職員が発達障害等の特別に支援が必
要な生徒に関する知識を身に付け、教
育活動に活かすことが出来る。

特別な支援が必要な生徒について、面
談を通して課題を明確にし、個別に指
導を行う。

支援を要する生徒だけでなく、全ての
生徒対して躓きやすい点を把握した授
業づくりをする。

「総合的な探究の時間」の組織的・計
画的な推進体制を確立する。キャリア
教育の視点に基づく報告課題作成と添
削指導を行う。

教職員が生徒指導に関して生徒情報の
共有や、生徒指導に対する姿勢の共通
認識を持つ。

生徒が安心して学ぶことができるよう、
教育体制を充実させる。

スクールカウンセリングと提携し、特
別な支援が必要な生徒のサポート体制
を作る。

生徒の特性に応じたコース・クラスを
編成し、生徒の状況に応じた対応がで
きるよう体制を整える。

生徒がルールやマナーを遵守し、並木
学院福山高等学校の生徒であるという
自覚を持ちプライドを持った学校生活
が送れるようになる。

生徒も生徒指導に対する教員の姿勢を
理解し、ルールやマナーを遵守できる
ようになる。

インクルーシブ教育について教職員の
理解が深まり、特別な支援が必要か否
かに限らず全生徒が安心して学ぶこと
が出来る環境を整える。

清掃を徹底し、清潔な学習環境にする

健康保持増進に努める

清掃点検表を活用し、生徒自身の掃除
当番への責任を果たす。

円滑な健康診断の実施と校医との連携
を図り、生徒の健康に常に留意する。

生徒が自発的に感染症対策を行い、感
染症予防に努める。

始業ガイダンス資料の改善と始業ガイ
ダンスや、面接指導時にルールやマ
ナーについて周知徹底を図る。生徒に規則的生活習慣を身に付けさせる

とともに、学校生活全般に係る規範意識
の向上を図る。



5 積極的な情報発信と地域連携（広報活動の充実と地域とのコミュニケーションを図る）

入試
広報

総務
厚生

自然災害・感染症・交通安全への正しい
知識を身に付け、行動できるよう安全教
育の充実を図る

避難訓練の行動化を伴う学校行事等の
実施と防災管理年間計画の作成

性教育やＬＧＢＴ等の研修を行い、生
徒に正しい知識を身につけさせ、差
別・偏見を持たせない。

ホームページやSNS等による情報発信と
学校説明会・体験入学内容の充実を図
り、地域・保護者・中高等学校への啓発
推進をさらに進める

地域社会との連携を深め、生徒の諸活動
に対する意欲をより一層高める。

ホームページ等の迅速な情報掲載や更
新

生徒・保護者等意見を反映し、さらに
魅力あるホームページを作成する。

中・高等学校への訪問活動の計画的内
容充実

学校訪問の時期や、進路担当の教員と
の連携を密に取り、効果的に学校訪問
を行う。

生徒に入学してみたいと思わせるよう
な学校説明会・体験入学を行い、他校
との差別化を行う。

参加者の意見を反映し、学校説明会・
体験入学の改善を図る。

様々な地域行事へ積極的に参加する。
東学区だけでなく、市内の地域行事へ
の参加を計画する。

定期的な地域環境整備活動を行う。
学校周辺だけでなく、ボランティア・
特別活動等で他地域での清掃活動も検
討する。

地震・火災等の様々な災害を想定した
避難訓練を行う。

性教育やＬＧＢＴ等の研修を行い、生
徒に正しい知識を身につけさせ、差
別・偏見を持たせない。


