
科

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29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

29 35 39 36

0 0 0 2

51 51 47 49

6 4 5 4

86 90 91 92

（２） 卒業状況 （人）

（３） 進路状況 （人）

（４） 資格・検定資格取得状況

令和３年度

2級3人　準2級6人 2級1人　準2級3人 2級4人　準2級6人

3級12人　4級2人 3級12人　4級3人 3級13人　4級2人

2級5人　準2級1人 準2級3人　3級6人 2級4人　準2級4人

3級6人　4級9人 4級2人 3級38人　4級23人

2級5人　準2級1人 2級2人　準2級6人 1級2人　準1級3人　2級14人

3級6人　4級9人 3級17人　4級8人 準2級14人　3級30人　4級23人

年度

新入学 40

年度

2

合計 74

編入学

1

転入学 31

過年度入学

項目 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

人数

就職 10 5 7 5

76 78 71 82 91

進学（専門学校） 22 26 29 37

進学（大学・短大） 29 24 23 24

令和２年度

卒業生総数 78 71 82 91

その他 17 16 23 25

日本漢字能力検定 日本漢字能力検定協会

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

名称 主催 令和元年度

令和３年度～令和５年度（２年目）

令和4年度学校経営計画

学校名 並木学院福山高等学校 課程 通信制 普通科 校長氏名 柏原　眞治

令和３年度令和２年度令和元年度平成30年度平成29年度



2級6人　3級35人

4級12人

1級2人　2級2人

1級1人　2級2人 3級2人 準2級1人　3級1人

3級1人　4級2人 4級1人　5級2人

準2級1人　

3級20人　4級1人

2級1人　3級5人 準2級5人　 2級3人　準2級1人　

4級1人　5級7人 3級2人　4級1人 3級3人

（５） 学校説明会参加状況 （人）

4 短期（本年度）経営目標及び行動計画等

中期（３年間）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）

特別な支援が必要な生徒につ
いて、個別の支援・指導計画
を基に適切な支援・指導を行
う。

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

２回 ３回 総務
厚生

生徒が意欲的に学習に取
り組み、基礎学力の定着
や自己管理能力を向上さ
せる。

3級23人　4級2人

文書デザイン検定 情報処理検定協会 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 実施無 実施無

実用英語技能検定 日本英語検定協会

項目 平成30年度 令和元年度

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

学校説明会 156 152 104 153

令和2年度 令和３年度

体験入学 54 79 実施無 実施無

現状値 目標値

93.6％ 96%

70.6% 80%

ー 80%
ICT学習支援教材使用した生徒の得
点上昇した生徒の割合（初回テス
トと学期末テストの比較）

準2級3人　3級10人

90%

89.8% 98%

就労支援施設と連携を行った生徒
の数

ー ２人

短期（本年度）

経営目標
本年度行動計画

生徒が意欲的に学習に取り組
めるよう、報告課題の見直し
や、Google　Workspaceの
classroom以外の活用を積極
的に取り組む。生徒個別の能
力に応じた指導ができるよ
う、添削指導の仕方も工夫す
る。

評価指標

単位取得率

ICTを取り入れて面接指導を行った
教員の割合

ー 80%
学期末の振り返りで、スクーリン
グで学習の理解が進んだ等肯定的
な回答をした生徒の割合

分掌

教務

短期（本年度）

経営目標
本年度行動計画 評価指標 現状値 目標値 分掌

生徒が自らキャリアプラ
ンニングし、自己の進路
希望実現している。

系統的な進路指導計画を作成
し、卒業までに順を追って適
切な支援・指導を行う。

進路
指導

特別な支援が必要な生徒にお
いても就労支援等の福祉サー
ビスとの連携を取りながら、
生徒自らが働く意義を見出せ
るような進路指導を行う。

３月末の就職内定率

３月末の進学希望者の進学率

54.5%



（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）

1人 0人

各種コンクールの応募者数 110人 120人
教務

短期（本年度）
本年度行動計画 評価指標 現状値 目標値 分掌

経営目標

多くの資格取得、コンクール
の応募を通して、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。

各種検定の実施実績 8種類 9種類

分掌
経営目標

清掃点検表を活用し、生徒自
身が掃除当番への責任を果た
す

清掃担当場所の教員・生徒が点検
し、「良」とされた割合

90% 95%

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
規範意識の向上を目指
す。 生徒

指導

教務

スクールカウンセリングにつ
いて気軽に受けられる環境作
りをし、学校生活の悩みやス
トレスを取り除く。

スクールカウンセリング実施回数 31回 38回
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。

総務
厚生

遅刻人数 140人 110人

12人 5人

遅刻や欠席の多い生徒に対
し、個別面談を丁寧に行い、
遅刻の原因を改めさせる。 欠席超過で単位を落とした生徒数

生徒だけでなく、保護者にも
にルール・マナーを周知徹底
し、遵守してもらう。学校・
家庭協力して生徒の規範意識
の向上を図る。

規則違反等で指導を受けた生徒数

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

50% 92%
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。

保健室に来た生徒の数（延数） 40名 30名

短期（本年度）
本年度行動計画 評価指標 現状値 目標値

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い
合わせがあった件数

短期（本年度）
本年度行動計画 評価指標 現状値 目標値 分掌

経営目標

入試
広報

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

学区内外の地域行事への参加
をし、定期的な地域環境整備
活動も行う。

地域連携を行ったの回数 2回 5回 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。

防災計画の再検討をし、様々
な災害を想定した避難・防災
訓練を行う。

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

2回 ４回

総務
厚生

74人 110人

4.9回/月 6回/月

153人 200人

82件 90件

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
を更に進める。

狭域通信制高等学校である本
校のシステムや他校との違い
を明確化し、志望する生徒に
必要な情報発信ができるよう
にする。

入学者数

ホームページの更新の割合




