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（別記様式）

平成31（令和元）年度

京都府立須知高等学校

学校経営計画（スクールマネジメントプラン）

学校経営方針（中期経営目標）

前 年 度 の 成 果 と 課 題

目指す教育
日本三大農業教育発祥の地「京都府農
牧学校」以来の歴史と伝統を受け継ぎ、
「自主」「規律」「誠実」を校訓とし、心
身ともに健康で、自主の精神に富み、根
気よく学ぶ力と豊かな情操を身に付けた
有為な社会の形成者を育成する。
２ 目指す学校
(1) 地域と共に歩む学校、地域を支える
人材を育成する学校
(2)「土から食卓までを結ぶ」新たな専
門教育を開く学校
３ 目指す生徒
(1) 夢と希望を持ち、自ら学び自らを高
め、未来を見通し拓く生徒
【展望する力】
(2) 豊かな感性、人権意識、道徳心を身
につけ、社会を担う責任を自覚し、自
然、人、社会とつ ながる生徒
【つながる力】
(3) 自らの目標を実現するため、失敗を
恐れずに挑戦し、強くしなやかな意志
と健康でたくましく生きる生徒
【挑戦する力】

１ 成 果
(1) 生徒の生活実態に応じた組織的な指導の推進、府教委指定
地域創生推進校「リスタ須知・夢無限大∞」を軸とするきめ細
かな学習指導、生徒指導、進路指導により、個々の生徒に応じ
た学力向上、規範意識向上、希望進路実現を図れた。
(2)「ハイスクール起業チャレンジ実践校」として食品科学科に
おけるの地元食材を活かした加工品開発やウィードの森に関す
る研究、普通科における地域資源を活用した探究的な学習に取
り組むとともに、情報発信することができた。
(3)「須知高校教育活性化協議会」による、京丹波町からの交付
金により教育活動の充実が図れた。
(4) 生徒会本部の募金活動や地域でのボランティア活動ととも
に、男子ホッケー部全国高校総体出場、全国高校選抜大会出場
や京都府学校農業クラブ連盟大会における３部門入賞、うち１
部門最優秀賞受賞、全国高校生農業アクション大賞認定校や高
校生ビジネスグランプリ・ベスト100に選ばれる等成果をあげ
ることができた。
(5)「須高通信」の発行、ＨＰの更新、京丹波町CATV・新聞等に
よる情報発信により、本校の教育活動を広報してきた。また、
学校アンケート、授業アンケートを実施し、教育ニーズの受信
にも努めた。さらに、中学校に加え小学校との連携を深めるこ
とができた。

１

２ 課 題
(1) 生徒が自ら学ぶ意欲や学習習慣の定着を主体的に図り、自
分の将来に向け高い志や目標を持ち、進路に対して積極的に挑
戦・実現すること。
(2) 地域との連携や保護者からの信頼を深め、地域とともに歩
み、地域に貢献する教育機関としての役割を高めること。
(3) 規範意識やモラルの高い、心身ともに健康な生徒の育成を
進めること。
(4) 部活動の活性化に向け、加入率を高める方法を検討するこ
と。
(5) 地元中学生が減少傾向にある中、将来構想の具現化と新た
な本校の魅力化に努め、地元中学校は勿論のこと、全国から志
願者を募集すること。

(計画段階)

本年度学校経営の重点（短期経営目標）
１

学校経営主題
「 リスタ須知・夢 無限大 ∞
～フロンティア スピリット by Ｊ.Ａ.Ｗeed～ 」
２ 学校経営の重点事項
(1) 「リスタ須知・夢 無限大 ∞」を学校テーマに、地域創生のモデル
校を目指し、学力の向上と希望進路の実現を図る。
①学科・コースの設置趣旨や目標を達成するため、個々の生徒の実態に
応じたきめ細やかな学習指導と進路指導により希望進路の実現を図る。
②地域を支える人材育成の観点から、京丹波町産業ネットワークをはじ
めとする地元企業や大学等と連携したキャリア教育を推進する。
③知識を活用する資質・能力を育むとともに、主体的・対話的・深い学
びの実現に向けた授業改善を行う。
④学力の基盤である「言語能力」の育成を図るとともに、「須高英検」
などの継続的な実施と資格取得を奨励する。
(2) 「ハイスクール起業チャレンジ実践校」の成果を踏まえ、地域資源を
活用し、食と農に係わる活動をより推進する。
①地域資源を研究する京丹波学や地域探究ゼミ、京都府農牧学校の調査
に取り組み、その成果を発表し、広く情報発信する。
②『土から食卓までを結ぶ』をテーマに、農業の６次産業化を推進する
とともに、商品開発を進める。
③農業クラブにおける「プロジェクト学習、課題研究」を計画的に実践
し、プロジェクト発表、意見発表、農業鑑定競技において日本学校農
業クラブ全国大会入賞を目指した指導を行う。
④調理師養成に関する新学科（仮称食物調理科）設置に向けた取組を推
進する。
(3) 生徒指導と部活動等の充実により学校の特色化を図る。
①ルールやマナーを守り、規範意識のある生徒を育成する。。
②ホッケー部員を全国から募集し全国大会優勝を目指すとともに、学校
の特色化を推進する。
③部活動をはじめとする諸活動の活性化を図るため、生徒のニーズに応
じた活動と自主性を育む取組を行う。
④茶道や和知太鼓など伝統文化に係わる教育活動の継承発展を図る。
(4) 地域とともに歩み、信頼される学校づくりを推進する。
①「須高感謝祭」を「京丹波町食の祭典」と同時開催し、須知高校全体
の学習成果を発表する場とするとともに、京都府農牧学校資料館、ウ
ィードの森を活用し、学校を地域に公開する。
②環境食育校種間連携パートナースクール事業、地元小中学校等との連
携活動など校種間連携を積極的に推進するとともに情報発信する。
③新聞広報、ＨＰ、京丹波町CATVなどによる教育活動情報を積極的に発
信するとともに、教育ニーズの把握に努め定員を充足する志願者を確
保する。
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評価領域
１

重

点

目

標

学習意欲の向上と学習習慣の定着の取組
教務部

具

体

的

方

策

・学習意欲の向上を図る取組を推進する。
・学習習慣の定着を図る。

中途退学・原級留置の解消に向けた取組

・中途退学・原級留置の防止に向け、教科・担任・関係分掌
と連携を図る。
・授業を大切にする姿勢を徹底する。
・欠課・遅刻を防止させる取組について、効果的な方法を模
索する。

教科主任会議を軸に教育内容等の検討

・教育課程を検討、充実させる。
・基礎学力の定着に向けた取組を検討する。

定期考査等の円滑な運営

・教科担当者、担任と連携し円滑に運営する。

校務システムの活用

・校務システムによる教務関係の手続き（成績処理など）の
安定した運用と活用を図る。
・諸帳簿作成機能の活用を推進する。

ＩＣＴを活用した教育の推進

・ＩＣＴ機器を活用した教育の情報化を推進する。

ＰＴＡ活動の推進

・学校と家庭との連携を図り、ＰＴＡ活動を充実し、行事へ
の積極的な参加を呼びかける。
・全国大会の円滑な運営に向けて、事務局業務を推進する。

学校広報活動の推進

・「須高通信」の紙面充実に心がけ、見やすいＨＰを作成す
る。
・地元ケーブルテレビを活用する。

生徒募集活動の推進

・学校広報会議を軸に組織的な生徒募集活動を一層推進す
る。
・地元中学校との連携した取組を推進する。
・各種説明会の一層の工夫を図る。

学習活動を支援する図書館活動

・学習活動に関わる資料を探しやすくするための資料案内を
充実させる。
・利用者の興味・関心を深め図書館資料へ導く広報活動を行
う。
・データ整備と検索環境の整備を進める。

評

価

成果と課題
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評価領域
２

重

点

目

規範意識の向上
生徒指導部

標

具

体

的

方

策

・規律ある生活の確立
・公共心の醸成

安全・安心な環境の整備

・いじめ・暴力を許さない。
・盗難・喫煙の防止
・交通関係の事故や違反の防止

自主活動の活性化

・学校祭、委員会活動、各種ボランティアの充実
・部活動の活性化

家庭との連携

・PTAとの連携
・問題行動のある家庭との連携

３

進路指導の充実

・各学年の進路目標を設定し、個々の生徒のニーズに応じた
進路学習を推進する。

進路指導部
・ガイダンスや進路面談等を通して生徒と向き合う密着型指
導を行い、進路意識を喚起して自分で進路を切り拓く指導
を行う。
・FINEシステムを活用して学力分析を行い、教科指導・進路
指導に効果的なデータを提供するとともに生徒の学力向上
に向けた戦略を練る。
・４年制大学志望者が増加している現状を踏まえ、三人指導
体制など組織的指導体制を早期に構築する。
キャリア教育の充実

・職業理解や学問研究ガイダンスを充実させ、個々の生徒の
キャリア設計を考える機会を増やす。
・京丹波町と連携し、キャリアアップ講座やインターンシッ
プなどを充実、発展させ地元に貢献できる人物を育成する。
・社会人外部講師を活用し、志望理由書の書き方やビジネス
マナー、職業理解への心構えなどを指導する。

大学入試改革の研究

・Japan e-portfolioの機能を学び、主体性評価を研究する。
・国語科、数学科、英語科と連携し、「大学入試共通テスト」
「英語４技能」の在り方を研究する。

評

価

成果と課題
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評価領域
４

重 点
健康教育の推進

目

標

保健部

具 体 的 方 策
・日常的な取組に加え、「基本的な生活習慣と健康」、「性教
育」や「がん教育」等の講演を実施し、生徒の健康意識の
向上を図る。
・多様な生徒の実態を把握し、適切な指導を行うことで、自
らの健康維持・増進を図る。

安全な学校環境整備

・保健・厚生委員会による安全・美化点検等の実施
・日常の清掃活動等において積極的に取り組むように指導す
る。
・ゴミ分別の意識を高め、正しく分別するように指導する。

関係分掌と連携し教育相談の充実

・支援の必要な生徒に対して、その生徒に応じた支援を担任、
支援員、保護者及び関係機関と連携しながら実施する。
・スクールカウンセラーを活用し、教育相談の充実を図る。
・学校欠席者情報システム（サーベイランス）に入力し、関
係分掌と連携を図る。

５
人権教育部

教職員・生徒への研修会の実施

・生徒理解を深めるための研修会を実施する。
・救急法実技講習会を実施し、ＡＥＤの使用による緊急事態
の体制を整える。

人権学習の推進と人権意識を高める取組
の推進

・各学年ごとに人権学習を実施する。基本的人権に対する正
しい理解をさせ、学校生活の中で人権を意識し、お互いに
思いやりのある行動が出来るように指導する。
・生徒会人権委員会の活動を充実する。

就修学の保障と希望する進路の実現

・基礎学力保障の取組を進め、原留・中退がないように相談
にのり、働きかける。
・経済的に困難がある生徒に対して援護制度を紹介し、その
活用を促す。

６

課題のある生徒に対する指導と支援の充
実

・教育相談会議を定期的に開催し、対応すべき生徒を早期に
把握し、各分掌と連携して適切な指導支援を行う。

農業クラブ活動をとおして、
「科学性」
「社
会性」「指導性」を身に付けさせる。

・各種の発表会や競技会に向けた活動を組織的に推進し、全
国大会入賞を目指す。

農場部
・地域と連携した取組を推進する。
・資格取得の充実を図る。

評

価

成果と課題
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評価領域
６

重

点

目

標

「食品科学科」の魅力を高める。

農場部

具

体

的

方

策

・農業の6次産業化を目指した取り組みを推進する。
・産官学との連携により京都丹波の特産食材を活かした加工
品シリーズの開発を目指す。
・ﾊｲｳｴｲﾃﾗｽ「京丹波味夢の里」へ参画した取組を推進する。
・新たな販路の開拓をする。

「食品科学科」の特色を活かした取組を
推進する。

・「京丹波●食の祭典」と共同開催している須高感謝祭を学
習成果の発表の場として一層充実させる。
・「学校林を活用した森林環境教育」の取組を推進する。
・校種間連携を一層推進する。
・地域に向けた販売実習を計画的に取り組む。

食品科学科の将来構想を検討する。
農場の環境整備や施設設備の充実を図
る。

・「食と農に関する総合的な専門学科」の設置に向け検討す
る。
・基盤整備を検討する。
・環境整備を行い、地域に開かれた農場を目指す。
・施設・設備の老朽化に対応した更新計画を検討する。

７

食品科学科として一貫した指導を行う。

・関係分掌と連携し、服装指導や生活指導を行う。

学力の向上を図る。

・授業に集中する。

第１学年部

・準備、後片付け、提出物等を確実にする。
・目標を立て、計画し、達成に向けて取り組む。
基本的生活習慣の定着を図る。

・ルールとマナーを守る。
・整理整頓をする（清掃活動をきちんとする）。
・爽やかな挨拶と元気の良い返事ができる。

８
第２学年部

学校において中堅としての自覚を促し、
有意義な学校生活を送る。

・基本的な生活習慣を身に付け、各個人が規律正しい学校生
活を送る。
・安心して生活できる環境を整備し、お互いを大切にし思い
やる信頼関係を築く。
・最大の行事である研修旅行を成功させる。

評

価

成果と課題
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評価領域

重

点

目

標

具

体

的

方

策

８
第２学年部

学力向上と進路実現に向けての意識を高
める。

・毎日の授業や家庭学習の大切さを意識させる。
・進路について具体的な展望を持たせ、実現に向けての方策
を講じる。特に、新しい入試のシステムに対応するため、
情報収集や生徒への周知に努める。

９

希望進路を実現する。
第３学年部

・家庭学習や自主学習の定着と継続を図る。
・模試や資格取得に挑戦し自分の可能性を広げる。
・学校の進路指導に真面目に取り組み準備を怠らない。

社会人となるための基礎を身に付ける。 ・基本的な生活習慣を定着させる。
・学校行事や部活動などを通して、適切なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力を身
に付ける。
・礼儀やマナーを重んじ、場に応じた態度を習得する。
10
学力向上・
ＳＡ推進部

学力を向上させるための指導の充実

・家庭学習習慣の確立に向け、学年部と連携しながら、学習
時間の調査票などを活用する指導を行う。また、英語、数
学、国語の各教科による、府立高校実力テストを教材とし
た学力向上の取組を行い、各教科での教科指導上の課題発
見の機会とする。

SA（スーパーアドバンス）コースの充実

・週34時間授業やサタデースクール、進学に関わるイベント、
模擬試験、ならびに大学院生との交流など、ＳＡコース全
員参加の行事を計画的に実施し、生徒の進路意識の高揚と
学力向上につなげる。
・ＳＡコースを対象とする各教科の３年間の教科指導プラン
について、教科担当者や担任教員で情報を共有し、教科指
導上の課題などを必要に応じて確認し、全体で共通の認識
を持つ。

サタデースクールの充実

・１，２年生は、原則月２回程度実施する。各教科と連携し、
１日につき２科目の講座を開講することにより、大学入試
等を突破できる学力の土台をつくる。
・３年生については、進学希望者対象の講座とする。各教科
による１回完結の講座を14講座開講し、生徒の主体的な取
組を支援する形態で実施する。

進学指導の充実

・ＳＡコースの担任を中心に、学年部および農場部、進路指
導部と連携して、大学進学希望生徒の進路希望実現に向け
た、情報交換や生徒面談を行う。

評

価

成果と課題
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評価領域
11

重

点

目

標

学校経営という視点を持った予算の執行
事務部

具

体

的

方

策

・特色ある学校づくりを進めるため、各分掌・教科や各種事
業担当等と積極的に連携を図り、財政的な面から学校運営
の一翼を担う。
・学力充実・向上のための予算の重点的な措置
・スピードとタイミングを重視した予算執行

学校理解を深める広報活動

・玄関モニターによる外来者向けに情報発信
・就・修学支援事業に係る確実な情報提供
・説明会等において、保護者向けに情報発信

安心・安全な学校環境の整備

・常に課題意識や危険意識をもった施設設備の維持管理
・危険箇所の早期発見、対処
・清潔な学校環境を保つ清掃管理

12
国語科

「リスタディ」を基軸とした基礎学力定
着と学力伸長

・日常的な小テストを中心に基礎的な国語常識の定着を図り、
言語表現を豊かにさせる。
・的確な頻度で課題に取り組ませ、家庭学習習慣の定着を図
る。
・ＳＡクラスの授業を中心に、各コースとも進路実現に必要
な学力を定着させ、卒業後にも活用できる問題解決能力を
伸長させる。

生徒の進路実現に向けた「ことばの力」
の伸長

・授業内で「書くこと」「話すこと」の言語活動を充実させ、
基本的な「ことばの力」を伸長させる。１年３組と２年３
組の生徒を対象に、授業内で実施する漢字検定に向けた取
り組みを行い、「ことばの力」の伸長を図る。
・各種論文コンクールへの応募にあたり、きめ細かな指導を
行う。
・個人添削や進学講習、サタデースクールを充実させ、各生
徒の希望進路に応じた「ことばの力」を伸長させる。

教員の授業力向上

・生徒の基礎学力を保障する授業実践に向けて教材研究を進
め、きめ細やかな指導を目指す。
・研究授業や教科研修、定期的な教科会議などをとおして、
授業実践について日常的に情報交換を行う。

評

価

成果と課題
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評価領域
13

重

点

目

標

基礎学力の向上

具

体

的

方

策

・単元ごとの復習や、小テスト等の実施により、基礎知識を
身に付けさせる。

地歴・公民科
・毎時間の狙い、到達目標を明示し、学習意欲を向上させる。
進路実現に向けた学力の向上

・進学補講や進路希望に応じた個別指導などの実施により、
進路実現に向けた学力を身に付けさせる。
・定期考査の内容を精選し、基礎学力の確認とともに、入試
等に対応した問題を作成する。

社会で活躍できる資質を身に付けさせる

・各科目において、現代社会との接点を重視し、生活と密着
した授業を展開する。
・調べ学習等で、生徒が主体的に取り組む力を養う。
・ＩＣＴや新聞を活用した授業をおこなう。

14

より高い進学志望に応える学習指導

・進学希望者に対する指導、進学講習、サタデースクールを
充実させる。

数学科
・大学入試改革、大学入学共通テストに関するセミナー等に
積極的に参加、情報収集、共有を行い、指導改善に活かす。
・模擬試験受験者の偏差値を年間を通して向上させる。
卒業や進路保障を実現する学習指導

・必要に応じて義務教育段階の学習内容も復習し、授業に向
かう姿勢を身に付けさせる。
・課題にきちんと取り組み提出する姿勢を身に付けさせる。
・考査に向けて学習する習慣をつけさせるとともに、学習が
不十分な場合は、再テストを活用し学び直しをさせる。

生徒の学ぶ意欲を高める学習指導

・家庭学習習慣を身に付けさせるために問題集やプリントを
活用する。
・ＩＣＴ機器やスタディサプリを積極的に活用する。
・検定への意欲を向上させるための取組を実践し、「数学検
定」の受験者数を増加させる。

15

科学的な考え方を身に付けさせる
理

・実験や観察、実習を積極的に取り入れる。

科
・興味・関心を引く教材・指導方法の工夫する。

評

価

成果と課題
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評価領域
15

重

点

目

標

基礎学力の定着と進路実現に向けた学力
の向上
理

科

16

具

体

的

方

策

・基礎補習や課題等により、基礎学力の定着を図る。
・進学補講や進路希望に応じた個別指導などにより、
進路実現につながる学力の充実を図る。

健康の増進と体力と精神力の向上

保健体育科

・「体力を高める運動」を通して体力と精神力を向上させる。
・自らの健康に関心を持ち、生涯を通じて意欲的に運動に親
しめるよう、選択授業を通じて自らが計画を立てて行う。

社会性や協働性を身に付けさせる。

・毎時間、積極的に爽やかな挨拶と返事を心掛け、規律ある
授業（学校生活）を送らせる。
・安全への配慮、公正、責任等の態度を育成する。

17

自己肯定感を高めさせ、実技能力を向上
させる。

・作品発表や演奏発表をとおして、自分の個性も他者の個性
も認め合うことで自己肯定感を高めさせる。

芸術科
・毎時又は単元ごとに授業の振り返りを行い、生徒に自己の
課題に気付かせ、向上心をもたせる。
・根気強く物事に取り組ませ、実技能力の向上につなげる。
芸術のあり方や生活とのかかわりに関心 ・将来につながる芸術の可能性を示すことにより授業に対す
をもたせるとともに、生涯にわたり伝統
る目的意識をもたせ、親しみやすく、興味・関心が一層深
文化などの芸術文化に親しむ態度を育む。
まる教材の工夫に努める。
適切な言葉で表現する力や的確に想いや ・作品発表や演奏発表の機会をつくり、自分の想いや目標を
考えを相手に伝える力を身に付けさせる。
より適切な言葉で具体的に表現させる。
・自らの気持ちがよりよく伝わる言葉遣いや相手を思いやる
気持ちを身に付けさせる。

18
英語科

生活習慣を見直す意識をもたせる。

・実技の技能を磨くことやよりよい作品をつくることは自分
自身を磨くことであり、身体が資本であることを伝え、生
活習慣を見直すきっかけをつくる。

生徒の希望進路の実現に向けた学習指導

・英語４技能の習熟に向け、生徒が授業において積極的に英
語を使えるようペアワークやグループワーク、発表等のパ
フォーマンス課題を導入する。
・サタデースクール、進学講習においてiPadなどのタブレッ
ト端末を効果的に活用する。その際、ベリタスアプリやス
タディサプリを最大限に利用する。

評

価

成果と課題
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・大学入試改革に伴う共通テスト・外部検定試験の導入に向
けて教科内で研修し、授業・進学講習・サタデースクール
等で対策指導をする。

英語科
生徒の学ぶ意欲を高める学習指導

・少人数講座の利点を生かし、生徒の基礎学力定着を図る。
とりわけ「マナトレ」などの副教材を活用し、「わかる」
授業を展開する。
・京丹波町から助成をいただいている「英検」の受験者なら
びに合格者を増加させる。

19
家庭科

主体的な「生活者」の視点から、必要な ・身近な題材を取り上げ、生徒が授業と実生活を結びつける
知識や技術を身に付けて、生活面で「自
ことができるようにする。
立」し、異なる世代の人々と「共生」す
る意識を持ち、自分らしい生活を「創造」 ・ 高校卒業後の生活を具体的にイメージしながら、自立・共
していく力を養う。
生を実践できる力を付けさせる。

・ 実習や体験活動を多く取り入れ、関心や理解度、自己肯定
感を高められる授業を展開する。
20
農業科

生徒の学習意欲の喚起につながる授業の
展開により、専門的な知識と技術を身に
付けさせる。

・より具体的で分かりやすい授業を展開する。
・社会人講師を計画的に招き、専門知識や技術を深化させる。
・資格取得を一層推進する。

生徒の進路意識の高揚を図る。

・個別指導を徹底し４年制大学への進学率を高める。
・担任との連携を強化し、生徒の進路実現を図る。
・専門教育を通して生徒の進路意識を高める。

食品科学科の特色を生かした取組を推進
する。

・京丹波町との連携事業を一層充実させる

。

・指定事業の取組により、生徒の主体的な活動を推進する。
・他校種間連携を推進する。
21
情報科

情報技術を生かす豊かな感性、道徳心を ・情報はコミュニケーション技術であることを理解し、ビジ
身に付け、社会を担う責任を自覚し、人、
ネスマナーをはじめ、他人を思いやり自己を育む豊かな感
社会とをつなげるコミュニケーション力
性を育成する。また、情報を収集し、収集したデータから
のある生徒の育成
因果関係を導き出し問題解決に取り組める能力を育成する。
進路部と連携し就職希望者・進学希望者を対象に進路に合
った資格取得を指導し、生徒の希望に応じた補習を行うな
ど、生徒の進路実現に向けたサポートを行う。
・高度情報通信社会に参画するため、個人情報を保護し、無
形財産権の保護やネット犯罪に巻き込まれないための知識
を学ぶことで、社会を担う責任と自覚を育成する。
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・授業に積極的に参加する態度を育て、ノート作成指導や実
習課題の提出の徹底を図る。

情報科
「土から食卓まで」農業の６次産業化を
推進し、産官学連携授業を発展させる。

・産学連携授業を積極的に推進し、協力企業や生徒間のコミ
ュニケーション能力や情報受信能力を育成する。また、問
題解決に向けた問題提起を地域に対して発信することによ
り情報発信能力を育成する。
・３年間を通して、社会とつながりのある生徒の育成を推進
する。

地元地域を元気にする取組により生徒を ・自分の進路に応じた資格取得に挑戦し続ける姿勢を育む。
育む。また、自らの目標を実現するため、
生きる生徒を育成する。更に、担任及び
・課題未定者は、担任と連絡を密にとることで、自ら課され
家庭との連絡を密にることで、自らの責
た課題に責任を持ち取り組む姿勢を育てる。
任を全うする姿勢を養う。
22

１年
『京丹波町への理解を深め、地域への愛
総合的な探究 着を醸成するとともに、地域の課題を発
の時間（１年） 見し、地域の発展について考える力を育
成する。』

・京丹波町の歴史、文化、自然、環境、産業、観光、スポー
ツ等について、町役場職員等を外部講師として迎え、理解
を深める。
・本校の前身である京都府農牧学校の歴史について、農牧学
校資料館やウィードの森を活用しながら理解を深める。
・レポートやポスターの制作、グループワーク、新聞の活用
等を通して、自身の考えを表現し、まとめていく力を育成
する。

23
総合的な学習
の時間
（２・３年）

２年
『体験学習や調べ学習などをとおして、
地域・社会への理解を深め、職業や進路
を主体的に考える態度を育成する』

・沖縄研修旅行と関連づけて沖縄についての調べ学習や平和
学習を行い、沖縄や戦争・平和に対する理解を深めさせる。
・茶道体験をとおして、日本の伝統文化についての理解を深
めさせる。
・社会や職業に関心を持ち、自らの進路を主体的に考える態
度を育成する。
・京丹波町の企業などについて知り、地元に対する理解や関
心を深めさせるとともに、地域のもつ安全面の課題に対す
る理解や関心を高めさせ、地域・社会の一員としてよりよ
く生きていく姿勢や態度を身に付けさせる。
・必要な情報を収集し、整理して分かりやすく適切に伝える
力を身に付けさせる。

３年
『自己の進路について考え、より良い生
き方を探るとともに、他者に対して適切
な言葉遣いで自己をアピールする力を育
成する』

・進路学習をとおして職業観・勤労観を育て、希望する進路
の実現を目指す。
・社会の様々な問題を学習し、人間としての在り方生き方を
考えさせる。
・様々な情報を整理したり、自分の意見をまとめ、適切な言
葉遣いで表現する力を育成する。
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学校関係者評
価委員会によ
る評価

次年度に向け
た改善の方向
性

