
令和２年度　重点目標と目標達成のための手立てと評価

　A：達成できている　B：おおむね達成できている　C：達成が不十分である　    岡山県立津山高等学校

経営計画
番号 重点目標 目標達成のための手立て 中間

評価 中間期の達成状況と後半に向けての対応 年度末
評価 達成状況と次年度に向けての対応

総合
評価

ⅢＡ１～５
Ⅳ１(１)
Ⅳ２
(１)(２)
Ⅳ３(３)

SSH事業を通し，生徒の
‘Vision’‘Grit’‘Research
Mind’を育成する。

・十六夜プロジェクト，サイエンス探究における課題研究活動を
充実させ，６年間の課題研究活動によるVGRの伸長を総括する。
・教科指導においてVGR育成の視点を取り入れた活動を実践し，
VGR育成の新たな手法について調査・分析を行う。
・SSH事業で作成した資料をまとめホームページやオープンスクー
ルで公開し，成果の普及を積極的に行う。また，作成した資料を
用いて業務内容の見直しを行い，業務の効率化を検討する。

B

・十六夜プロジェクトⅡとサイエンス探究Ⅱのそれぞれの評価ルーブリックを完成させた。
今後は段階ごとに評価分析を行うことで，各科目のVGR伸長について比較を行う予定であ
る。また，年度末のアンケートを用いて６年間の課題研究活動でのVGR伸長について総括を
行う予定である。
・昨年度と同様に，年度後半でVGR育成の視点を取り入れた授業実践を多くの教科で行い，
教科指導におけるVGR育成の新たな手法について開発を行う予定である。
・SSH事業成果についてホームページ，情報誌十六夜，Webでのオープンスクール等で普及を
行ってきた。今後は課題研究の成果等も報告書の作成や学会への参加により公開していく予
定である。

B

・生徒対象のVGRアンケートの結果分析により，６年間の課題研究活動での成果と課題をまとめるこ
とができた。今後は課題研究ルーブリックによる評価と比較しながら，６年間の課題研究活動での
VGRの伸長について総括を行いたい。【高校資料①-1】
・多くの教科でVGR育成の視点を取り入れた授業実践を行うことができた。年度末に向けて関係資料
を精査し，学校ホームページに掲載することでSSH事業の成果普及を行う予定である。他にもSSH研
究開発実施報告書や課題研究報告書，科学系コンテスト参加結果などをホームページに掲載する予
定である。【高校資料①-2】

ⅢＢ2
Ⅳ1(1)
Ⅳ1(2)

全教員で各教科でのＶＧＲを意
識した教科指導力を高めあい，
教科を越えてＶＧＲを共有し生
徒の主体的，対話的で深い学び
の実現に資する。

・2020年度入試・新学習指導要領の実施を見据えた研究を継続す
る。新教育課程の原案を作成し，全教員で共有しつつよりよい教
育課程が作成できるよう努める。
・企画通信を年１０回程度発行し，個々の授業改善への取り組み
等を全教員に発信する。
・各教員が，年間で５回以上の授業見学（中学校の授業を含む）
を行う。授業研修週間を年２回設定し，教科を越えたVGR育成の視
点を取り入れた授業改善を促進するために，授業見学シートを改
良するとともに，全体研修会を企画・実施する。

B

・新教育課程の原案を作成し，教育課程委員会を開催し広く意見を募った。現在，第二案を
作成し，各教科・科目で検討中である。可能な限り今年中の完成をめざす。
・企画通信は現在第５号まで発行している。第１回研修週間の案内，OJT研修内容の紹介，
授業取材のレポートなどを掲載し，情報発信に努めるとともに，教科を越えたVGRの共有を
図っている（第３号参照）。
・教科を越えたVGRの育成に関しては，OJT研修（指導教諭が中心となり，経験別研修対象者
でチームを組み研究授業，研修を行っている）を中心に取り組んでいる。今後全体研修を行
い，教員間での共有を図る予定である。

Ｂ

・一新した授業見学シート（授業者がVGR育成の視点で自分の授業を紹介する欄を設定）や改良を加
えた授業アンケート（VGRが身に付いたと感じる場面や理由を具体的に記入する項目を追加）は，各
教員がVGR育成を自分事として捉え，教科指導の中で実践しようとする契機となった。【高校資料②
-1】
・OJT研修では毎回活発な議論が交わされ，10月に実施した研究授業の見学者は，OJTチーム内外を
問わず，その時間帯に授業のない教員の8割に上った。このことから，VGR育成を共通項にすること
で教科の枠を越えた協働での授業づくりが可能となるといえよう。来年度は，教職員全体を巻き込
んだ取り組みになるよう，全体研修会の在り方や企画通信の効果的な活用を検討したい。【高校資
料②-2】

ⅢA４
ⅢB１
Ⅳ1(3)

社会人として基盤を確立し，未
来を切り拓こうとする人材を育
成する。

・「すべての出会いを意味あるものに」を合い言葉に，自らの生
き方や社会事象に関心を持つ機会を与え，校内外を問わず人や出
来事との出会いを大切にするよう指導する。(自発的なボランティ
ア等の参加者を80％以上となることを目指す)
・生徒が自発的に気持ちのよい挨拶ができるようにする。授業の
始まりと終わりの号令についても年間を通じてきちんとそろって
できるようにする。(学校評価アンケート「あてはまる」合計で
80％を目指す)
・教員や仲間から褒められ，感謝される場面を設定する。

Ｂ

・新入生研修は例年は宿泊研修であったが，今年度は校内で行った。短い準備期間で，しか
も難しいテーマを与えたがクラスで協力して活動し，クラスづくりをすることができた。
・ボランティア活動については「公民館(7人)や小中学校(41人)での学習支援」や「北小学
校の運動会準備」など地域に根差した活動に多数の生徒が自主的に参加をしている。また，
今年度より始めた各自で自分の地域の活動に参加をするという取り組みを実践している生徒
も増えており，地域に貢献をするという心を育むことができている。
・LHRの「(本校2年生の)先輩に学ぶ会」や「読書会」などで生徒自身に企画させたり運営を
させたりする場面を設定した。「先輩に学ぶ会」では司会進行から謝辞まで生徒自身で行
い，文理選択の一助とすることができた。また「読書会」では，企画から当日の運営まで文
化委員が行い，読書の楽しさを伝えあうことができた。

A

・今年度は校内で行った新入生研修では，短い準備期間で，しかも難しいテーマを与えたがクラス
で協力して活動し，クラスづくりをすることができた。
・ボランティア活動については例年行っている社会貢献活動も回数を減らしたり，夏のボランティ
アも中止になるなど機会は減少したが，「城西公民館(13人)や小中学校(76人)での学習支援」や
「北小学校の運動会準備」など地域に根差した活動に多数の生徒が自主的に参加をした。また，今
年度より始めた各自で自分の地域の活動に参加をするという取り組みを実践している生徒も増えて
おり，地域に貢献をするという心を育むことができている。(学校評価アンケートで肯定的回答
99％）
【資料③-1】
・生徒自身に企画させたり運営をさせたりする場面を設定した。「先輩に学ぶ会」では司会進行か
ら謝辞まで生徒自身で行い，文理選択の一助とすることができた。また「読書会」では，企画から
当日の運営まで文化委員が行い，読書の楽しさを伝えあうことができた。風紀委員会や保健委員会
でも交通安全のポスターを手作りし各クラスで発表する活動をしたり，ピアサポート活動などでク
ラスを支える活動をしたりするなど自主的な取り組みができた。「高１生から中３生へのメッセー
ジ」では津山中学校の３年生に津山高校の魅力や思いを語り，中学生からも高い評価を得た。ディ
ベート大会や各種講演会での謝辞や挨拶は生徒自身の言葉で行った。クラス独自のＬＨＲでは生徒
たちが試行錯誤しながら企画運営を行い，親睦を深めることができた。
・あいさつについての学校評価アンケートは「あいさつの指導している」の「あてはまる」合計で
77％(1年次)で，「あいさつができている」は「あてはまる」合計で86％(学校全体)であった。

ⅢA１
ⅢB２
Ⅳ1(1)
Ⅳ4(3)

自立型学習者になるための基礎
力を養成する。

・教員同士で情報交換を密にすることによって，効率のよい担任
会や検討会を実施し，生徒に適切なアドバイスを行えるようにす
る。
・｢予習→授業→復習｣のサイクルを定着させ，基本的学習習慣を
確立する。
・基礎的学習事項の定着確認を継続的に行い，手厚く指導する。
・家庭学習が目標時間（平日３時間・休日５時間）に達するよ
う，面談等を通じて指導する。 Ｂ

・職員室内での普段の会話や担任会・年次会などで情報交換を行っている。特に三者面談後
や検討会前などは丁寧に情報交換を行った。
・学習時間は，６月が平日平均166分(達成率92％)休日平均300分(達成率100％)，９月が平
日平均178分(達成率98％）休日平均256分(達成率86％)であり，目標にはやや届かないもの
の学習習慣は何とか確立できていると考える。
・コロナ禍による休校や夏休みの授業化など例年と異なり生徒の不安感も強かった。そのた
め授業等においても，より丁寧に基礎基本の定着を目指した取り組みを行った。６月の臨時
休校中には登校日ごとに全教科質問対応を行い，休校後の土曜講座でも数多くの講座を開講
しほとんどの生徒が参加をしている。このような取り組みの結果，７月進研模試においてス
タディーサポートとのクロス分析により下位層の下支えについては一定の成果が出たと考え
る。

B

・職員室内での普段の会話や担任会・年次会などで情報交換を行い，特に三者面談後や検討会前な
どは丁寧に情報交換を行った。
・学習時間は，1月で平日平均175分(達成率97％)休日平均305分(達成率102％)と，平日は目標には
やや届かないものの3年間の過年度比較でも最多であり，学習習慣は確立できていると考える。1学
期の下位層を支える指導の成果として，7月進研模試と4月スタサポとのクロス分析においてB1層以
下のほぼ全員が上位のGTZに移行することができた。11月進研模試でも昨年度同様に過去5年間の比
較でも最もよい結果となった。ただ上位層は若干の薄さを感じる。【資料③-2】
・コロナ禍による休校や夏休みの授業化など例年と異なり生徒の不安感も強く，前半はより丁寧に
基礎基本の定着を目指した取り組みを行った。６月の臨時休校中には登校日ごとに全教科質問対応
を行い，休校後の土曜講座でも数多くの講座を開講し多くの生徒が参加をしている(受講率80％)。

ⅢA２
ⅢB１
Ⅳ1(1)

併設型中高一貫教育校の一員と
して自他共に認め合い，高い目
標に向かう集団を育成する。

・他者に配慮し，授業1分前，集会3分前に準備完了できるように
する。
・学校生活のあらゆる場面において，周囲と協働して問題解決が
できるようにする。
・年間５回以上の面談や，進路十六夜の発行，iP，東京研修，駿
台ハイレベル模試等を通して，高い目標を掲げるための材料を提
供する。

Ｂ

・担任面談は３～４回，進路十六夜は現在20号発行をした。
・進路十六夜については，生徒の悩みを共有し，ＱＡで解消を目指すなど１学期は不安感の
払拭をテーマ作成をした。各教科ごとの学習法，進路情報なども必要に応じて情報提供をし
た。
・コロナ禍の影響で校外での研修は制限されているが，いろいろな行事をオンラインで実施
した。「SSH東京Web研修」ではに45名が参加し東大教授の講義を受講した。「卒業生と語る
会」では61名が参加し東京大学や大阪大学に在学する先輩たちの話を聞くことができ，質問
も多数出て有意義な時間を過ごした。また，駿台ハイレベル模試受験者も84名であり，難関
大学あるいはより上位を目指そうとする雰囲気が形成され始めている。

B

・担任面談は５～６回(気になる生徒には随時)，進路十六夜は現在29号発行をした。
・進路十六夜では生徒の悩みを共有し，ＱＡで解消を目指すなど１学期は不安感の払拭をテーマに
作成をした。２学期以降は例年通りの情報提供をしながら進路意識の啓発に努めた。
・コロナ禍の影響で校外での研修は制限されているが，いろいろな行事をオンラインで実施した。
「SSH東京Web研修」では45名が参加し東大教授の講義を受講した。「卒業生と語る会」では61名が
参加し東京大学や大阪大学に在学する先輩たちの話を聞くことができ，質問も多数出て有意義な時
間を過ごした。初の試みである十六夜セミナー(4回実施)では，国語・数学・英語の教科セミナー，
進路課長講話，難関大学にむけてのガイダンスなどを実施し，論理的思考力や読解力の育成を図る
とともに学びあいやグループワークの手法を取り入れ，難関大志望者の集団形成を図っている。10
月駿台ハイレベル模試受験者は84名であったが，1月のハイレベル模試は134人と50名増加してお
り，高い志望集団の形成はできつつあると考える。
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令和２年度　重点目標と目標達成のための手立てと評価

　A：達成できている　B：おおむね達成できている　C：達成が不十分である　    岡山県立津山高等学校

経営計画
番号 重点目標 目標達成のための手立て 中間

評価 中間期の達成状況と後半に向けての対応 年度末
評価 達成状況と次年度に向けての対応

総合
評価

ⅢA５
ⅢB４
Ⅳ１（３）

併設型中高一貫教育校の一員と
して，また校内外のリーダーと
して，高いレベルでの知性と品
位ある人格，社会性を備えた生
徒を育てる。

・授業，年次行事，ＨＲ活動，生徒会活動，委員会活動，部活
動，十六夜祭など，学校生活における様々な場面で切磋琢磨し，
リーダーシップを磨く機会を，可能な限り多くの生徒に与える。
・教員が率先して挨拶したり，積極的に声をかけたりすること
で，挨拶，言葉遣い，服装など，学校の中心学年にふさわしい立
ち居振る舞いを身につけさせる。
・授業内容や伝達事項を精選し，教員自身が時間を守ることを示
すことで，生徒に時間を大切にさせる。
・学校評価アンケートの「挨拶」「服装」「交通安全」の項目に
おいて「あてはまる合計」の平均値80を目指す。

B

・新型コロナ感染症対策による日程的・時間的制約の中，工夫することによって，十六夜祭
に取り組んだ。これらの経験によって，リーダーとしての自覚が育ち，成長が感じられる。
その他，四校連携講座での他校生徒との協働，１年次生に向けて文理選択の経験を語ること
などを通じて，言動が大人のそれになってきた生徒が目立つ。
・例年集団行動のバロメーターともいうべき，集会等の集合の場面がないため，２年次生全
体での集団の成長は見極めづらい。授業前の集合は２年次生らしくなりつつあると感じてい
る。 Ａ

・普通科のｉＰⅡ及び理数科のＳ探Ⅱは，それぞれが関心のある分野について深く探究できる取り
組みであった。特にｉＰⅡは新型コロナの影響で，せっかく取り組んできた研究を多くの人に聞い
ていただくという機会は失われたが，分野別発表会及び全体発表会では質問も活発に行われ充実し
た会になった。Ｓ探Ⅱは県の発表会が終わり，今後多くの学会発表が続くが，会を重ねるごとに発
表の技術が向上している。
・学校評価アンケートの「挨拶」「服装」「交通安全」の項目において「あてはまる合計」の平均
値83(昨年度２年次生81，昨年度１年次生77)であったがこれは日頃の指導の成果と考える。新型コ
ロナ感染症対策のため，昼休憩時間は，手分けをしながら生徒に声かけをした。

ⅢA1
ⅢA4
Ⅳ４（３）

自立型学習者・探究者を養成す
る。

・「予習→授業→復習」の授業を中心とした学習サイクルを徹底
させ，基礎学力の充実を図る。
・生徒に主体的な深い学びを促す授業のあり方や課題の与え方に
ついて各教科で工夫し，授業研修等を活用して全体で共有する。
・生活の記録を活用し，生徒に家庭学習の時間と質を自己管理さ
せ，改善と向上に向けて，担任と教科で連携して支援する。
・教員同士で情報交換を密にすることによって，担任会や検討会
などの時間の短縮を図る。

B

・例年に比較して自宅における学習時間が多いことが挙げられる。コロナによる家庭学習期
間を自主的・自律的に過ごすことができた生徒が多い。
・９月実施の学習時間調査による平均学習時間は，1627分（平日196分，休日321分）であっ
た。６月調査1550分(平日179分，休日331分)と比べて伸びており，例年より多い学習時間で
あるが，教科バランスに偏りがある。９月実力テスト結果は６月結果に比べ，より偏ってい
る。文理ともに国語・英語に割く時間をもう少し増やすべきである。
・学習の質について，９月調査で初めて調査した。生徒の自己評価はＡ(18.3%)，Ｂ(78.1%)
であり，意識していることが窺われる。なおＡは「課題に対して，自力で結論を導き出すこ
とができ，かつ，結論に至るまでのプロセスを他者に説明できそうだと感じた」こととして
いる。生徒の自己評価と教員側からの評価が一致するのか，今後確認が必要である。次はＢ
からＡへのシフトする生徒数を増やしたい。

Ｂ

・３学期から家庭学習時間の目標を平日210分，休日360分，計1770分/週の目標としたが，例年に比
べて学習時間の平均が高く，1709分であった。達成者は41%であり，一見低いように見えるが，従来
の本校目標1500分で見ると達成率72.3％（９月64.6，６月57.6）と確実に学習時間が増加している
と言える。受験の天王山といわれる金曜日の学習時間が大幅に改善されている。受験を意識した学
習ができはじめていると言える。スマホ・PC使用の多い学年ではあったが，49→46分と微減してい
る。ただ，どのような使い方なのか，昨今の事情によるものなのか，面談等を通してアドバイスし
ていく必要がある。また教科バランスは未だ偏りのあるものの，英語の学習時間の改善が見られ
る。一方で国語に割く時間を増やしていくよう，全教員で声を掛けていきたい。【高校資料④-
1,2】
・学習の質は９月から1月調査では，自己評価がＡ(18.3→21.9%)，Ｂ(78.1→75.4%)であり，時間の
使い方を意識していることが窺われる。【高校資料④-3】

ⅢA３
ⅢA５

広い視野と高い目標を持ち，目
標達成のために具体的に行動す
ることのできる生徒を育成す
る。

・年５回以上の面談や細かい声かけ等を通じて，生徒の学習意欲
や向上心を喚起し，目標に向けて「やり抜く力」を発揮できるよ
う励ます。
・難関土曜講座を中心に，難関志望者の仲間づくりや学力向上を
図る。
・iPⅡや課題研究，学校設定科目を通して，進路志望の具体化や
深化を図る。
・入試改革の動向や，教員の持つ様々な学問分野における最新の
情報や生徒からの学問分野の情報を集め，それを「進路十六夜」
などを通じて全体に還元する。学校評価アンケート「進路情報」
において「あてはまる合計」85を維持する。

B

・面談は各クラスとも現時点で最低３回は実施できている。現在は科目選択に向けての面談
を実施中である。主体的な科目選択とその延長にある進路選択に向け，「様々な情報や教員
との面談を参考に，自分が選んだのだ」と覚悟をもって選択できるよう情報提供していく。
・難関土曜講座には59名が登録し，９月までに７コマ実施している。内容の難しさから逃げ
出しそうになる生徒に対しても，「ほんとうの力，やり抜く力」の大切さを説き，励ましな
がら頑張らせている。
・駿台ハイレベル模試(10月実施)も130名が受験する。(前回１年次２月実施は116名)。例
年，徐々に受験者が減るところであるが，減ることなくハイレベルでの切磋琢磨に臆するこ
となく食らいつこうとしている。この姿勢を保って３年次生につなげたい。

Ｂ

・各クラスとも十分な理解と共通理解の上で，面談することができた。特に文系は科目選択があ
り，理系はややもすると中だるみになりがちな状況下で，進路目標について，科目選択について，
また例年とは異なる特殊な事情下での生活全般について，丁寧に対応することができた。
・岡山大学・広島大学を目標校としている生徒を対象に十六夜セミナーⅡを開催したところ，97名
が参加した。日程や新型コロナの関係で例年通り，先輩と語る会や自習時間などのメニューを準備
することが出来なかったが，生徒の感想を見ると「入試の傾向や要求される学力の目安などの情報
を知ることができた」「もっと頑張ろうと思えた。やる気が出た」など，満足度の高い意見が多
く，きっかけ作りとして意義のある行事であった。
・駿台ハイレベル模試（1月実施）は106名が受験した。高い意識を持った生徒が多いことはうかが
える。また，募集の際には，希望者を集めてミーティングを行った。また，３月には東大京大セミ
ナーを受講する生徒に，どれだけ意識づけ，行動を伴わせるか，また各セミナーが一過性のものに
ならないように引き続き指導してきたい。

ⅢA1
Ⅳ1(1)
Ⅳ1(3)

生徒の思考力・判断力・発信力
を醸成し，社会に通用する品格
を有した言動ができる人材を育
成する。

・年次の諸行事等を生徒中心で運営させ，生徒が考えをまとめ発
信できる場面を設定する。また，生徒が自らの進路を切り開くた
めに主体的に行動する意識を育成する。
・挨拶・言葉遣い・服装・時間管理など，社会に出る者としてふ
さわしいマナーを身につけさせる。

B

・例年であれば，いわゆる部活動の「引退」や十六夜祭の模擬店運営などで本校の３年次生
としての区切りをつけながら，主体性を発揮し，また校外を含む周囲の多様な人々との折衝
などを経験して，大きく成長するところである。しかし，今年度はコロナ禍のもと，諸行事
が中止または縮小され，生徒はその機会を損失した。それでも，４～５月の休校期間を乗り
越え，自ら工夫しながら必要な努力を重ねる姿勢が身についてきた。
・ウォーキング大会の代替として行われた校内大会については，すべてを生徒の話し合いに
よって企画し，運営することができた。ＨＲの意見を集約し，年次全体の企画としてまとめ
る過程に大いに成長が感じられた。
・大部分の生徒は社会人としてのマナーが身につきつつある。今後生徒が経験する大学入試
出願の手続きを「社会の入口」ととらえて，厳格に行わせていきたい。

B

・年度当初の緊急事態宣言後，学校を再開してからは年次の行事は少なかったが，校内大会につい
ては企画段階から例年以上に生徒の主体的運営によって実施できた。
・大学入試に向けた学習に励む中で，清掃への取り組み，周囲に対する気遣い，教員への質問や添
削指導を受ける姿勢など，社会に出るものとしてふさわしい姿勢が身についてきた。受験の出願や
受験結果の報告などの場面でも社会に通用する行動を促すことができた。

ⅢA2
ⅢA3
ⅢC2

自己実現に向けて主体的に，か
つ粘り強く質の高い学びを続け
る集団を育てる。

・生徒が切磋琢磨しながら授業中心，学校中心の学習ができるよ
うな環境づくりを行う。
・授業や課題について各教科で工夫し，担任会等を通じて全体で
共有した上で，生徒が主体的な学習スタイルを早期に確立できる
よう指導を行う。

B

・多くの生徒が教科科目を絞ることなく，受験で直接は利用しない科目も含めて全体的な学
力を伸ばそうと努力している。自習室・延長自習室利用者が格段に増加し，年次全体で学習
する雰囲気が高まっている。
・生徒が主体的に勉強できるような課題設定と個別指導を多くの教科科目で行っている。

B

・年度当初の休校期間中は，Google Classroomや各教科の通信プリントなどを通じて，自宅学習に
支障が無いよう学習のガイドを示すことができた。
・３年間を通して定期的に学習状況の記録及びその評価をすることによって，多くの生徒が学習時
間を伸ばすとともに，学習の質の向上を目指す姿勢が定着した【資料⑤-１】
・共通テスト後も，すでに進路が決定している生徒も含め，多くの生徒が国公立大学二次補習や個
別指導を受けたり，自習室利用等を行っており，学校中心の学習を最後までやり通した。

ⅢA4
ⅢB1
ⅢB2
Ⅳ4(3)

高い目標を掲げて努力し，自ら
が選択した進路に自信と誇りを
持てる生徒を育成する。

・生徒の人間性や学力の理解に努め，適切な助言を行い，最終的
には生徒が進路を自己決定できる指導を行う。
・様々な問題や悩みを抱える生徒に対する適切な指導のあり方に
ついて年次団で共有し，自立に向けた支援を行う。
・日常的に職員室等で情報交換を密に行うことや文系・理系担任
会を通じた進路検討・情報交換によって進路指導の質の向上を図
るとともに，事前検討を含めた進路検討会の時間を短縮する。 B

・これまでに各クラスとも担任を中心に最低３回以上の細やかな面談を行い，生徒の状況把
握に努めている。担任会等で情報交換を行い，次の面談に活かすことができている。
・進路に対する不安等から欠席が増えている生徒もいるが，年次団と保健室，教育相談室が
連携を密にして対応している。

Ａ

・２人担任制のメリットをいかし，各クラスとも年間を通じてきめ細かい面談を行い生徒把握が効
率的に進んだ。担任相互，クラスを越えた年次全体での情報共有もスムーズに行うことができ，こ
れをベースとした指導によって生徒は粘り強く努力を継続している。【資料⑤-２】
・難関大学については，一般入試で東京大３名，京都大４名，大阪大３名，医学部医学科５名が出
願している。
・理想と自身の学力とのギャップに苦しみ，進路に不安を抱える生徒が多く出たが，担任団を中心
に年次団・相談室・保健室・SCと連携し，前向きに取り組む姿勢を取り戻した生徒もいる。最後ま
で諦めず学び続けて受験を全うできるよう支援を継続する。
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