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１　学校教育目標

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

３　本年度重点を置いて目指す成果・特色、取り組むべき課題

4　自己評価 5　学校関係者評価
評価
領域 重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準

達成
度 重点目標の達成状況の診断・分析 学校関係者からの意見・要望等 評価

生徒指導

教育相談

学
習
指
導

生
徒
指
導

・問題行動が起こる前の指導
を強化する。特に毎週行われ
る学年会でいじめ認知調査
を実施し、早期発見を図る。
・進路指導部と連携して卒業
するまで内定後も、社会人と
しての規範意識の高揚を図
る生徒指導体制を充実させ
る。
・登下校指導を計画的に実
施し、交通事故防止の指導を
徹底していく。

・面談週間を設け、個人面談
を実施して生徒とのよりよい
人間関係づくりをしていく。
・スクールカウンセラーとの情
報交換を密にすると共に、毎
週学年会を開き、生徒の変
化を早期に発見し、対応す
る。
・SHRや授業において、クラス
の良いところを積極的に声掛
けしていく。

・朝学の時間を活用し、漢字
や計算等の基礎学力を身に
つける。また、資格試験の対
策を通して、生徒の学習意欲
を高める。
・基礎テストやスタディサプリ
を活用し、家庭学習を定着さ
せ、基礎学力の向上をはか
る

・H28年から導入した評価法
の検証を行う。
・引き続き朝学を支援する方
策を考えて行く。家庭学習の
習慣を作る方策を継続する。
・授業状況等の情報交換を
活発に行い、生徒が豊かな
心で学習に向かえるようにサ
ポートして行く。

基礎学力を向上さ
せるための学習指
導の体制を作って
いく。
生徒が豊かな心を
持って学習に向き
合えるようにサポー
トしていく。

令和３年度　山口県立岩国工業高等学校　学校評価書　　　校長(　吉兼　敦生　）
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開かれた学校づくり
を推進し、保護者
や地域との信頼関
係を築くとともに、
保護者や地域と共
に生徒を育てる

保護者や地域の協力を得な
がら面接指導や交流授業な
どの取組を継続するととも
に、外部関係機関との連携も
さらに深め、生徒の心の醸成
や技術力の向上を目指す。

４：情報発信等が十分におこなわれ、信
頼関係が大いに構築できた。
３：情報発信等がおこなわれ、信頼関係
がある程度構築できた。
２：情報発信等はあまりおこなわれず、信
頼関係があまり構築できなかった。
１：情報発信等も十分におこなわれず、信
頼関係が構築できなかった。

①（学校全般） コミュニティ・スクール導入５年目の取組として、「４科連携及び岩国市行政と一体となったものづくりによる地域貢献」をより一層充実・発展させる。また、様々なPTAの諸行事での
　　活動や学校行事等を通して、家庭や地域企業など社会と連携し生徒の成長を図りたい。
②（学習指導）アクティブ・ラーニングやＩＣＴを活用した授業をより推進し、研修の機会を設け、教員の授業力及び生徒の理解力・思考力の向上を図りたい。また、機会あるごとに資格取得の意欲
　　を喚起し、様々な資格に積極的に挑戦するなど、基礎学力の定着と家庭学習の習慣化につなげたい。
③（生徒指導）教育相談的な指導が必要なケースが多くなったため、より一層組織的に対応し、ＳＣや他の関係機関との連携を深めながら、生徒の困り感の解消に向け支援を充実させたい。
④（進路指導）引き続きキャリア教育として行っている講話、インターンシップ、ＰＴＡ研修会、個人面談等の取組を行い、職業観や勤労観の醸成に努め、ガイダンスや求人開拓、マッチングを強化
　　し、地元に就職する生徒の増加を図りたい。
⑤（特別指導）部活動においては、各部活発に活動し成果を上げているが、教職員や生徒の健康面等を考慮し、引き続き部活動時間の短縮を図る。また、日米交流、ボランティア活動等も積極
　　的に行い、地域との関わりを深めながら地域貢献を図りたい。
⑥（健康管理）体力向上及び健康の維持・管理を図る態度を育成する。また、将来を見据えて運動に親しむことができるように、資質や能力を育てられるよう様々な場面での取組を行う。

○　基礎学力の向上、専門性の向上に向けた学習習慣の定着（生きる力の基本）
○　教員の授業力の向上への取組と学習指導体制の整備（学び続ける教員）
○　望ましい職業観・勤労観の育成をめざす系統的キャリア教育の推進（職業人としての基盤形成）
○　コミュニティ・スクールの推進による地域社会との連携推進（地域とともにある学校）
○　教職員のワーク・ライフ・バランス（ワーク・ライフ・インテグレーション）の実現（持続可能な働き方）

・HPの更新をいつも拝見してい
ます。学校の様子がよくわかりま
す。
・コロナ禍のなかで歩みを止め
ず活動を実施している。
・ＨＰの情報が少ない気がする。
充実をもう少しお願いしたい。
・行事予定など予定がメールで
配信していただけるのはありが
たい。

就職内定後も、社
会人としての規範
意識の高揚を図る
生徒指導体制の充
実

・生徒同士の友愛
精神、生徒と教員と
の信頼関係に基づ
いた教育相談を実
施する
・不適応・不登校生
徒への早期対応

4：個人面談、学年会での情報交換、生徒
への声掛け等、適切な指導ができた。
3：個人面談、学年会での情報交換、生徒
への声掛け等、指導が概ねできた。
2：個人面談、学年会での情報交換、生徒
への声掛け等、指導があまりできなかっ
た。
1：個人面談、学年会での情報交換、生徒
への声掛け等、指導ができなかった。

4：生活指導、交通指導が十分におこなわ
れ、問題行動、交通事故が減少した。
3：生活指導、交通指導がおこなわれ、問
題行動、交通事故がある程度減少した。
2：生活指導、交通指導がおこなわれた
が、問題行動、交通事故が増加した。
1：生活指導、交通指導ができなかった。

４：基礎テスト等が有効に利用され、その
結果取り組みがよくなり、学習意欲が強
まった。また資格試験に対する意欲も高
まった。
３：基礎テスト等が利用され取り組まれた
が、学習意欲に変化が見られなかった。
資格試験に対する意欲も変化がなかっ
た。
２：基礎テスト等が有効に利用されず、取
り組みが悪かった。資格試験への取組み
も後退した。
１：基礎テスト等がきちんと取り組まれな
かった。資格試験への意欲も低下した。

４：H28年度に導入された評価法につい
て、効果の検証が行われた。家庭学習が
行われるとともに、朝学が充実し、豊かな
心で授業に向かう態勢ができた。
３：評価法の効果についての検証がある
程度行われた。朝学が取り組まれ、豊か
な心で授業に臨める兆しがあった。
２：効果についての検証はほとんど行わ
れなかった。家庭学習の取り組みに変化
はなく、授業に取り組む姿勢も変わらな
かった。
１：効果についての検証は行われなかっ
た。学習に対する意欲が後退した。

学
校
全
般

・スクールカウンセラーによる面
談が実施できている。
・コロナ禍での配慮ができてい
る。
・長期休み明けの指導ができて
いる。
・細かくかつ迅速な対応ができて
いると評価いたします。
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学校開放週間の設定、岩工
HOTニュースの配布、保護者
へのメール発信、HPの充実
など、情報発信をさらに充実
させるとともに、生徒・保護者
アンケートを実施し結果を公
表する。

４：協力した取組が十分におこなわれ、生
徒の心の醸成や技術力を向上させること
が十分にできた
３：協力した取組がおこなわれ、生徒の心
の醸成や技術力を向上させることがある
程度できた
２：協力した取組が少しはおこなわれた
が、生徒の心の醸成や技術力を向上させ
ることがあまりできなかった。
１：協力した取組ができず、生徒の心の醸
成や技術力を向上させることができな
かった。

６月以降、学校開放週間の設定（年3回）。毎月の行事予
定や緊急時のメール発信。HPの更新など、外部への情
報発信ができた。また、保護者、生徒対象のアンケートも
例年通り実施できた。

・来年度からの観点別学習状況の評価への準備のため
本年度は評価法の検証を行わなかった。
・朝学は各クラスにおいて適切に実施されたが、家庭学
習の取り組みの改善には至らなかった。目標を明確に
し、効果を実感させる必要がある。
・タブレットを用いた授業が実施され、教員間での研修も
活発に行われた。その取り組みが授業にも還元された。

3

3

3

・４科連携プロジェクトの成功を
祈念いたします。
・４科連携プロジェクトを是非、実
現して岩工のPRとしていただき
たい。
・出前授業はとても良い。今後も
小中学校へ本校の魅力を広げ
てほしい。
・工業らしい取り組みが実施され
ていると思います。

・生活指導については、1月、2月にまん延防止等重点措
置が適用になり、昨年同様、新しい生活様式に対応でき
るように指導する中でたくさんの課題が出てきた。特に換
気についてはもっと徹底していきたい。
・問題行動・交通事故は減少したが、ながらスマホをする
生徒が相変わらず多いので継続指導が必要である。
・卒業まで社会人としての規範意識をもっと高揚させる指
導が必要である。

PTA面接指導は実施方法を工夫することで実施でき、生
徒から良い評価を得ることができた。
（４科連携ものづくり）では、
・岩国市福祉協議会と連携した「錦帯橋を車いすで渡る
プロジェクト」に取り組んだ
・外部企業の方の指導により「ドローン講習等」を実施し
た。

・タブレット端末を有効利用し、基
礎学力の向上を目指してほし
い。
・タブレット端末の活用でオンラ
イン授業等での教員が対応でき
るように研修を実施してほしい。
・家庭学習の方法についてより
効果的な指導に期待します。

・スクールカウンセラーによる研修会を実施した。気にな
る生徒についてはスクールカウンセラーが担任と面談
し、その後の生徒指導のサポートのなった。
・問題をかかえた生徒については迅速にケース会議を実
施したり、スクールカウンセラーと生徒・保護者の面談を
実施した。
・コロナによる長期休業後はアンケートを実施し、生徒の
心身の状況を把握した。アンケートの結果では大きな問
題はなく、せいとも平常通り生活がおくれた。

3

     力と勢い、そして探究心を育む岩工づくり～「不易流行」～
　　・力＝工業高校としての専門性を重視した、基礎的･基本的な学力向上と確かな技術力の習得
　　・勢い＝ものづくりや特別活動への積極的な取組による、主体的な将来設計能力と豊かな人間性の育成
　　・探究心＝将来の夢や目標をしっかりと定め、変化の激しい時代に対応し、理想を実現するために努力し続ける態度の醸成
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・交通マナーは社会人になっても必
要なので継続して指導していただき
たい。
・新しい生活様式への対応。
・ながらスマホが多い。
・学校付近の交通ルールを再確認
してほしい。
・１１月に車椅子の方から岩工生に
声をかけて助けていただいたと感謝
の話があった。素晴らしい。
・スマホ依存が社会的な問題となっ
ています。就職内後者だからこそ
個々に改善できるような指導が必要
かと思います。

3

3

・基礎テストへの取り組みがよくない生徒が見られた。朝
学での取り組みが家庭学習につながるよう朝学の効果を
生徒に実感させ、学習意欲が向上するような体制を整え
ていきたい。
・スタディサプリは限られた教科で活用された。長期休業
中や到達度テスト前には、国・数・英で課題を配信した。
８～９割の生徒が全課題を提出することができた。

・授業アンケートの結果もほとん
どの項目で高い数値を示してお
り、引き続き実践してほしい。
・基礎学力はどの分野でも必要
とおもうので継続して実施してい
ただきたい。
・朝学等の今後の取り組みの課
題を克服し、学習意欲を上げて
ほしい。
・学習指導の充実の中で全体的
な体制の充実強化に期待しま
す。



3

学校組織等

日常業務

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　　次年度への改善策

４：部活動や学校行事、生徒会活動やボ
ランティア活動が充実し、大変効果が上
がった。
３：部活動や学校行事、生徒会活動やボ
ランティア活動が充実し、効果が上がっ
た。
２：部活動や学校行事、生徒会活動やボ
ランティア活動が充実したが、効果が薄
かった。
１：部活動や学校行事、生徒会活動やボ
ランティア活動があまり充実しなかった。

4

4

進
路
指
導

特
別
活
動

４：就労場所が県内または、自宅通勤圏
の者が70％以上だった。
３：就労場所が県内または、自宅通勤圏
の者が６0％以上だった。
２：就労場所が県内や自宅通勤圏の者が
５0％以上だった。
１：就労場所が県内や自宅通勤圏の者が
５0％以下だった。

・2年生と県内企業の採用担
当者との面談を行う機会を設
ける。
・就職サポーターとの面談に
おいて、県内企業の魅力を
説明する。

部活動・学校行事
やボランティア活動
を通じて、豊かな人
間性を育む。

・活動に工夫をこらしながら、
部活動を通じて人間的な成
長を促す。
・生徒の自主性や積極性を
高める生徒会生徒会活動の
充実を図る。
・ボランティア活動を通じて社
会貢献を図る。

健
康
管
理

４：生徒が主体的に仲間と共に活動し、日
常生活の改善・向上に積極的に取り組ん
だ。
３：生徒が仲間と共に活動し、日常生活の
改善・向上に取り組んだ。
２：生徒が仲間と共に活動し、日常生活の
改善・向上に取り組むことが概ねできた。
１：生徒が仲間と共に活動し、日常生活の
改善・向上に取り組むことができなかっ
た。

・教職員と事務職員がお互い
の業務情報を共有化するとと
もに、相互の業務に協力す
る。

・個々人の業務の見直しを機
会あるごとに促し、業務時間
の削減を図る。
・年休や代休、回復措置など
を取りやすくする環境を整え
る。

４：業務情報はすべて共有し、相互の業務に
配慮、協力できた。業務時間が５％以上縮減
できた。
３：関連した業務情報は共有し、相互の業務
に配慮、協力できた。業務時間が３％以上縮
減できた。
２：関連した業務情報は共有できたが、一部
の業務に配慮、協力できなかった。業務時間
の縮減が１％未満であった。
１：業務情報は一部しか共有できず、お互い
の業務への協力は不十分だった。業務時間
が増加した。

※昨年度、時間外業務時間平均値34.4H、
　　　　　年休取得１人平均12.9日

4

資料を事前に配布する等、効率的に会議を開催できるよ
うに努めた結果、ICT等の研修時間を含めて会議の平均
時間は、45分を切ることができ、ほぼ達成できた。

①（学校全般）錦帯橋を車椅子で渡ろうプロジェクトの来年度の完成を目指し、関係機関と連携し活動を充実させる。部活動の大会結果等だけでなく学校行事、進路指導
　　等についてもＨＰの掲載・更新に努める。また、テレビ取材等が入った場合は、放映日時を緊急メールで配信する等できるだけ多くの保護者や生徒、地域の皆さんに岩
　　工の良さを伝えていく。
②（学習指導）基礎学力テストや新1年生から新たに導入するクラッシィ、計画的な朝学習をうまく連動させ、基礎学力の定着と家庭学習の習慣作りをする。
③（生徒指導）次年度も新型コロナ感染症予防対策を徹底する。学校のルール・交通ルールを遵守させることにより規範意識の高揚を図ったり、外部機関の交通安全教室
　　を通して安全に対する意識の醸成に努める。悩みを抱える生徒について、迅速にＳＣを含めたケース会議を実施する。特に長期休業後の生徒の様子を観察する必要が
　　ある。
④(進路指導)進路に関してどのような情報をいつ知りたいの保護者に対してアンケート調査などを行いたい。そして、情報発信の再検討を行いたい。
⑤（特別活動）部活動においては、部活動運営方針に沿って生徒や教職員の健康面などを考慮し、引き続き効率的な活動に努める。また、日米交流や地域行事のサポー
　　ト等のボランティア活動等も積極的に行い、地域との交流を深めながら地域貢献を図るとともに生徒の自己有用感を育んでいきたい。
⑥(健康管理）体育の授業、部活動は、制約の多い中で安全安心を第一に考え取り組んだ結果、体力の低下が否めない。引き続き、新型コロナ感染症予防対策を継続す
　　る中で、生徒の自律的な行動を促し、体力向上及び健康の維持・管理を図る態度を育成する。また、社会人になってもスポーツに親しむ態度、生涯スポーツの楽しさを
　　機会があるごとに伝え、Ｗｉｔｈコロナの時代、生徒が自他の健康安全について考え行動できるように、引き続き育てていきたい。

①（学校全般）CS導入５年目の取組として、４科連携ものづくりによる地域貢献の中の『錦帯橋を車椅子で渡ろう』プロジェクトを前進させた。また、岩国小学校に引き続き岩国中学校でも出前授業
　　も実施でき、地域とWin-Winの関係の幅が拡がった。コロナ禍にあって、６月以降、年３回の学校開放週間の設定、毎月の行事予定や緊急時のメール配信、部活動の大会結果を中心としたＨＰ
　　の更新など、外部への情報発信の充実に努めた。
②（学習指導）基礎学力の定着と家庭学習の習慣化のための漢字や数学の基礎テストは今後も継続する。授業や家庭学習においてタブレットが積極的に活用された。今後もより良い活用方法を
　　検討していく。
③（生徒指導）昨年度同様、コロナ禍で大変な一年であった。生徒の自覚ある行動と教職員の協力のおかげで、換気、マスクの着用、消毒、３密回避等の新型コロナ感染症予防対策が徹底できた。
　　残念ながら今年度も、自転車の乗り方、ながらスマホなど、外部からの苦情の連絡が多くあったが、2件ほど善行の連絡もあった。今後は校外でも自覚ある行動ができるように指導していきたい。
④(進路指導)1学年全員参加のインターンシップは、コロナ禍であるため実施できなかったが、やまぐち仕事センターや１学年会と協力して、リモートでの企業説明会、及び、求人票の見方等のキャ
　　リア教育に関連したものを実施できた。また、地元大手企業の役員の講演など、昨年コロナ禍で実施できなかった行事もリモートで実施できた。
⑤（特別活動）新型コロナ感染症対策を実施しながら、工夫を凝らし運動会や岩工祭等の学校行事が実施できた。また、多くの部活動が、教職員や生徒、保護者の共通理解の下、部活動運営方針
　　を遵守し、考査期間中の生徒の学習時間の確保と教職員の業務時間の軽減や生徒の適正な休養日の設定が実現できた。
⑥(健康管理）コロナ禍で登校前に毎朝、健康観察を実施し、「何故健康観察が大切なのか」を繰り返し教え、自らの健康状態を把握することができ、定着しつつある。マスクの着用については、ほぼ
　　１００％の生徒が着用し登校している。部活動は、制約の多い中で安全安心を第一に考え取り組んだ結果、クラスターの発生を防いでいる。換気や手洗い、手指消毒、物品の消毒等の感染予防
　　対策を、生徒が主体的に実践できた。

業
務
改
善

進路に関する学校評価アンケートの結果
が
４：全ての項目で、前年度以上であった。
３：前年度より上昇した項目が多かった。
２：前年度より降下した項目が多かった。
１：全ての項目が前年度以下であった。

1学年全員参加のインターン
シップを実施できるよう準備
する。
・希望進路が定まっていない
生徒を中心に面談を行い、仕
事に対する適性を考えさせ
る。
・昨年行った２年生との面談
において、進路意識の低い
生徒に対して、就職サポー
ターとの面談を行う。
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　コロナ禍で登校前に毎朝、健康観察を実施し、その重
要性を学校全体で訴え、取り組んだ。教職員間でも連携
を取りながら「何故健康観察が大切なのか」を繰り返し教
え、自らの健康状態を把握することができ、定着しつつあ
る。マスクの着用については、先生方の指導もあり、ほぼ
１００％の生徒が着用し登校している。また、体育の授業
体制から学校行事に至るまで、生徒の心身の健康状態
を考慮しながら実施した。特に部活動は、制約の多い中
で安全安心を第一に考え取り組んだ結果、クラスターの
発生を防いでいる。換気や手洗い、手指消毒、物品の消
毒等の感染予防対策を、生徒が主体的に実践できた。
Ｗｉｔｈコロナの時代、生徒が自他の健康安全について考
え、行動できるように、引き続き指導が必要と思われる。

　業務時間（6月～12月の比較）は、昨年度38Ｈから今年
度39Ｈと少し増加した。これは、①タブレット端末を活用し
た朝礼伝達票の廃止、健康観察アンケート結果の一括
集計、資格取得の案内・申込等の業務の効率化　や②
進路指導部の繁忙期に事務職員の応援等の業務の協
力ができた。一方、ICT教材の作成、観点別評価の準備
等による業務量の増加によるものと推測する。来年度は
観点別評価の教材準備等の新たな業務負担が増えるの
で、他の業務をいかに効率化するかが課題である。
　
  年休取得１人平均13.2日と昨年度（12.9日）よりも増え
たが、目標14日には届かなかった。

・就労場所が県内または、自宅通勤圏の者は、69.6％で
あった。また、現在のところ就労場所は未定であるが、県
内あるいは自宅通勤圏に就労が予想される者を含める
と73.9％になる。このことから、概ね目標は達成できたと
考える。

・近年、自立を希望する生徒や保護者が増えており、自
宅通勤圏に就職しても入寮を希望している。彼らの進路
指導によっては、県内就職率の低下がる懸念される。

・1学年全員参加のインターンシップは、コロナ禍であるた
め実施できなかった。しかし、やまぐち仕事センターや１
学年会と協力して、リモートでの企業説明会、及び、求人
票の見方等のキャリア教育に関連したものを実施する。

・進路に関する学校評価アンケートの結果は、全体的に
1.5ポイント程度あり概ね高評だった。しかし、3年生の評
価は、進路保護者会への参加やサポーターとの面談等、
昨年より充実させたにもかかわらず、全て下がっていた。
原因を調査して対策を考えたい。

・コロナ禍での工夫が随所に見
られすばらしい。
・部活動での適正な活動時間や
活動内容が来年度達成できたら
評価を上げてもよいと思う。
・コロナ禍で制限があるなかしっ
かりとした取り組みの工夫もあ
る。
・様々な取り組みを進めておられ
ることに対して評価いたします。

・昨年に引き続き、運動会は一般観覧の制限や規模の
縮小等があったが、生徒たちは積極的に参加し、各科の
優勝に向け一丸となって取り組んだ。また、後日、動画の
配信を行うなど、多くの保護者に見ていただけるよう工夫
を行った。
・岩工祭についても、感染症対策に配慮し、密を避けるた
めにステージ発表などを各教室に動画配信した。また、
サプライズで芸能人を呼ぶなど、全生徒が楽しめるよう
な工夫があった。
・部活動では、各部が部活動運営方針を遵守し、適正な
活動時間や活動内容で取り組むことができた。

・小さな事の積み重ねが随所に
見られ感心します。
・羅患者がでていない、安心安
全に配慮できている。
・生徒の健康管理のためには先
生方の健康維持が不可欠と思い
ます。ご自愛のほど。

・日頃より就業意識の醸成に努
めている。
・地元に就職し、地元に貢献は
すばらしい。
・先生方のご努力に関係者の一
人として大変感謝いたします。

・コロナ禍で大変だったと思いますがで
きることを実践され大変参考になりまし
た。
・情報発信の不足についての原因を探っ
てほしい。
・進路に関して何が知りたいのかを保護
者に対してアンケートを取ってみては？
・昨年度できなかったことを取組めた。
・進路について情報発信の再検討。
・コロナ禍が関係しているのかもしれま
せんが、3年生の評価全体が低減してい
る。
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・教職員と事務職
員の連携の強化
・業務時間の5％削
減
・年休取得1人14日
以上

・各種会議及び委員会を同
一日で開催することや議題、
報告連絡の精選、事前提示
など必要な調整を行い、効率
的に実施する。

４：全ての会議や委員会の効率的な開催や１
時間以内の協議で実施ができた。
３：会議や委員会の効率的な開催がほぼでき
て、１時間程度の協議で実施ができた。
２：会議や委員会の効率的な開催はほぼでき
たが、協議は長時間の実施となった。
１：会議や委員会の効率的な開催ができず、
協議も長時間の実施となった。

※昨年度の会議時間の平均50分

4・各種会議の効率
的な実施
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・登校前に健康観察を実施さ
せ、自らの健康状態を把握す
る機会をつくる。
・保健の授業や部活動、健康
診断活動等のあらゆる機会
を通して自他のからだの成長
や違い、変化,に気づき、日常
生活で意識的に取り組めるこ
とは何か考える機会を設け
る。
・生徒が主体的に換気や手
洗い・手指消毒、物品の消毒
等の感染予防対策を実践で
きる環境を整え、実践するよ
う呼びかける。
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・職業観・就業意識
の早期醸成と卒業
予定者全員の進路
内定を目指す。
・生徒自身の適性
をより深く考えさせ
る進路指導を行う。
・地元に就職する
生徒が増えるため
の方策を行う。

心身の健康への関
心を高め、自己管
理能力を育む。
自他の健康・安全
について、自ら考え
行動できる能力を
育む。
生徒が感染予防対
策に主体的に取り
組む。
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