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はじめに ～基本計画の策定に至る経緯～ 

 
  静岡県教育委員会は、平成30年３月に「ふじのくに魅力ある学校づくり推進計画

（静岡県立高等学校第三次長期計画）」を策定し、令和10年度（2028年度）を見通

した県立高等学校等の在り方を定め、生徒及び社会の多様なニーズに応え、かつ、

魅力ある学校づくりを推進するために、計画の基本方向を着実に推進することを示

した。 
その中で、志榛地区の再編整備等の基本方向においては、志榛地区、小笠地区及

び磐周地区の生徒及び社会のニーズを踏まえつつ、より良い教育条件の整備確立を

図るため、令和６年度（2024年度）を目途に、金谷高等学校を多部制の定時制課程

（単位制）を有する高等学校に発展的に改編することとした。 

これらを踏まえ、令和元年６月に志榛地区新構想高等学校設置準備委員会を設置

し、教育目標や教育方針、教育課程等の検討を始めた。 

本計画は、上記の設置準備委員会における協議を踏まえ、志榛地区新構想高等学

校の教育内容等についてまとめたものである。 
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Ⅰ 設置の理念等 

１  設置の理念 

    志榛地区、小笠地区及び磐周地区の生徒及び社会のニーズを踏まえつつ、より

良い教育条件の整備確立を図るため、金谷高等学校を発展的に改編して、多部制

定時制課程の単位制高等学校（フレックスハイスクール）を設置する。 

なお、多部制定時制高等学校の開校に伴い、近隣の藤枝東高等学校及び島田商

業高等学校の定時制課程については、生徒募集を停止して金谷高等学校とともに

その伝統と特色を新構想高校に引き継ぐ。 

新構想高等学校では、生徒を取り巻く環境の変化や価値観の多様化に対応する

ために、生徒一人ひとりの学習スタイルやニーズを尊重し、新しい時代に対応し

た教育を実現することで、地域社会に貢献できる人材の育成を目指す。 
 

２  目指す学校像 

(1)  多部制の定時制課程の特長（単位制、フレックスタイム制）を生かし、中学

校時代からスポーツや芸術等の分野で能力を発揮するなど、世界を舞台に学校

内外で多彩な活動を目指す生徒に対し、自らの取組と学業を両立できるよう支

援する。 

(2)  生徒の持つ能力や個性を伸長させるため、実学に関する多様な選択科目を開

設し、生徒は学ぶ楽しさを感じることで生涯にわたって学び続ける姿勢を養う。 

(3)  地域から信頼される学校づくりを推進し、地域と連携した探究的な学習や特

別活動等を通して生徒の課題解決能力を養い、積極的に地域に参画し、貢献で

きる人材の育成を目指す。 

 

 ３  特色 

(1)  多部制定時制高等学校が存在しない志榛・小笠地区に新構想高等学校を設置

し、多様な学習スタイルと「三修制」を可能にすることで、新たな時代に対応

した学びのニーズに応える。 

(2)  生徒の多様な進路希望に対応するため、普通教育に加えて商業、体育、音楽、

美術、書道、家庭等の専門教育に関する選択科目を用意するなど、個別に最適

な学習機会を提供する。 

(3)  志榛地区の豊かな自然環境や観光資源を活用し、グローバルかつ多面的な視

点で探究的な学びを展開する。 

(4) 生徒それぞれが興味・関心がある分野に集中して打ち込めるよう、部活動の

充実・活性化を図る。 

(5)  不登校や高校の中途退学を経験した生徒の学び直し（再チャレンジ）に対応

するため、安心して活動できる「居場所」となる環境を整備する。 
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Ⅱ 学校名、設置場所及び開校予定年度 

 １  学校名 

当面、「志榛地区新構想高等学校」と呼称し、令和４年度に校名公募を行い、

所要の審査・選考を経て、決定する。 

 

２  設置場所 ※令和元年 12 月４日の教育委員会定例会にて決定 

設置場所 現在の金谷高等学校校地 

所 在 地 島田市金谷根岸町 35 番地 

         

 ３  開校予定年度 

    令和６年度 

 

 

Ⅲ 教育目標及び教育方針 

１  教育目標 

 多様な生き方を尊重し、興味・関心や進路希望に応じた学習によって 

生徒の持つ能力や個性を伸長させ、社会や地域に積極的に参画し貢献する 

自立した人材を育成する。 

 

２  教育方針 

１（多方面で活躍する生徒を応援します！） 

様々な分野で活動する生徒の、学校内外の取組と学業の両立を支援する。 

２（多様な生徒を受け入れます！） 

    個別に最適な学習機会を提供し、生涯にわたって学び続ける姿勢を持った 

地域の担い手を育む。 

３（不登校や中退経験者など再チャレンジを希望する生徒にも対応します！） 

   安心できる学びの場で、生徒一人ひとりが自ら考えて行動できる力を育む。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Ⅳ 設置課程、設置学科等 

１ 設置課程、設置学科及び募集規模 

設置課程 定時制（多部制） 

設置学科 普通科（単位制） 

募集規模 160 人（４学級規模）／年 
     ・募集定員に転編入生を含む。 

     ・入学の時期は春季（４月）及び秋季（10 月）とする。 

      ・入学時期（春季及び秋季）別の定員は今後検討する。 

     ・科目履修生についても今後検討する。 

 

２ 多部制定時制課程の日課について 

  午前（Ⅰ部）、午後（Ⅱ部）、夜間（Ⅲ部）の３つの時間帯から選択して、その

時間帯を中心に授業を受ける３部制となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

   

時限 時間 
Ⅰ部 

（午前） 

Ⅱ部 

（午後） 

Ⅲ部 

（夜間） 

①１・２時限  8:45～10:15（90 分）    

SHR・清掃 10:15～10:35（20 分）    

②３・４時限 10:35～12:05（90 分）    

昼休み 12:05～13:05（60 分）    

③５・６時限 13:05～14:35（90 分）    

SHR・清掃 14:35～14:55（20 分）    

④７・８時限 14:55～16:25（90 分）    

夕休み 16:25～17:25（60 分）    

⑤９・10 時限 17:25～18:55（90 分）    

休憩 18:55～19:05（10 分）    

⑥11・12 時限 19:05～20:35（90 分）    

SHR・清掃 20:35～20:45（10 分）    

は、履修時間帯 は、履修可能な時間帯 
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３ 修業年限と三修制 

修業年限は３年以上とする。 
なお、教育課程編成上、定時制の修業年限は基本的に４年間であるが、例えば

Ⅰ部の生徒がⅡ部の授業を履修するなど自分が所属する時間帯以外の授業を選択

して単位を取得すれば、３年間で卒業することもできる。（この制度を「三修制」

と呼ぶ。） 

 

 

Ⅴ 移行期における入学者の動向等 

 １ 募集停止 

   金谷高等学校（全日制課程）は令和４年度以降、生徒募集を停止する。 

藤枝東高等学校定時制課程及び島田商業高等学校定時制課程は、令和６年度以

降、生徒募集を停止する。 

 

２ 入学者の動向(学年進行) 

   令和３年度の中学３年生及び２年生は、金谷高等学校（全日制課程）への入学

はできない。 

   中学１年生以下は、新構想高等学校(多部制定時制課程)への入学ができる。 

 

   夜間定時制課程を希望する者は、令和５年度までは藤枝東高等学校定時制課程

及び島田商業高等学校定時制課程に入学できる。 

なお、令和６年度に新構想高等学校が開校しても転校はせず、卒業まで藤枝東

高等学校及び島田商業高等学校に通学する。（藤枝東高等学校定時制課程及び島田

商業高等学校定時制課程は、令和５年度入学生が卒業する令和８年度末まで存続

する。） 

 

【参考】現在の中学生・小学生の動向 

年度 R３現在 R4 R5 R6 R7 R8 R9

高３

高２ 高３

高１ 高２ 高３

中３

中２

中１ 高１ 高２ 高３ 高４

小６ 高１ 高２ 高３

小５ 高１ 高２

小４ 高１

金谷高校

開校準備

新構想高校

藤枝東・島田商業の

定時制で募集停止

→夜間定時希望者は

新構想高校Ⅲ部へ

高１が

いません

高１・２が

いません
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Ⅵ 教育課程等 

 １ 学期制 

   多様な選択科目の設置、学期の区分ごとの分割認定、単位修得の機会拡大など

が可能となるよう、前期・後期の２学期制とする。 

  (1) 前期 ４月１日から ９月 30 日まで 

  (2) 後期 10 月１日から ３月 31 日まで 

 

２ 教育課程編成の方針 

 (1) 多様な科目のうち、各自の興味・関心、将来の進路に応じて科目を選択し履

修することを原則とする。 

 (2) 入学年次及び２年目は、主に自分の所属する時間帯において、必履修科目を

履修する。 

 (3) 三修制を希望する生徒もいるため、自分の所属する時間帯以外にも（Ⅰ部の

生徒がⅡ部、Ⅱ部の生徒がⅠ部、Ⅲ部の生徒がⅡ部の）授業を併修することを

認める。 

(4) 生徒は年間 30 単位程度までを履修登録できることとし、他の時間帯で履修

できる単位数は年間 10 単位程度とする。ただし、通信制課程との併修や、学

校外における学修の単位の認定等は別に検討する。 

  

３ 教育課程編成の留意点 

(1) 生徒の興味・関心、進路希望等に応じて、多様な科目を選択できるように配

慮する。 

(2) 商業、保健体育、芸術、家庭等の専門科目を充実させる。 

(3) 総合的な探究の時間については、１年間に１単位を設定する。 

(4) 教科・科目全般を通じて、自己表現力や対話する力を養う機会を設け、コ 

ミュニケーション能力の育成を目指す。 

(5) 進路指導（ガイダンス機能）を充実させるとともに、幅広い選択科目や総合

的な探究の時間及び特別活動等で体験的な学習を取り入れ、自己の在り方、生

き方を考える機会を設ける。     

  

４ 教育課程 

(1) 設置科目の検討   

    先進校の事例を参考に、学校規模や学習ニーズに応じた多様な設置科目を検

討する。 

  ア 必履修科目 

    学習指導要領に示された共通必履修科目と選択必履修科目を設ける。 

  イ 選択科目 

    多様な教科・科目をできるだけ多く設置し、生徒の学習ニーズに応える。  
  ウ 同一科目内の選択講座の開設 

    学習の習熟度や多様な学習ニーズに応えるため、科目によっては同一科目

を複数講座開設し、例えば「基礎」、「標準」、「発展」等に分けた学習が可能

となるようにする。 
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  エ 各時間帯の講座数 

    各時間帯に開設する講座数は、各年度の入学生 160 人のうち、午前（Ⅰ部）

と午後（Ⅱ部）で 120 人、夜間（Ⅲ部）に 40 人が所属することを想定して

計画を進めるが、他校の実績等を検証した上で開校前年度までに決定する。 

 

(2) 設置教科・科目(案)        ゴシックは必履修科目、下線の科目は変更点  

教科 国語 地歴 公民 数学 理科 

科目

(単位

数) 

現代の国語(2) 

言語文化(2) 

論理国語(4) 

文学国語(4) 

国語表現(4) 

古典探究(4)  

地理総合(2) 

歴史総合(2) 

地理探究(4) 

日本史探究(4) 

世界史探究(4) 

公共(2) 

倫理(2) 

政治・経済(2) 

数学Ⅰ(4) 

数学Ⅱ(4) 

数学Ⅲ(4) 

数学Ａ(2) 

数学Ｂ(2)  

数学Ｃ(2)  

科学と人間生活(2) 

物理基礎(2) 

化学基礎(2) 

生物基礎(2) 

物理(4) 

化学(4) 

生物(4) 

小計 ６科目(20） ５科目(16） ３科目(6) ６科目(18) ７科目(20) 

 

教科 保健体育 体育 芸術 音楽 美術 

科目

(単位

数) 

体育(8) 

保健(2) 

 

スポーツ概論(2) 

ｽﾎﾟｰﾂⅡ(4)球技 

ｽﾎﾟｰﾂⅣ(4)ダンス 

ｽﾎﾟｰﾂ総合演習(4) 

音楽Ⅰ(2) 

音楽Ⅱ(2) 

美術Ⅰ(2) 

美術Ⅱ(2) 

書道Ⅰ(2) 

書道Ⅱ(2) 

器楽(4) 絵画(4) 

映像表現(2) 

 

小計 ２科目(10) ４科目(14) ６科目(12) １科目(4) ２科目(6) 

 

教科 書道 外国語 家庭 情報 商業 

科目

(単位

数) 

硬筆(4) 

 

英語ＣⅠ(4) 

英語ＣⅡ(4) 

英語ＣⅢ(4) 

論理・表現Ⅰ(2) 

論理・表現Ⅱ(2) 

 

家庭基礎(2) 

保育基礎(2) 

フードデザイン(4) 

生活と福祉(2) 

ファッション造形基礎(2) 

ファッションデザイン(4) 

服飾手芸(4) 

情報Ⅰ(2) 

情報Ⅱ(2) 

 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎(2) 

簿記(6) 

財務会計Ⅰ(4) 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ(2)

観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ(2) 

原価計算(4) 

ソフトウェア活用(2) 

小計 １科目(4) ５科目(16) ７科目(20) ２科目(4) ８科目(24) 

 

教科 学校設定科目 

科目

(単位

数) 

数学 ： 数学入門(2)   数学ⅠⅡAB演習(4)   

英語 ： 英語入門(2)   英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠⅡ演習(4) 

美術 ： アニメーション基礎(2) 

商業 ： ビジネス文書作成(2) 

その他： 自立活動(1～4) コミュニケーション入門(1～2) 

小計 ６科目(14～18) 

総計 71 科目（208～212）※総合的な探究の時間(3)、LHR を除く 

なお、専門教科・科目については、科目の専門性を配慮しながら運用を検討する 
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(3) 教育課程の検討手順 

    教育目標や教育方針の趣旨を踏まえ、必要な時間数（単位数）、指導時期、

指導方法、教科間（普通科目と専門科目、共通履修科目と選択履修科目）のつ

ながり等を検証しながら、教育課程を以下の通り検討する。 

     
  （手順） 

項目 作業内容 

教育目標及び教育方針を 

踏まえたグランドデザイン 

生徒に身に付けさせたい資質・能力や主な教育内容、想定する

進路等を明確にする。 

教育目標の実現、発展的・系統的な指導ができるように必要な

教科・科目を列挙し、履修の時期や指導方法という観点から、

設置科目の検討を行う。 

 

教育課程のデザイン 必履修科目と選択科目を整理し、教育課程案を作成する。 

 

教育課程表の作成 甲・乙表の作成（完成は令和５年６月を目指す） 

    

 

５   総合的な探究の時間 

      生徒の興味・関心、進路希望等に応じた横断的・総合的な探究活動を通して、

自己の在り方・生き方を考える教育活動を展開する。 

 

６   特別活動 

 (1) ホームルーム活動 

   ホームルーム集団の編成及び活動の在り方等については、今後検討する。 

 (2) 生徒会活動 

   生徒会の計画や運営、異年齢集団による交流、学校行事への協力、ボランテ

ィアなど学校生活の充実や改善向上を図る活動を行う。 

 (3) 学校行事 

学校生活に秩序と変化を与え、集団への帰属意識を高め、学校生活の充実と

発展・地域の活性化などに資する活動を行う。 
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７   卒業の認定及び卒業の時期等 

 (1) 単位の認定 

   単位修得の認定は、２学期制の利点を生かし、可能な限り学期の区分ごとに

行うことを検討する。ただし、年間を通して履修することが適当な教科・科目

の単位修得の認定は、年度ごとに行う。 

 (2) 単位の累積加算 

   新構想高等学校で修得した単位の他、次に示す学修の単位認定について、校

長の判断により認定する。 

  ア 過去に在籍した高等学校において修得した単位 

  イ 通信制課程及び他の高等学校の定時制課程等との併修で修得した単位 

  ウ 高等学校卒業程度認定試験の合格科目 

  エ 学校外における学修 

    ・大学、高等専門学校、その他教育施設等における学修 

    ・知識及び技能に関する審査合格に係る学修 

    ・ボランティア活動、就業体験等に係る学修 

  オ 留学によって履修した科目 

上記各項目の認定の条件及び単位数の限度等は、今後検討する。  

 (3) 卒業の認定 

教科・科目等の修得単位数が 74 単位以上となった場合、次の要件により卒業

を認定する。 

  ア 必履修科目を履修していること 

  イ 総合的な探究の時間を３単位以上履修していること 

  ウ 特別活動に設定した時間の必要時間数以上が認定されていること 

なお、過去に在籍した高等学校で修得した単位をもって卒業する場合の、新

構想高等学校での在籍期間及び修得単位数の条件等は今後検討する。 

 (4) 卒業の時期 

卒業の時期は３月及び９月とする。 

 

８   部活動 

 (1) 設置する部活動については、設置に関する基準を設け、生徒の興味・関心、

新構想高等学校の特色化など学校経営上の必要性等を考慮しながら検討する。 

 (2) 生徒の自主性、自発的な参加により行われる部活動を教育活動の重要な柱と

位置付けるが、各自の学習時間帯が異なるなど多部制定時制課程の実情も踏ま

え、全員加入制とはしない方向で検討する。 
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設置部活動の検討 

【部活動の設置基準】 

ア 第１段階 

新構想高等学校の特色化、教育内容との関連性、生徒の興味・関心など、 

学校経営上で必要と思われる部活動 

イ 第２段階 

地域、地元中学校において盛んに活動している部活動 

ウ 第３段階 

地域や学校関係者から設置要望のある部活動 

エ 第４段階 

第１～第３段階で設置された部活動と活動施設等のバランスを考慮 

【参考】令和３年度多部制定時制高等学校の設置部活動一覧 

三島長陵高等学校 静岡中央高等学校 浜松大平台高等学校 

番

号 文化部名称 
番

号 文化部名称 
番

号 文化部名称 

１ 吹奏楽 １ 吹奏楽 1 吹奏楽 

２ 自然科学 ２ 自然科学 ２ 商業 

３ 書道 ３ 書道 ３ 光画 

４ 百人一首 ４ 家庭科   

５ 合唱 ５ 電子工作   

６ 茶華道 ６ ビジネス   

７ 美術 ７ 放送芸術   

８ パソコン ８ 囲碁・将棋   

  ９ 美術工芸   

  10 写真   

  11 軽音楽   

  12 文芸   
番

号 運動部名称 
番

号 運動部名称 
番

号 
運動部名称 

１ バスケットボール １ バスケットボール（男女） 1 バスケットボール（男女）

２ バレーボール ２ バレーボール（男女） ２ バレーボール（女子） 

３ バドミントン ３ バドミントン ３ バドミントン 

４ 卓球 ４ 卓球 ４ 卓球 

５ 剣道 ５ 剣道 ５ 剣道 

６ 柔道 ６ 水泳 ６ 柔道 

  ７ テニス ７ ソフトテニス 

  ８ 陸上競技 ８ 陸上競技 

  ９ サッカー ９ サッカー 

  10 野球 10 ボート 

    11 レクリエーション 
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Ⅶ 施設・設備の整備計画 

 １ 施設配置計画 

 (1) 概要 

金谷高等学校既存建物のうち、北校舎棟、南校舎棟を改修し、新校舎棟（生

徒ホール）を増築する。体育館とプール付属棟（生活館）は長寿命化改修を行

い、プール本体は解体する。また、電気設備、給排水設備の全面改修、及び特

別教室への空調設備設置を行う。 

   (2) 工程 

令和４年度から令和５年度にかけて、北校舎棟（西側）、南校舎棟、新校舎

棟の工事を行う。その間、金谷高等学校に在籍している生徒は北校舎棟（東側）

に仮移転して、学校活動を継続する。 

令和６年度に志榛地区新構想高等学校として部分的に開校し、開校後の令和

６年度に残った北校舎棟（東側）改修、及びプール解体工事を行い、全体整備

が完了する。 

   (3) 完成予想図 
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Ⅷ 開校に向けての具体的な計画 

 １ 組織体制 

(1) 基本的な考え方 

   志榛地区新構想高等学校に関する具体的事項について、県教育委員会と連携を

図りながら、開校準備委員会での検討を踏まえ、委員長が決裁し、開校に向けた

準備を進める。 

   また、開校準備委員会が効果的・効率的に機能し、その成果が十分に発揮でき

るように、３校（金谷高等学校・藤枝東高等学校・島田商業高等学校）で運営部

門を分担し合うなど、３校の連携を図りながら準備を進める。 

 

  (2) 組織 

   ア 開校準備委員会 

     (ｱ) 委員（３校よりそれぞれ選任） 

学校 

・金谷高校（校長、副校長、教頭、事務長、教諭、 
事務職員） 

・藤枝東高校（定時制教頭、定時制教諭） 

・島田商業高校（定時制教頭、定時制教諭） 

高校教育課 ・学校づくり推進班、学校支援班 

    (ｲ) 業務 協議事項の検討及び決定 

○主な検討項目 

令和４年度 

校名(９月公募、３月決定)、学校運営組織、 

学校行事、一日体験入学の実施方法、 

入学者選抜の概要(学校裁量枠) 等 

令和５年度 

校章、校歌、校訓等、各分掌内規及び詳細な項目、 

教育課程(11 月提出)、時間割、日課表、学校行事、 

式典行事(閉・開校式､入学式)の概要 等 

   イ 開校準備委員会運営部会 

    (ｱ) 部会員 ３校：校長、副校長、教頭、事務長、（関係教職員） 

     (ｲ) 業 務 スケジュール管理、協議事項の検討等 

ウ 開校準備委員会専門部会等 

(ｱ) 総括部会  (ｲ) 総務部会  (ｳ) 教務部会  (ｴ) 進路指導部会  

(ｵ) 生徒指導部会 (ｶ) 図書部会  (ｷ) 情報管理部会  (ｸ) 保健部会   

(ｹ) 事務部会  (ｺ) 教育課程検討委員会  (ｻ) 行事検討委員会  

(ｼ) 部活動検討委員会  (ｽ) 研修検討委員会  

※必要に応じて、その他の部会等を設置する。また、３校以外からも委員を

招請できる。 

エ 校内開校準備委員会 

       必要に応じて設置する。開校準備委員会の決定に基づき、校内の各分掌・

委員会等において、具体的準備作業を行う。 



 12

２ 校名・校章・校歌の決定方法 

(1) 校名 

令和４年９月中旬から県が校名を公募し、校名選考予備審査会、校名選考審

査会を経て、教育委員会定例会へ提出する。 

 (2) 校章 

ア 基本的な考え方 

開校準備委員会が校章案を公募し、審査・選考の上、決定する。 

イ 新構想高等学校の校章の決定方法 

 (ｱ) 公募 

開校準備委員会が高校教育課と調整の上、公募方法・公募期間等を決定

し、実施する。 

(ｲ) 審査・選考 

開校準備委員会が審査・選考に係る要項を定め、実施する。 

(ｳ) 審査・選考における留意点 

・応募人数の多寡や一部関係者の意向に左右されることなく、新構想高

等学校にふさわしく、県民等から広く親しまれるという観点等から審

査・選考する。 

・既存の校章、会社・団体等のマークと同一又は酷似しているもの、著

作権や商標権等を侵害する恐れのあるものについては、審査・選考の

対象から除外する。 

(3) 校歌 

開校準備委員長が作詞者・作曲者に依頼し、新たな校歌を作成する。 

 
 ３ 開校に向けた所掌事項 

令和４年度及び５年度における教職員の主な留意点 

    (1) 総括部会 

   ・教育目標等（学校運営組織、学校経営計画書等） 

   ・校務内規（服務・管理） 

   ・移転（改修工事に伴う教室移転・引越し計画の検討及び実施） 

   ・閉校・開校・入学式等の式典 

   ・生徒募集広報（HP の作成、中学生及び中学校教員説明会、一日体験入学等） 

   ・入学者選抜（入学者選抜の計画・実施、入学のしおり内容等） 

   ・学校評価等（学校評議員等の選出、学校評価組織の検討） 

   ・学校安全関係（学校安全計画・危機管理マニュアル・防災計画等） 

   ・その他（校歌・校章・校旗等） 

    (2) 総務部会 

   ・外郭団体（PTA 役員の選出、PTA 規約の調整等） 

   ・総務（諸式典、入学のしおり作成、表彰制度・規定） 

   ・物品購入（購買・自動販売機等） 

    (3) 教務部会 

   ・教育課程（教育課程、教務内規、時間割、教科書、シラバス、特別活動等） 

   ・その他（学習の手引き、教室配当、成績処理関連、諸書類の整備等） 
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    (4) 進路指導部会 

   ・総括（進路指導方針・基本事項の検討、進路指導関連行事の検討、進路指導

内規の検討、諸届け書類の作成等） 

・キャリア教育（進路シラバス、インターンシップ等） 

   ・進学・就職（校内選考基準の検討、各種資料の整理・保存管理、大学等・企

業訪問、企業開拓等） 

   ・その他（〔特別活動〕、〔総合的な探究の時間〕） 

    (5) 生徒指導部会 

   ・総括（生徒指導内規・細則の作成等） 

   ・交通指導（自転車通学許可規定、運転免許許可基準） 

   ・生徒会（生徒会組織、生徒会規約、生徒会関係行事、生徒会費等） 

   ・その他（生徒ロッカーの使用規定、アルバイトの扱い等、〔特別活動〕） 

    (6) 図書部会 

   ・図書（図書館利用規定、読書指導の在り方、蔵書管理方法、蔵書の移設・廃

棄・購入計画等） 

   ・視聴覚（視聴覚機器の管理規定、校内放送設備の在り方等） 

    (7) 情報管理部会 

   ・情報管理（情報管理システム・校内 LAN、セキュリティポリシー、HP の作成・

管理等） 

    (8) 保健部会 

   ・保健（清掃分担・清掃方法、学校保健計画、学校医の選定、生徒健康診断計

画、教育相談体制等の整備） 

   ・その他（日本スポーツ振興センター等） 

    (9) 事務部会 

   ・総括（事務分掌・事務内規等、職印・公印廃止・新規印作成、校務内規作成） 

   ・庶務（事務関係文書作成、保存文書管理等） 

   ・会計（学校経営予算編成、学校徴収金計画、委託契約、校旗・校歌発注等） 

   ・施設設備（物品等計画、各室必需品計画、備品廃棄・登録、案内板等諸整備） 

   ・PTA（PTA 基準統一、PTA 事務処理要項、PTA 旅費等支払い規定、PTA 会費、

口座振替金融機関調整） 

   ・後援会（後援会基準統一、後援会事務処理要項、後援会旅費等支払い規定、

後援会会費、後援会定款作成等） 

   ・同窓会等との調整         

 (10) 教育課程検討委員会 

・教育課程、総合的な探究の時間の検討 

 (11) 行事検討委員会 

   ・修学旅行、文化祭等の主な行事計画や日程等の検討 

    (12) 部活動検討委員会 

   ・部活動の基本方針、部活動規約、移行期の在り方、学校裁量枠の検討 

    (13) 研修検討委員会 

   ・校内研修組織、公開授業の在り方、校内研修の在り方の検討 


