
平成２２年度 学校評価総括表(その１)

自己評価 進捗状況 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

規範意識と基本的な生
活習慣を確立させる。

中学校との違いを認識させ、服装の乱れ・頭髪
違反などを見逃さずにねばり強く指導を続け、遅
刻や欠席をせず授業に集中して取り組む姿勢を
養う。

遅刻の各クラス別年間総数の平均 ５０回未満A
70回未満Ｂ ９０回未満Ｃ ９０回以上Ｄ

A

１学期の遅刻総数は９３回で、１クラ
スあたり１０．３回である。怪我や体調
不良による通院なども含めての数値
で、寝坊や怠惰によるものについて
は、粘り強く指導している。

１学期の遅刻総数は９３回
２学期の遅刻総数は２８８回
２学期になり、緊張感がややなくなったた
めか各クラスとも１学期の倍近くふえてい
る。

生活習慣を見直し、緊張感を持ち、
日々の学校生活が送れるよう、保護
者とも連携し、きめ細かい指導を続
ける。

学習と部活動の両立を目指し、意欲的に努力す
る生徒を多く育てる。

部活動の加入率 ７０％以上Ａ ６５％以上Ｂ ６
０％以上Ｃ ６０％未満Ｄ

A
１学期末の時点で、２８４名が部活動
をしおり、加入率は78.9％であるが、
今後も変動が予想される。

Ａ
２学期末の時点で、２６０名が部活動をし
おり、加入率は72.2％であるが、今後も変
動が予想される。

あきらめるのではなく、努力し学習との両
立を可能にすることを考えさせていく。

学力が向上していると思っている生徒が
７０％以上Ａ ６０％以上Ｂ
５０％以上Ｃ ５０％未満Ｄ D

生徒アンケートにおいて、学力が
向上したと感じている生徒が４５．
７％である。

Ｄ

２学期末の生徒アンケートにおいて、意欲
的に授業に取り組んでいる人が７６.４％
いるが、一方で学力が向上したと感じてい
る生徒は４５．１％であった。

継続的に指導を続け、さらなる意識
の向上をめざす。

平日の平均家庭学習時間が２時間以上Ａ １．
５時間以上Ｂ １時間以上Ｃ １時間未満Ｄ

D

生徒アンケートで、３９％の生徒が１
時間以上学習していると答えている
が、６２名の生徒がほとんどしていな
い。３９名の生徒が３０分未満と答え
ている。

Ｄ

生徒アンケートで、３６％の生徒が１時間以上
学習していると答えているが、１００名の生徒
がほとんどしていない。５０名の生徒が３０分未
満と答えており、まだまだ家庭学習の定着は
はかれていない。

基礎学力の充実と、発展的な内容にも
取り組む態度を育てるため授業改善を
行うともに家庭学習を習慣化させるた
め、目的意識を持ち学習ができるように
積極的に助言をおこなう。

自らの興味・関心に基づき、適性を探り、進路に
ついての考えを深め、確固たる進路目標を持た
せる。

総合学習やＬＨＲの時間を活用し、第１学年の間
に進路目標が定まった者が
７０％以上Ａ ６０％以上Ｂ
５０％以上Ｃ ５０％未満Ｄ

D

第１学期は、興味、関心、適性を
自ら確認することに重点をおいて
指導を行ったが、まだまだ進路目
標は定まってはいない。

Ａ

ＧＳやＬＨＲなど様々な場面で進路に対す
る意識を高めてきた成果が現れて、進路
目標を立てさせ、それに基づいた類型選
択をさせることができたと思われる。

大多数の生徒が自己の目標を明確
にすることができたので、目標実現
への具体的な指導に入っていく。

「学年だより」を配布するなど、啓発に努め進路
目標、部活動目標など、目的意識を持たせ、自
己実現に向けて地道に努力させる。

「学年だより」を
各学期に１回以上配布Ａ
年間に３回以上配布Ｂ
年間に２回以上配布Ｃ
それ以下Ｄ

A

学年だよりを、５月、７月の２回発行
し、生徒版と保護者版を２種を作るな
ど、できる限り保護者にも目を通して
もらえるよう工夫をした。

Ａ ４号まで配布
学校行事、学年集会やＨＲとより連
動した内容にする。

保護者や関係機関との連携を図り、生活の乱れ
や心身の不調に注意し、遅刻・欠席をせず授業
に集中して取り組む姿勢を養う。特に不注意や
寝坊を原因とする遅刻の減少を目標に指導す
る。

遅刻の各クラス別年間総数の平均
５０回未満A ７０回未満Ｂ
９０回未満Ｃ ９０回以上Ｄ

B

１学期の遅刻総数は１７８日で、１クラ
スあたり２２．３回である。体調の面な
どで特定の生徒に遅刻が集中する傾
向もあるが、寝坊や怠惰によるものを
今後も粘り強く指導したい。

B

１学期の遅刻総数は１７８日、２学期の遅刻総数は
２４９日、年間総数は１学級あたり平均７０日と予想
される。２学期になり、体調面や精神面の不安によ
り特定の生徒で遅刻回数が増加したのが主な原因
である。また、寝坊などの不注意により、遅刻が５回
以上になった生徒が２名でた。

規則正しい生活習慣を送ることを、
学年集会や学年だよりで啓発する。
また、不注意による遅刻を繰り返し
た場合の指導を徹底する。

部活動の加入率７０％以上の維持を目標とし、
卒業まで学業と部活動の両立が図れるように支
援をする。

７０％以上Ａ ６５％以上Ｂ
６０％以上Ｃ ６０％未満Ｄ

B 部活動の加入率は６８％である。 B
部活動の加入率は中間期とほぼ同じである。（６
７％）アンケート後、学習に対する不安などを理由に
退部したという話も何人か耳にしている。

引退の時期まで可能な限り部活動を継
続するよう、またそれが進路実現の底力
になることを啓発する。

学力が向上していると感じている生徒が
７０％以上Ａ ６０％以上Ｂ
５０％以上Ｃ ５０％未満Ｄ

C
生徒アンケートにおいて、学力が
向上したと感じている生徒が５０．
３％である。

D
生徒アンケートにおいて、学力が向上したと感
じている生徒が４６．６％と１学期より減少し
た。

平日の平均家庭学習時間が
３時間以上Ａ ２時間以上Ｂ
１時間以上Ｃ １時間未満Ｄ

D

３５％の生徒が平均１時間以上の
学習時間を確保しているが、４
５％の生徒が３０分未満と答えて
おり、意識の不足が顕著である。

D

３５％の生徒が平均１時間以上の学習時間を
確保しているのは変わらないが、３０分未満の
生徒が４０％に微減した。平日の平均学習時
間は約５０分で１時間に満たない。

自己の将来を見つめ、
目標達成のために自ら
努力する力を養う。

進路目標、部活動目標など、目的意識を持たせ、自己
実現に向けて地道に努力させる。生徒、保護者に進路
について興味・関心を持ち、理解を深めてもらうため
「学年通信」などを作成し、進路情報の発信に努める。

各学期に１回以上配布Ａ
年間に３回以上配布Ｂ
年間に２回以上配布Ｃ
年間に１回以下Ｄ

A

学年だよりを年度当初、中間考査
後、三者懇談会の３回発行し、で
きる限り保護者にも目を通しても
らえるよう工夫をした。

学年だよりを各学期に２回以上配布した。
また三者懇談時の手渡しや成績発送時
に同封するなどして、保護者にもメッセー
ジが伝わるよう努力をした。

今後も学年集会とあわせて伝えたい
情報は繰り返し発信するよう工夫を
していく。

第２学年

B

B ２年生２学期の中だるみを防ぎきれ
なかった。修学旅行後に学習への切
り替えができるよう、学年集会や
ホームルームの内容を検討する。ま
た、自学自習の意味を考えさせ、最
終学年に向けての自覚を促す。

基本的な生活習慣を確
立させる。

学力を向上させ、充実し
た学校生活を送らせる。

基礎学力の充実と、自主的に発展的な内容にも
取り組む姿勢を育てるため授業改善を行い、家
庭学習を習慣化させる。

D

奈良県立生駒高等学校

教 育 目 標

運 営 方 針

平成２１年度の成果と課題

総合評価

自立した社会人の育成を目指して、「知・徳・体」の調和のとれた豊かな人間性を育み、心身を鍛えることによって一人ひとりが高い志をもって目標達成に向けていきいきと行動できる生徒を育てる。

・「自信」と「勇気」を身に付け、自己と他者を生かす生徒の育成を目指す。
・学力向上に努め、基礎基本の徹底とそれを発展、活用できる力の育成を目指した教育を推進する。
・３年間の指導を見通して各学年の目標実現に取り組むとともに学年・分掌間の連携を強める。

Ｂ

・積極的な情報の収集と発信 ・家庭や地域との密接な連携 ・教育相談の充実（特別支援を要する生徒への取組） ・危機管理体制の構築学校の組織力を強化し、一人ひとりの生徒に適切に対応できる体制を整える。

・地域と連携した体験活動の充実 ・部活動の奨励とその効果的な指導の工夫 ・人権意識の向上 ・学校行事や生徒会活動の活性化

本 年 度 重 点 目 標

「関心」と「意欲」を引き出す授業の工夫と改善を図る。

学習習慣と基本的生活習慣を身に付け、主体的に行動できる生徒を育てる。

将来の目標を定め、それを実現できる力を持った生徒を育てる。

自己評価

授業アンケートを初めとする様々な調
査の分析をもとにした改善が見られ
る。特に本年度より始まった文科省指
定の英語教育改善事業に伴う、他教
科との連携による授業展開が実施さ
れるようになり、教科の枠を超えた授
業改善が少しずつではあるが、進むよ
うになった。魅力ある学校づくりに向け
てさらに進んでいきたい。

・英語教育指定研究の推進 ・校内研究授業の活性化 ・教員の資質向上を図る研修の充実 ・授業アンケート等の活用

評価項目
具体的目標

（評価小目標）
具体的方策 評価指標

・教育課程の改革 ・進路指導の充実 ・キャリア教育の推進 ・総合的な学習の時間の効果的な活用

学習時間が少ないのが気にな
る。部活動加入者と非加入者に
客観的な学習時間の違いがある
か。より詳細なデータ分析をして
はどうか。学習時間の少なさはク
ラブ活動の疲れなのか。生徒一
人一人のモチベーションアップを
図って欲しい。

具 体 的 目 標

・家庭学習の充実 ・学習指導と部活動指導との連携 ・遅刻の減少 ・ルールの遵守とマナーの向上 ・安全教育や食育の推進

中間期（９月）

心身とも健全で、忍耐力と集中力を身に付けた生徒を育てる。

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

年度末（３月）

Ｂ

A

Ａ

生徒や保護者が、生駒高校に何
を求めて入学してきているのか。
部活動なのか、進路実現なの
か、楽しさなのか等を十分把握し
た上で、教育活動を展開する必
要がある。 学力向上や達成
感のアンケート結果の減少は、幼
少期からの過度な平等扱いの弊
害もあるのではないか。互いに切
磋琢磨し、競い合う姿勢も大切に
して欲しい。

第１学年

自分の将来について考
える姿勢を養う。

Ｃ

Ｂ

基礎学力の充実を図るため、家庭学習の習慣を
身につけさせ、密度の濃い授業を展開する。

基礎学力を充実させ、
学校生活を意欲的に過
ごす姿勢を育てる。



平成２２年度 学校評価総括表(その２)

自己評価 進捗状況 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

基本的な生活習慣を確
立させ、充実した学校生
活を送らせる。

保護者や関係機関との連携を図り、服装・頭髪・
言葉遣いの乱れなどを見逃さず、粘り強く指導を
続け、遅刻・欠席をせず授業に集中して取り組む
姿勢を養う。特に遅刻については回数に応じて
指導を強化し、不注意や寝坊を原因とする遅刻
の減少を目標に指導する。

遅刻の各クラス別年間総数の平均
５０回未満A 70回未満Ｂ
９０回未満Ｃ 90回以上Ｄ

A

１学期の学年遅刻総数は９１回で、１
クラスあたりの総数平均は１１回で
あった。生活のリズムが乱れ体調不
良や寝坊によるものが多く、今後を見
据えて厳しい指導が必要である。

学年末の学年総数は６７５回で、１クラス
あたりの総数平均は８４回であった。受験
近づくにつれて生活のリズムを崩し、精神
的な甘えも生じた。１・２年の遅刻指導の
取り組みを継続できなっかたことが大きな
課題として残った。

受験期に近づいたとしても、生活の
リズムを崩さず、学校生活を第一に
考えて行動できるよう精神的に安定
した生徒の育成に努める。

積極的に学習に取り組
む姿勢を持たせ、部活
動との両立を目指させ
る。

自らの適性や興味・関心を見つめ、進路実現に
向けて前向きに努力する姿勢を育成するため、
ホームルームにおいて担任・副担任が日常的に
生徒に語りかけるとともに、学年集会やＨＲを実
施し意識の向上を図る。

学年集会を
各学期に２回以上実施Ａ
年間に４回以上実施Ｂ
年間に３回以上実施Ｃ
それ以下Ｄ

A
学年集会を１学期に３回、２学期
９月に１回行った。

学年集会を１学期に３回、２学期に３回、３
学期に３回行い、進路実現に向けての情
報発信やアドバイス・激励を行い、意欲の
向上に努めた。

進路や生徒指導に関する話が主
だった内容であったが、学年集会を
学年団としての絆を強める場にもし
ていきたい。

学力が向上していると思っている生徒が
７０％以上Ａ ６０％以上Ｂ
５０％以上Ｃ ５０％未満Ｄ

C
学力が向上していると思っている
生徒が５８、５％であった。（５月ア
ンケートより）

A
生徒アンケートで学力が向上していると
思っている生徒が７１、２％であった。

平日の平均家庭学習時間が
４時間以上Ａ ３時間以上Ｂ
２時間以上Ｃ ２時間未満Ｄ

C
平日の平均家庭学習時間は、２
時間２分であっつた。（５月アン
ケートより）

A
生徒アンケートで３時間以上勉強している
生徒が５５％であり、その中で４時間以上
と答えたものが３０％であった。

「学年だより」を配布するなど、啓発に努め進路
目標、部活動目標など、目的意識を持たせ、自
己実現に向けて地道に努力させる。

「学年だより」を
各学期に１回以上配布Ａ
年間に３回以上配布Ｂ
年間に２回以上配布Ｃ
それ以下Ｄ

A

「学年だより」を１学期の間に２回発
行した。３学年であることを意識し、進
路に関する情報を多く発信し、保護者
にも参考にしてもらえるよう家庭へ発
送した。

A
「学年だより」を１学期２回２学期２回３学
期１回配布した。回数は目標を達成でき
たが、内容の吟味が必要である。

その時期その時期に必要な内容を
発信してきたが、１年間３年間の流
れを意識し、計画的に発行していき
たい。

出版物の充実、学校説
明会、中学校訪問、学
校見学、授業公開の受
け入れ等円滑に対処す
る。

学校経営計画、学校案内リーフレットやホーム
ページ等を充実し、中学生・保護者に本校の方
針等を理解してもらう。

アンケートを実施し、たいへんよく理解できたＡ
理解できたＢ 普通Ｃ あまり理解できなかった
Ｄ。ホームページ掲載の質・量が昨年より大幅増
Ａ、増Ｂ、同程度Ｃ、減Ｄ。

Ｂ

学校経営計画、学校案内リーフ
レットも完成し、学校説明会も中
学生約７００名、保護者等約１００
名が参加した。参加者のアンケー
ト結果も概ね好評であった。ホー
ムページ掲載量も増えている。

出版物も例年通り刊行でき、学校説明会
の参加者も昨年とほぼ同じであった。ホー
ムページ掲載量は増えている。

各部と連携し、ホームページ掲載量
を増やしてきたい。

育友会、樫葉会、樫木
会活動を活発化させる。

理事会、各部会の取り組みを充実させ、ホーム
ページ、育友会広報誌「けんゆう」等を通じて情
報発信をする。

年度末の学級委員等でアンケートを実施し、育
友会活動が大いに活性化したＡ、活性化したＢ、
同程度Ｃ、沈滞Ｄ。 Ｂ

順調に取り組みを進めている。
「けんゆう」も近畿で奨励賞を受
賞した。

育友会活動は、昨年より理事会の回数も
増え、大いに活性化した。

メール配信をより多くしていきたい。

英単テストを、基礎学力定着の要と捉え徹底的
に取り組ませる。

課題提出率 ９５％以上A ９０％以上B ８５％以
上C ８５％未満Ｄ A

事後指導を徹底し、約97％であっ
た。さらに、欠席生徒への指導を
徹底したい。

事後指導を徹底し、約97％であった。さら
に、欠席生徒への指導を徹底したい。

よりよい方法も検討しながら、さらに
指導を徹底する。

各人年に１度は自教科の授業と、他教科の
授業の授業観察の機会を持つ。

授業観察への参加率 ８０％以上A
６０％以上B ４０％以上C ４０％未満D

A

数値の方は、他教科の授業観察
がすんだ後、１１月頃にアンケー
トを実施して確定させるが、感触
としてはおおむね参加してもらえ
ていると思う。

アンケートの提出５４名中４４名
自教科の授業４２名参観（不明１）
他教科の授業３６名参観（不明１）
という結果で、アンケート提出者でみて
８８．６％の参加率であった。

数値的には左記のようであったが、
さらにアンケートの記述部分を検討
して、あり方を再検討していく。

教育課程表提出の１１月までに、
学修推進委員会・教育課程検討委員会を
効果的に開催する。

開催回数 ４回以上A ３回B ２回C １回以下D A

昨年度は、学修推進委員会の開
催が多かったが、本年度は、教育
課程検討委員会を順調に開催で
きている。

教育課程検討委員会自体は6回開き、
議論も出来たが、理科の新課程への
対応は継続審議となっている。

さらに、学修推進委員会等と
連携を図り、議論を深めていく。

次期教育課程研究のため、教務部員は関連した
研究集会等に各人年１回以上参加する。

参加率 ８０％以上A ６０％以上B ４０％以上C
４０％未満D

C
教務部員９名中５名が、教科の研究
集会や新教育課程説明会に参加し
た。

部員の間の教科の重なりに等よって、本
年度も昨年度と同じような人数であった
が、部員９名中６名が、教科の研究集会
や新教育課程説明会等に参加することが
できた。

次期教育課程の策定に向けて、より
広く参加をしていきたい。

具体的目標
（評価小目標）

具体的方策 評価指標

中間期（９月）

自己に厳しく、目標達成
のために最大限の努力
をさせ、各自の進路希
望を実現させる。

個々の生徒が目指す進
路目標に応じた多様な
教育課程を編成する。

A

総務
育友会活動が活発で、広報誌「け
んゆう」の発行等、活発に活動を
展開している。

様々な取り組みを実践し、全体と
して、バランスのよい教育活動を
展開している。授業アンケート結
果を細かく分析し、より成果が上
がり、生徒の満足度が高い授業
の実現に向けて、授業改善に取
り組むことが大切である。

B

A

B

A

B

A

B

A

B

学習指導

教務

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

進路実現への自覚からか、日々
の学習の取り組みも明らかに低
学年とは異なっている。生徒一人
一人の自覚が重要と思われる。

自己評価

奈良県立生駒高等学校

年度末（３月）

基礎学力の充実と、発展的な内容にも取り組む
態度を育てるため積極的に授業改善を行うとも
に家庭学習を習慣化させる。また、放課後、長期
休業中に開かれる進路補習講座への積極的な
参加を促し、実力の養成をはかる。

A

評価項目

C

第3学年

A

最終的に目標の数値に達したが、
もっと早い時期に学習への十分な取
り組みができるような意識付け・取り
組みが更に必要である。

各教科で基礎学力の充
実に努めると共に発展
的な学習にも目を向け
させ、確かな学力の養
成に努める。



平成２２年度 学校評価総括表(その３)

自己評価 進捗状況 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

登下校指導を充実させ、通学路マナー、挨拶の
励行を推進する。また、生活委員を中心として活
動を実施する。

７回以上Ａ ６回以上Ｂ 同程度Ｃ ４回以下Ｄ Ｂ
１学期に2回実施。2学期にも実
施を計画している。

B

幾つかの通学に関しての苦情をいただいた。
あいさつ運動は６回実施した。自分から進んで
積極的に行うより受け身の形が多く感じられ
た。

生活委員だけではなくて、部活動生
やボランティアも含めて、あいさつな
どを奨励する。

校外指導を充実させ、電車内、ターミナル指導を
実施する。

６回以上Ａ ５回Ｂ ４回Ｃ ３回以下Ｄ Ｂ
1学期に駅構内と車内での様子
を、巡視指導した。特に、定期考
査期間の指導を充実させた。

B

下校指導を５回実施した。考査期間中は下校
が重なり駅構内、車内が非常に混雑する。そ
のため時差下校を試みたところ、幾分混雑状
況は改善された。

規範意識を向上させるための取り組
みを、更に充実させたい。

不注意、寝坊等での遅刻回数の減少を図る。
前年比 １０％以上減Ａ ５％以上減Ｂ 同程度Ｃ
５％以上増Ｄ

Ｂ
毎朝、校門で遅刻者の確認をし
ている。

A
早朝指導の警告をすることで、抑制になってい
る。学期に５回以上の生徒が減少した。
２１年度６９６回、２２年度５８２回

時間に余裕をもった行動を家庭とも
連携して習慣ずける。

教職員共通理解の下に
生徒指導を行う。

生徒指導内規における、特別指導数を減少す
る。

前年比 ３０％以上減Ａ ２０％以上減Ｂ 同程度
C増加D

Ｃ

1学期の指導数、1年9名・2年12
名・3年10名である。うち、ケータ
イによる指導が１年８名・２年７
名・３年８名である。

特別指導数、１年７件（14名）・２年８件（９名）・
３年５件（５名）の計２０件（２８名）
ケータイ電話の違反、１年１６名・２年１２名
３年１３名である。 総数６１件（６９名）

校外での問題行動の指導者数が２０
名いるため、家庭生活での注意を保
護者へ呼びかける。

休業中の生徒心得や保護者宛文書を通じて啓
発する。また、育友会生活部の活動を通して連
携を図る。

生徒心得及び保護者宛文書発行 ６回以上Ａ
５回Ｂ ４回Ｃ ３回以下Ｄ

Ａ
春期、夏期休業及び5月の連休
中の諸注意を配布した。１学期末
に「生徒指導だより」の配布。

A
２学期にも「生徒指導だより」を配布し、
様々な情報やメッセージを掲載した。
年間を通して７回配布できた。

今後も継続して、保護者や生徒へ啓
蒙していきたい。

地域における補導活動への参加を充実する。 ６回以上Ａ ５回Ｂ ４回Ｃ ３回以下Ｄ Ｃ
１度しか参加できなかった。情報
収集や補導にあたりたい。。

B
校区内の補導活動を中心に参加した。副部長
と連携をもって、５回参加した。講演会、研修
会への出席ができなかった。

参加回数を増やし、不審者の情報等
の収集をする。

生徒一人一人を大切にし、その可能性を伸ばす
ために基礎学力の充実に努める。また、校内で
各種の講習会を企画し、生徒の多様なニーズに
応える。

校内で開催されたの講習の総週数
３０週以上：A
２０週以上：B
１０週以上：C
１０週以下：D

B

予定通り進捗している。夏期休業
中は校舎が使用できなかったが、
学年の強力なバックアップがあ
り、校外の会場でも多くの生徒を
集めて講習を開催することができ
た。

各学年の積極的な関与や生徒への働き
かけがあり、多数の生徒の参加があっ
た。また、３学期には低学年での土曜講
座の開講もあった。各学年のご協力を感
謝する次第である。

今年度初めて校外会場を利用して
講習が行われたが、帝塚山大学会
場は非常に快適で、好評だった。

ＧＳ・ＨＲ等を活用して「進路調べ」をし、正しい職
業感を育成し、進路実現に役立てる。また、外部
からの講師を招いての進路研究会を企画する。

研究会の企画回数について、
教員向け１回以上かつ生徒向け１回以上：A
生徒向け１回以上：B
教員向け１回以上：C
進路研究会を開催できず：D

A

７月に３年生対象、９月に２年生
対象の講演会を実施した。また、
２年生職員向けに模試結果の講
評会を開催した。

中間期報告に加え、３学期実施１・２年校
内模試について、成績分析研修会を実施
する予定である。

各学年ごとに課題が異なるのだか
ら、職員全体を集めての研修は効果
が薄いと思う。生徒への啓発活動
は、もう一工夫が必要と感じるが、具
体的な方策は思いつかない。

低学年生の進路指導室利用を促進するため、１
年生に対して、進路指導室ガイダンスを実施す
る。また、資料を整備し、生徒にとって使いやす
い進路指導室を目指し、資料の提供方法にも工
夫する。

生徒アンケートにおいて、資料が利用しやすかっ
た
７０％以上Ａ
６０％以上Ｂ
５０％以上Ｃ
５０％未満Ｄ

－
下級生の進路指導室の利用状況
は、やはり低調である。

低学年の進路指導室の利用は低調で、１
年生に至っては６割が利用したことがない
という回答であった。

低学年にとって進路問題は、どうし
ても先のことなのだろうが、１年生の
コース選択、２年生の科目選択の際
に、もう少し役に立てるような態勢や
教材の配布を考えたい。

「進路の手引き」を全生徒に配布し、進路HR指
導案の資料として使用するなど、有効活用を図
る。

生徒アンケートにおいて、進路の手引きが役に
立った
７０％以上：Ａ
６０％以上：Ｂ
５０％以上：Ｃ
５０％未満：Ｄ

－
６月に進路の手引きを配布し、
LHRで活用した。

データ上の評価は悪くはないが、生徒が
積極的に高評価してくれたわけではな
い。

使いやすく役に立つ進路の手びきを
目指し、少しずつ書き換えていく作業
をしている。

人権意識を高め、行動
できる生徒を育てる。

月１回、人権教育ＨＲ時間を確保する。 月1回A 月0.8回B 月0.6回C 月0.4回以下D A
1学期中においては、人権教育
HRを月１回、確保することができ
た。

人権教育HRを月１回、ほぼ確保すること
ができた。

生徒の実態に即した企画を提示する
などして、人権教育ＨＲの充実と確
保に努めたい。

ともに支え合う「なかま
集団」づくりを行う。

１学期に、各クラスで「なかまづくり」のHRを実施
する。

生徒アンケートにおいて、充実したＨＲとなった
７０％以上Ａ ６０％以上Ｂ ５０％以上Ｃ ５０％
未満Ｄ

A
多くのクラスで、充実した「なかま
づくり」のHRを実施できた。

多くのクラスで、充実した「なかまづくり」の
HRを実施できた。

新たな教材を提示できるよう努める
と共に、真の「なかまづくり」とは何
か、生徒に考えさせていきたい。

地域社会における人権
の確立に参加する。

“かざぐるま”との交流（見学実習）を、１年各クラ
ス年１回実施する。また、行事における交流を行
う。

生徒アンケートにおいて、充実した交流となった
７０％以上Ａ ６０％以上Ｂ ５０％以上Ｃ ５０％
未満Ｄ

A

1年生の全クラスで“かざぐるま”
見学実習が実施でき、生徒の感
想も「よかった」というものが多
かった。

1年生の全クラスで“かざぐるま”見学実習
が実施でき、生徒の感想も「よかった」と
いうものが多かった。

見学実習や交流の他に、学校として
「かざぐるままつり」を応援しており、
牛乳パックの回収にも協力してい
る。

中間期（９月）

基本的生活習慣の確立
を図る。

A

A

評価指標

家庭や地域、関係諸機
関との連携を強化する。

評価項目
具体的目標

（評価小目標）
具体的方策

進路保障を本校教育の
総和と捉え、その実現
に努める。

奈良県立生駒高等学校

B

年度末（３月）

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

B

進路情報を充実し、利
用しやすい環境を整備
する。

学校のイメージは、服装、通学マ
ナー、挨拶等に影響される。生駒
高校のイメージは、穏やかな性
格・行儀の良さなど全般的に良い
が、一部、登下校時の通学マ
ナーに問題が見られる。一般の
方の注意にも素直に対応する姿
勢が大切である。地域自治会の
あいさつ運動とも連携して取り組
みを深めて欲しい。

キャリア教育等を通して、自分の
将来について、早くから十分に考
えさせ、進路実現に取り組ませる
必要がある。進学や就職など将
来のことは心配しているが、どう
対応してよいかわかっていないの
ではないか。より具体的な対応・
行動の指針を指示して欲しい。

生徒指導

進路指導

人権教育
「なかまづくり」、「かざぐるま」実
習を核として、様々な人権学習を
実施することが重要である。

A

B

A

A

A

A

D

自己評価

D

A



平成２２年度 学校評価総括表(その４)

自己評価 進捗状況 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

教育相談
来談者の心の安定と自
己肯定感の強化

当面は昼休みを中心に対応できるようにし、保
健室や人権教育部等と連携し、充実をはかる。

相談体制について 週５回：A 週４回：B 週３
回：C 週２回以下：D

B
耐震工事の期間を除いて、大体
は体制を整えた。

昼休みについては、特別な日を除いて
は、概ね体制を整えた。

保健室や人権教育部、学年主任等
との連携をより進めるとともに、積極
的に研修に参加する。

体育系クラブ入部率６５％以上とする。
６５％以上Ａ ５０％以上Ｂ ４５％以上Ｃ ４５％
未満Ｄ

B
一学期末の加入率は５４％であ
る。二学期にかけて少し減ること
が心配される。

B
二学期末の１．２年生の加入率は５０％で
ある。一学期より４％（58人）減少した。

年々減少傾向にあり、入学時の加入
率を上げることと、継続的に活動で
きる各クラブの指導が臨まれる。

スポーツテストの結果を活用し、体力向上を図
り、偏差値３ポイント向上を目指す。

３ポイント以上Ａ ０ポイント以上Ｂ －２ポイント
以上Ｃ －２ポイント未満Ｄ

B
２年男子＋１．４ ３年男子＋０．
７ ２年女子－０．９ ３年女子＋
１．３ 平均＋０．６

B

総合的には、向上しているが２年生女子
にマイナスがみられた。原因は運動部の
加入率が低いことがあるが、体育の授業
時の体力づくりの運動の工夫も必要であ
る。

授業時間が５分延びたこともあり、補
強トレーニングの量を多くしていく必
要がある。

健康管理の意識を高め
る。

再検査受診率の向上を目指す。
８０％以上Ａ ５５％以上Ｂ ３０％以上Ｃ ３０％
未満Ｄ

Ｃ

検診項目によってバラつきが
ある。
内科33％、尿検査56％、
眼科20％、歯科53％

歯科検診の病院の受診率は、少しずつ
ではあるが上がってきている。

疾病異常や健康管理につい
ての関心を高めるために、
指導資料等の工夫、充実を
図る。

食育の意識を高める。 朝食の摂取率の向上を目指す。
９５％以上Ａ ７５％以上Ｂ ５０％以上Ｃ ５０％
未満Ｄ

B

毎日摂取する生徒は昨年とほぼ同じ
91.7％で、週に２～３回しか食べない
4.4％，全く食べない4.4％の生徒に朝食
摂取の意義を認識させる。

過去３年間のアンケート結果より。全体的に朝
食摂取の意義は認識しているように思われ
る。朝食未摂取の少人数生徒へのはたらきか
けを要する。

個別指導を含めた朝食以外の食生
活にも目をむけ食育指導に取り組
む。

日々の清掃・美化活動を徹底する。
生徒アンケートにおいて、充実した清掃・美化活
動を実施できた 60％以上Ａ 50％以上Ｂ 40％
以上Ｃ 40％未満Ｄ

A
菊澤さん、杉島さん、各先生方及
び生徒たちのお陰で、過ごしやす
い環境になっている。

窓からのポイ捨てゴミが散見されたが、総
じて、学習に好適な環境を維持できたと思
う。

ポイ捨てが無くなるように、生徒の美
化意識の向上を図りたい。

通学路清掃等のボランティア活動を行う。
美化委員に加え、有志の参加数が前年比10％
以上増Ａ 5％以上増Ｂ 同程度Ｃ 減Ｄ

A
多くの体育クラブの生徒の参加に
感謝。

所期の目的を達成することができた。 次年度も継続したい。

生徒会活動の活性化を
図る。

各種委員会それぞれが、必要に応じた活動をす
る。

昨年に比べて非常に活動が活発であればＡ、あ
る程度活発であればＢ、昨年と同じ程度の活動
であればＣ、昨年より不活発であればＤ

Ｃ
昨年並みの活動にとどまっている
委員会が多いように思われる。

各委員会とも地道にそれぞれの活動に取
り組み、ボランティア委員会がエコキャッ
プ運動に取り組み始めるなど新しい動き
もあった。

各顧問が適切な助言をして生徒の
主体的な活動を促す

文化祭を充実させる
文化祭実行委員会を立ち上げ、文化祭を活性化
する。

アンケートで「楽しかった」の回答が８０％以上
Ａ、６０％以上Ｂ、４０％以上Ｃ、４０％未満Ｄ

Ｂ
アンケートの結果、「楽しかった」
は７０．９％だった。

食品バザーや展示部門において、工夫の
こらされた発表が多くみられ、アンケート
で「楽しかった」と答えた生徒の割合（７
０，９％）も昨年度（６４，５％）よりやや高く
なった。今後はさらに主体的な生徒の活
動を引き出すことが課題である。

生徒の文化祭実行委員会にできる
だけ主導権を委ね、たとえばオープ
ニングの全体行事の運営などをもう
少し工夫させてみる。

学校からの情報発信に
努める。

ホームページを定期的に更新し、最新情報を発
信する。

ホームページの更新 週2回以上Ａ/毎週Ｂ/月2
回程度Ｃ/学期２回程度以下Ｄ

A
ホームページの更新件数は約５０
回。ほぼ週２回以上の更新頻度。

ホームページの更新回数は約90回の見
込み。週二回の目標をやや下回りまし
た。

来年度はホームページへの掲載依
頼を更に活発に進めたい。

生徒の読書活動を推進
する。

図書室利用を活発にする。
図書貸し出し冊数 前年比8％以上増Ａ/3％以
上増Ｂ/同程度Ｃ/3％以上減Ｄ

D
耐震工事の関係で図書室の開館
期間が例年の半分（４・５月のみ
開館）でした。

耐震工事の影響か、貸し出し冊数は約
200冊減少した。

積極的広報活動の充実。読書会等
も実施したい。

多様化する生徒に対応する体制
づくりも大切である。

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

奈良県立生駒高等学校

B

A

B

B

具体的目標
（評価小目標）

B

教育情報 C

中間期（９月）

地域として、通学路清掃等の取り
組みに感謝している。また、地域
の清掃活動とも連携して取り組ん
で欲しい。

D

自己評価

卒業までに社会人としての力を身
につけさせるためにも、生徒主体
の活動が重要である。

ホームページが昨年よりも充実し
てきている。更新を適時行って最
新の情報提供をお願いします。

B

特別活動

評価項目

環境整備
「生活の場」の美化につ
とめ、清潔で安全で美し
い環境をつくる。

A

保健体育

生徒の体力増進を図
る。

Ｃ

体力低下、運動能力低下が気に
なる。３年間を見通した計画的な
取り組みを期待する。また、健康
管理面では再検診等適切な指導
をお願いする。

年度末（３月）

具体的方策 評価指標

A

B

B

B


