
平成２３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４７回で １
クラスあたり５．９回である。 総
数は比較的少ないが、寝坊や怠
惰によるものには継続的な指導
が必要である。

１学期の遅刻総数は４７回
２学期の遅刻総数は２１３回
１クラスあたり26.6回だが、緊張感がやや
なくなったためか、２学期になると各クラス
とも大幅に増加している。

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学期末での加入率は７６．９％
であるが、今後も変動が予想され
る。文化系部活動への加入生徒
が増加している。

Ａ
２学期末の時点で、２２７名が部活動をし
ており、加入率は72.5％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 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５２．
１％である。

Ｃ

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80.4％い
るが、一方で学力が向上したと感じている
生徒は50.2％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、３６．２％の生
徒が１時間以上学習していると答
えているが、７０名の生徒がほと
んどしていない、５１名の生徒が３
０分未満と答えている。

Ｄ

生徒アンケートで、30％の生徒が１時間
以上学習していると答えているが、92名
の生徒がほとんどしていない。66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（スタディサ
ポート分析）、７月（充実の夏）の
２回発行した。できる限り保護者
にも目を通してもらえるよう内容
やレイアウトに工夫を凝らした。

Ａ ５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

D

１学期の遅刻総数は350回で１ク
ラスあたり38．9回である。 怪我
や病気による通院等も少なくない
が、不登校傾向を示している生徒
に集中している。また寝坊や怠惰
によるものには継続的な指導が
必要である。

D

学年全体の遅刻総数
1学期 ３５０回
2学期 ５６１回

不登校傾向を示している生徒に集中して
いる。
保護者との連携を図り、粘り強く指導を続
けたい。

生徒個々の問題を共有し、保護者と
の連携を図る。

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

A

１学期末での加入率は70．6％で
あるが、今後も変動が予想され、
勉学との両立を支援していく必要
がある。

B
部活動の加入率が６７％となり、目標値を
下回った。学業との両立に悩む生徒も多
く、引き続き支援が必要である。

模試の実施日や補習の日程等を配
慮しながら、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。

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

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47％
である。授業等を通して学力向上
に努めたい。

C

学力が向上していると感じている生徒が、
わずかではあるが５０％を超えた。進路実
現に向けて、引き続き学習指導を続けた
い。

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
生徒アンケートで、１時間以上学
習していると答えている生徒が、
３５％しかいない。

D
１時間以上学習している生徒は３６パーセ
ント。一方、学校で残って学習する生徒が
目につくようになった。

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
今後も、いろいろな機会、手段を
活かして、情報発信に努めたい。

各学期に１回以上、
現在、４回配布でき、生徒への啓発がは
かれた。

学校行事、学年集会やＨＲとより連
動した内容にする。

Ｂ

A

Ａ

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。

第１学年

自分の将来について考
える姿勢を養う。

Ｃ

Ａ

・ルールの遵守とマナーの向上 ・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

中間期（９月）

心身を鍛え、忍耐力と集中力を身に付けさせる。

単純比較は難しいかもしれない
が、入学時の学力と入学後の学
力の推移を調査し、学力の伸び
や躓きを検討する。その上で進路
目標をできるだけ早い段階で設
定するように指導することが大切
である。

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

年度末（３月）

部活動の中心として活躍すること
が多く、なかなか勉学に手が回ら
ない、家庭学習の時間を確保で
きないという状況であろう。しかし
生徒の心を揺さぶるような講師を
招いて進路講演等で進路実現の
意欲を喚起させるなどの取組を
するべきである。

C

C

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
きように積極的に助言をおこなう。

自己評価

アンケートや校内研究授業の活性化
による授業改善が見られる。県指定の
英語教育改善事業も２年目に入り他教
科との連携による授業展開が実施され
るようになった。生徒の学習意欲の喚
起と生活習慣・学習習慣の定着に向け
てさらに進んでいきたい。

・校内研究授業の活性化 ・英語教育指定研究の推進 ・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

・新学習指導要領に向けた教育課程の改善 ・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

・「自信」と「勇気」を身に付け、社会の一員として他者とともに生きる能力と態度を育てる。
・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。
・学校の組織力を強め、課題解決に適切に対応できる体制を整える。

Ｂ

・積極的な情報の収集と発信 ・地域と連携した体験活動の充実 ・危機管理体制の構築 ・安全教育や食育の推進学年・分掌間の連携を強め、家庭や地域と協力して３年間を見通した指導体制を整える。

・学校行事や生徒会活動の活性化 ・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

本 年 度 重 点 目 標

生徒の学習意欲を高める授業の工夫と改善を図る。

基本的生活習慣と学習習慣を身に付けさせる。

将来の目標を定め、社会で自立して生きていく力を身に付けさせる。

具 体 的 目 標

奈良県立生駒高等学校

教 育 目 標

運 営 方 針

平成２２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。

第２学年

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



平成２３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・
言葉遣いや生活習慣の乱れなどを見逃さず、粘
り強く指導を続け、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状況に応じて指導
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

B

一学期の遅刻回数総数は192回で１
クラスあたり24回である。昨年度の同
時期より微増している。体調面で特
定の生徒に集中している一方、生活
スタイルを改善しきれていない生徒も
いる。

学年末の遅刻総数は662回で1クラスあた
り83回である。もともと遅刻がちな生徒の
生活習慣がなかなか改善されなかった。
ストレスによる腹痛などが遅刻につながる
ケースも多く見られた。

寝坊や不注意で遅刻するほとんど
の生徒は「遅刻５回」の学年指導で
ある程度は改善されるので、今後も
継続していく。

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、学年集会等を実施
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

４月と７月に実施した。生活面の
安定と、進路目標実現のための
意識向上を目的に、講話を行っ
た。

進路について、生活に関して、震災につ
いてなど時節に応じた内容を考えて行っ
た。かなり落ち着いて話を聞くことができ
る生徒が増えた一方、どうしてもそわそわ
してしまう生徒も最後まで残った。

より生徒が興味を持って話を聞ける
ように、いろいろな人に幅広くお話い
ただく機会を持ちたい。

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

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56％
である。

A
生徒アンケートで、学力が向上したと感じ
ている生徒が71％である。進路に向けて
の学習成果を実感できているようである。

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

生徒アンケートにおいて、平均2
時間10分であった。4時間以上と
答えている生徒が67人である一
方、ほとんどしない生徒が24人も
いる。

C

生徒アンケートで3時間以上勉強している
生徒が51％であり、その中で4時間以上と
答えたものが28％であった。一方でほと
んどしないと答えている生徒が29人もい
る。進路決定後の意識の維持が難しいと
感じる。

「学年だより」の配布などを通じ、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よう生徒、保護者に啓発を
行う。

「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
年間に１回以下Ｄ

A
毎月1回合計4回発行することができ
た。時期によっては保護者に向けた
内容も盛り込んだ。

A

2学期も合計4回「学年だより」を発行し
た。中間考査の成績発送に同封すること
により、少しでも学年としての姿勢や思い
を保護者に伝えるように心がけた。

内容をさらに充実させるために、取
材やご意見をいただく機会を増や
す。

各種出版物、学校説明
会、授業公開等充実し
たものにする。

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
レットも発刊できた。ホームページ
の更新も教育情報部とよく連携し
昨年より増えていると思われる。

出版物も例年通り刊行でき、学校説明会
の参加者は台風により日程変更したにも
かかわらず、約700名であった。授業公開
は15名の参加であった。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。・授業公開につ
いては、メール配信等を通じて強く呼
びかけていきたい。

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。 Ａ

理事会や各種委員会も例年同様
活発に活動できている。広報誌
「けんゆう」も近畿地区で会長賞
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
各学年粘り強い指導により、ほぼ
全員の課題提出を達成できてい
る。

各学年、ほぼ全員の課題提出を達成でき
ている。

テストの難易度や、合格率向上のた
めの方策についても議論を深めてい
く。

各人年に１度は自教科の授業と、他教科の
授業の授業参観の機会を持つ。

授業参観への参加率 ８０％以上A
６０％以上B ４０％以上C ４０％未満D

A

数値の方は、他教科の授業参観
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５３名中５１名
自教科の授業４７名参観
他教科の授業４２名参観
という結果で、アンケート提出者でみて
８４．０％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

９月実施分を含めて、本年度は、
新教育課程の早期実施分への対
応を中心に、検討委員会を４回開
催した。

１１月までに教育課程検討委員会を
6回開いた。理科の新課程への対応は
暫定的には決まっているが、春以降に
変更の可能性が残っている。

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

Ｄ
（人数）

B
(延べ
数)

教務部員８名中３名が、延べ５回の
教科の研究集会や新教育課程説明
会等に参加した。

部員の間の教科の重なりに等よって、そ
れほど参加はできなかった。部員８名中３
名が、延べ８回の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。

進路実現への取組は大変しっか
り行われていて、「第１志望主義」
を堅持し、最後まで粘り強く勉強
させていることは大いに評価でき
る。いろいろ困難があるだろうが、
この取組は継承してほしい。保護
者の啓蒙も機会あるごとに行うこ
とが必要である。

Ｂ

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。

A

Ａ

第3学年

A

基礎学力の充実をめざし、さらに発展的な内容
に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での学習を習慣化させる。ま
た、放課後や長期休業中に開かれる実力養成
講座への積極的な参加を促し、学力の伸長をは
かる。

B

評価項目

C

自己評価

奈良県立生駒高等学校

年度末（３月）

B
受験という機会を正面から受け止
め、取り組もうとする生徒が増えた
結果、学力向上の実感を持つことが
できていると考える。時期をみはか
らった進路指導をさらに充実させ,早
期の気づきを促したい。

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

A

学習指導

教務 B

総務

学校からの出版物は充実してい
るので、ホームページをさらに充
実させるために更新をもっと頻繁
にしてほしい。中学生や保護者が
学校選びによく利用している。

職員が一致団結して議論を重
ね、生徒たちの将来や夢に答え
られる教育課程を作り上げてもら
いたい。

A

Ｂ

D
（人数）

A
（延べ
数）

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

具体的目標
（評価小目標）

具体的方策 評価指標

中間期（９月）



平成２３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 C

毎日、教員の輪番で通学路で登
校指導指導にあったているが、苦
情もいただいている。 生活委員
の活動で、１学期に2回実施。2学
期にも実施を計画している。

A

積極的な挨拶をする生徒が増えてきた。
来校者にも挨拶をを交わし、お褒めの言
葉をいただいている。生活委員の呼びか
けにも挨拶して答えていた。また育友会
生活部の保護者の協力もあり奨励してい
ただいた。ただ、通学路マナーでは数件
の注意をいただいた。

生活委員でけでなく、より多くの有
志の参加を呼びかけ、挨拶やマナー
の向上を考える。
通学路指導の徹底および規範意識
の向上。

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。

A

定期考査期間に時差下校を実施した結
果、通学路や駅ホームの混雑状況が概
ね解消された。
生徒達が気づかないところで迷惑になっ
ていることがみられる。

引き続き実施していきたい。

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

D
毎朝、校門で遅刻者の確認をし
ている。

D

８：３５～８：５０までの間で遅刻理由を確
認している。１，２学期で延べ451人の生
徒がみとめられる。その中には、体調不
良で連絡を入れずにいた生徒も含まれ
る。

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

A

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。

ケータイを使用する生徒が増え、第2学
年が、1学期後半よりケータイ電話を朝の
SHRで預かった、その成果が現れた。
全体を通しても、前年比で５０％以上の
減であった。

規範意識などの、マナー・ルールを
守るといった、人としての実力をつけ
させる。

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

休業中大きな事故や事象も無く過ごして
くれた。
「生徒指導だより」では、職員からのメッ
セージやアンケート結果を掲載し、また、
高校生に関わる注意を促す記事等を載
せ、保護者に協力をもとめている。

引き続き実施していきたい。

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。

C

会議。出張等た重なり十分に参加でき
なっかた。
副部長とも連携をとりながら参加にいたっ
た。

連携をとりながら参加していきたい。

進路保障を本校教育の
総和と捉え、その実現
に努める。

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

8月末までに、公式に募集された
校内の講習で14週が実施され、
夏期講習4週は1科目あたり１０～
１９回が集中的に実施されてい
る。VTR使用の講習と生徒の希
望による職員が個別に開いた講
習がある。

11月末までに、公式に募集された校内の
講習で30週が実施された。うち、夏期休
業中の4週は毎日6駒程度が集中的に実
施されている。これ以外に、生徒個人が
教科担当に個別に指導を求めた例や、
VTR使用の講習がある。

今年度の特徴として、日程が進んで
も受講者が先細りにならなかった点
がある。結果が出るのはまだ先であ
るが、自律的・意欲的に講習に取り
組む指導が必要と思われる。

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

予定通り、7月に3年生と保護者
向け、9月に2年生と保護者向け
の講演会を実施した。1年生、2年
生職員向けにはもし結果を見て
の講習会を実施し、3年生職員向
けには予備校主催の進学説明会
への参加を促した。

予定の生徒・保護者向け講演会以外に、
スタディーサポートの利用方法に関する
教員向け講習会を開催している。生徒・保
護者アンケートによると、さらに多くの講
習会の開催を求める声があるが、果たし
て人数が集まるかどうか、懐疑的である。

本校職員が講師を務める講演会を
希望する声があるが、担任の進路指
導が生きるような講演会の開催方法
を模索していきたい。

進路情報を充実し、利
用しやすい環境を整備
する。

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

－

1年生に進路指導室利用に関す
るオリエンテーションを9月に実施
する。アンケートはまだ実施して
いない。

進路指導室を利用したことがない生徒
が、1年で５５％、2年で６０％、3年でも２
７％ある。また、利用のしにくさを指摘した
生徒が２３％ある。

進路指導室の利用促進はここ数年
の課題であるが、部屋のレイアウト
や資料の展示方法に工夫を凝らして
いきたい。

「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

－
進路の手引きは6月に発行した。
アンケートはまだ実施していな
い。

辛うじて目標をクリアしているが、部分的
な利用にとどまっている点が問題である。
HRでの利用促進を図る必要を感じる一
方、データのみが一人歩きし、個人の自
己実現に役立てるためのツールになって
いない感がある。

HRでの利用を念頭に徐々に書き換
えてはいるが、目的を果たしていな
い。その一方、受験体験談は比較的
好評なので、読みやすさを念頭に構
成を考えていきたい。

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の月１回実施を目指したが、
実施できた。

日程の調整などを行い、積極的に人
権教育ＨＲを確保していきたい。

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」の取り組み
を実施する。

生徒アンケートにおいて、充実した「なかまづく
り」 ができた ７０％以上Ａ ６０％以上Ｂ ５０％
以上Ｃ ５０％未満Ｄ

A
「なかまづくり」については、“よく
できた”と“まあまあできた”とで９
２．５％の回答があった。

「なかまづくり」に関わって、インターネット
の問題についても展開しているが、「いじ
め」問題を取り上げたHRも必要ではない
かと考える。

「いじめ」問題を含め、新たな教材を
提示できるよう努力する。また、研修
会等にも積極的に参加する。

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

生徒の感想も「よかった」というも
のが多く、“大変良かった”と“ま
あまあよかった”とで８７．４％の
回答があった。

第一学年で実施した“かざぐるま”見学実
習も効果を上げた。また、人権委員を中
心とした文化祭での活動や、吹奏楽部の
「かざぐるまつり」への参加などで交流が
深まった。

見学実習や交流の他に、学校として
「かざぐるまつり」への参加など地域
におけるボランティア活動にも積極
的に参加する。

A

年度末（３月）

A

D

自己評価

A

B

B

A

A

A

A A

かざぐるま実習は大変有意義な
取組と思うが、もっと深く関わって
いくことが大切である。しばしば表
面的な交流になりがちであると思
われる。

生徒指導

進路指導

人権教育

B

地域で、生徒の服装の乱れは聞
かない。またあいさつができてい
ると聞いている。ただし電車のマ
ナーが悪く、優先座席で平気で携
帯電話を使用している生徒がい
る。何故そういうことがいけない
のか、「生徒指導だより」にきちん
と書いて、納得させた上で指導す
るべきである。

生徒たちはよく頑張っていると思
う。ただ受験勉強等の取組が遅
いと思う。入学当初から生徒・保
護者に高校でのよりよい生活を
送るように啓蒙しないといけな
い。学年だよりを各学年とも４～５
回発行しているようであるが、保
護者に届いているのか、読んで
いるのか疑問である。

B

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

家庭や地域、関係諸機
関との連携を強化する。

中間期（９月）

評価項目
具体的目標

（評価小目標）
具体的方策

基本的生活習慣の確立
を図る。

評価指標



平成２３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
多様化する来談者等の
心の安定をはかる。

相談体制等について人権教育部の支援を受け
て対応し、学年・担任や関係部署等との連携を

はかる。

情報交換会回数月1回以上A 月0.8回以上B 月
0.6回以上C 月0.4回以下D

C
個別に対応した事例もあるが、定
期的には開催できなかった。

教育相談室はほぼ毎日昼休みには開室
できた。関係部署との連携は個別にとど
まった。

人権教育部の支援を受けて、より適
切な連携ができるようにする。

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

C
一学期末の加入率は４９．８％で
ある。二学期にかけてさらに減る
ことが心配される。

C
1年生５０，２％、２年生４７，４％でトータ
ルで４８，７％で昨年より１，３％マイナス
で５０％を割りこんだ。

新入生の体力等が、年々落ちる中
改善は難しいものがあるが、新入生
の最初の加入方法を、工夫し加入率
を向上させていきたい。

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＋３．０ ３年男子－１．１
２年女子－０．２ ３年女子－１．５
平均＋０．２

B

２年男子＋３．０ ３年男子－１．１ ２年女
子－０．２ ３年女子－１．５ 平均＋０．２
という結果で評価はBであるが、マイナス
の学年が多くみられる。

本年度から一年生の授業に体力作
りの授業を取り入れるなど、授業内
容を工夫している。

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
内科 ５４％ 歯科２２％
眼科４３％ 尿検査４３％

受診率は少しずつ上がってきているが検
査項目によりばらつきがあり、特に歯科の
治療率が４９％と半数に満たない。

疾病異常への関心や健康管理意識
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
朝食を毎日食べる 85.6％
週に２～３回しか食べない 7.8％
ほとんど食べない 6.1％

朝食を毎日食べるが、一昨年９１％、昨年９
０％、今年度８５．６％と少しづつ下がってきて
いる。
（調査対象２年生）

自ら簡単な食事の準備ができること
が、朝食の摂取率回復につながると
考えるので、調理技術向上や食事
内容にも着目させたい。

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
動を実施できたが60％以上でA、50％以上でB、
40％以上でC、40％未満でDとする。

A

細部まで、とはいかないが、自分
の生活の場は自分の手で整え
る、という意識をもつ生徒が徐々
に増えてきたように思う。

所期の目標を達成することができた。昨
年度の課題であったポイ捨てについて
は、かなり改善されたと思う。

「ゴミを見つけたら拾う」を大人も率
先して行うことで、「ゴミを捨てない
心」を生徒の中に育てたい。

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％
以上の増でA、5％以上の増でB、同程度でC、減
でD。

A 体育部の生徒が多数参加。
１・２学期共、中間考査最終日に実施する
ことが定着した。毎回、多くの生徒が参
加。

来年度も実施する。

生徒会活動の活性化を
図る。

生徒会執行部生徒が生徒会のリーダーとして主
体的に考え、行動できるように指導する。また、
各種委員会がそれぞれの分野で積極的に活動
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

B

生徒会執行部の呼びかけに応
じた一般生徒も含めて１０人余り
の有志が「あしなが学生募金」に
参加するなど、積極的なボラン
ティア活動への取り組みがみられ
た。

６月に発足した新執行部も、夏休みに実
施された東日本大震災被災地支援ボラン
ティアに参加して現地で活動するなど、前
向きな姿勢がみられた。

今後も、生徒の主体的な活動を促
す適切な指導・助言を続けていく。

文化祭を充実させる

文化祭実行委員会を中心に、できるだけ生徒が
文化祭の企画・運営に主体的に参加できるよう
に指導する。また、各クラス・クラブの発表内容
の充実をはかる。

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」の回答は７６．７％で、昨年度
より５．８ポイント上昇した。

１日目の舞台発表が、昨年は吹奏楽
部・コーラス部・有志の漫才（２人）だけ
だったが、今年は２年生４クラス・１年生有
志（ダンス）・演劇部が加わり、充実したも
のとなった。

来年度も、さらなる文化祭の充実
をめざして、生徒会執行部・文化祭
実行委員の指導やクラス・クラブへ
のはたらきかけに努めたい。

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は６０回以上
になり週2回以上Ａのペースで進
んでいます。

ホームページの更新は1月30日現在93回
です。3月末日までに週2回のペースは達
せされる予定です。

来年度は創立50周年に向けてHPの
コンテンツの充実をはかりたい。

生徒の読書活動を推進
する。

図書室利用の活発化を目指した積極的広報活
動を充実させる。

図書委員による図書館便りの発行回数 年8回
以上A、6回以上B、4回以上C、3回以下D

A
図書委員による図書館便りの発
行回数は４回で年8回以上Aの
ペースで進んでいます。

図書委員による図書館便りの発行回数は
1月末現在7回です。2月発行を予定して
おり年8回になる見込みです。

図書室の利用の活性化のために広
報活動をさらに充実していきたい。

C

C

A

Ａ

C

B

基礎体力の低下は大変心配であ
る。生駒高校が取り組んでいる体
力作りの授業を今後も継続して
ほしい。

年度末（３月）

保健体育

生徒の体力増進を図
る。

C

特別活動

評価項目

環境整備
通学路等の清掃ボランティアを通
して、地域との有効な関係を築い
てほしい。

A

自己評価

育友会もさらに尽力するので思い
で深い文化祭を作り上げることを
期待する。

ホームページの刷新は費用もか
かるかもしれないが、学校の情報
発信の大きな手段である。見や
すく魅力あるページ作りに継続的
な取組を望みたい。

A

B

B

具体的目標
（評価小目標）

具体的方策 評価指標

「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。

多様な課題を抱えた生徒が増え
ているので、専門のカウンセラー
が常駐することも考えるべきであ
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

教育情報 A

中間期（９月）

B

A


