
平成２６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

基本的な生活習慣を
確立させ、規範意識を
涵養する。

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す
る。遅刻や欠席等時間厳守を徹底し、授業を
大切にし集中して取り組ませる。

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、42回で、
10分前登校は続いている。ただ、学校
不適応の生徒も数名出始め、欠席が
合計194日となっている。

2学期の遅刻総数は99回で、現時点では合計141
回、クラス平均17.6回となった。欠席は、長欠生徒が
2名おり、またインフルエンザの影響もあり、２学期は
合計452日であった。基本的生活習慣や挨拶の励行
は定着したと思う。

遅刻に関しては、例年より少なくなったと思う。不
注意による遅刻をなくすため、余裕を持った行動
や準備を怠らない指導を徹底していきたい。

学習活動と部活動の両立を目指す生徒を育
てる。

部活動の加入率
▼ ７０％以上Ａ ▼ ６５％以上Ｂ
▼ ６０％以上Ｃ ▼ ６０％未満Ｄ

Ａ

体育系の部活動に198人、文化系の部活
動に63人入部し、活発に活動している。
入部率は８２％で、校外で活動している生
徒もいる。

A

2学期終了時点で、体育系の部活動に191人、文化
系の部活動では56人参加・活動してる。退部・転部
生徒が数名出たが、合計では２４７人となり、入部率
は７７％を確保している。

いよいよ次年度は2年生となり、学校における中
軸となる学年である。結果も残しながら、実践に
よって1年の良き見本となるよう指導していきた
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

学力の向上に関しては、そう思う32人、や
やそう思う141人となり、５４％の生徒が向
上したと思っている。ただ、高校入学で安
心して、学業全般から離れる生徒もおり、
これら生徒の繋ぎ止めが大切であると思
う。

C

学力の向上に関しては、そう思う41人、ややそう思う
130人と、５３％の生徒が向上したと思っている。入
学当初から、学力の維持を生徒に訴えてきたが、数
字には表れなかった。帰りのHRで15分の時間を取
り、1日の振り返りと課題等の確認を行った。課題の
提出率は良くなったが、学力の向上には至らなかっ

本校は手帳の効果的な利用を指導の一つとして
いる。手帳を上手く使っている生徒は学力が向
上するという傾向がある。この継続と、学力不振
生徒に対する手厚い指導等、基礎基本がしっか
り身につくよう取り組みを進めたい。

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

平日の家庭学習移管は、4時間以上と答
えた生徒が3人いるが、ほとんどしない生
徒も106人もいて、平均では45分にとど
まっている。家庭学習の定着を徹底して
いきたい。

D

平日の学習時間は、4時間以上は３人、ほとんどしな
い生徒は９３人と１学期末とほとんど変化がない。平
均学習時間も44.5分にとどまっている。土・日・祝の
学習時間も平均72.8分となっている。年間を通じて変
化がなかった。

家庭学習の定着は本校のかねてよりの課題で
ある。宿題を出せばきっちりやってくるのが本校
生徒であるが、自学自習となると何をして良いの
か分からないという生徒が多い。考え行動でき
る力を培いたい。

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

Ａ

9月当初の事前調査では、４年制大学194
人、短大12人、専門学校26人、就職3人、
未定91人であった。大まかな進路希望は
持っているが、今後類型選択を含め、指
導していく必要がある。

A

次年度の累計選択を終え、文型（看護・医療系を含
む）が195人、文理型が84人、理型が39名となった。
類型を選択するに当たり、学問の方向性について
は、生徒個々、考えられるようになったと思う。

個別の大学や専門学校まで進路希望を絞れて
いないので、次年度、早期に目標設定を行い、
前倒しした進路指導を行っていきたい。

学年だよりを配布するなどして啓発に努め、
進路目標や部活動目標など、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
1学期終了段階で、学年便りを2回発行し
ている。また、学年集会、ＨＲを通じてこま
めに情報発信を行うよう心がけている。

A

学年便りは、学期毎に学年便りを配布することが出
来た。進路希望を基にした類型選択については、担
任、学年として保護者と話し合いを行い、丁寧に対
応できたと思う。

最近は、保護者にも進路指導が必要であると感
じるようになった。生徒と保護者がともに考え話
し合えるような形の資料配付を行っていきたい。

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

A

１学期の学年遅刻数は168回であった。ク
ラス平均にすると21回になる。怠惰や不
注意による遅刻は少なくなっていると思わ
れるが、心身の不調により遅刻をする生
徒がいる。基本的生活習慣はある程度で
きていると思う。

B

１学期の学年遅刻数は168回、２学期は241回で、合
計409回になる。クラス平均にすると51.1回である。
特に2学期以降、頭痛や腹痛で遅刻、あるいは欠席
をする生徒が増えてきた。進路・家庭・友人関係など
に悩みを抱え、それが体調に現れる生徒が見られ
る。個々の生徒に応じた指導を、一層心がけていか
なくてはならない。全体的には、基本的生活習慣は
ある程度できていると思う。

個々の生徒の状況を把握し、問題を共有すると
ともに、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

体育系クラブ加入生徒が172名、文化系
クラブ加入生徒が64名、合計236名
74.7％の生徒が部活動に加入して、熱心
に活動している。

A

体育系クラブ加入者が163名、文化部系クラブ加入
者が59名、合計222名の生徒がクラブ活動を行って
いる。全体の70.5％にあたる。
3年生が引退し、中心となって活動する一方、部活動
と勉強の両立に悩み、不安を持っている生徒がい
る。両立に向けて、支援をしたい。

毎日の時間の使い方・勉強の方法などを、手帳
を利用して把握し、小さなアドバイスを重ねてい
く。

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

１学期アンケート結果では「そう思う」が
7.2％、「ややそう思う」が43.6％、合計
50.8％であった。英単テストや模擬テスト
の結果から学力や学習量の不足は否め
ない。

C

2学期アンケート結果では「そう思う」が11.5％、「や
やそう思う」が43.6％、合計55.1％であった。一学期
と比較すると、やや増加している。二学期に入り、英
単テストの合格者が増えてきたことなどが原因かと
思われる。

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

１学期生徒アンケートの結果、平日の学
習時間は平均21分、土日の学習時間は
平均57.9分であった。土日でも「ほとんど
しない」生徒が101名いる。学習習慣の定
着に、重点的に取り組まなければならな
い。

D

2学期生徒アンケートの結果、平日の学習時間は
261.8時間で、平均51.3分、土日の学習時間は452.3
時間で、平均88.7分であった。 2学期になり、進路
実現に向けて学習を始めた生徒が多いということで
あろうが、土日でも「1時間未満」または「ほとんどし
ない」と答えた生徒が153名いる。「学年＋1」時間の
学習時間を実践している生徒は、平日で16名であ
り、十分とは言えない。

自己の将来をみつ
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

現在までで3回学年便りを配付した。家庭
学習の喚起や進路目標の設定など、自
己実現のための啓発や進路情報の発信
に努めたい。

現在5号まで学年便りを配付した。
進路実現に向け、意欲喚起や啓発に立てられる
ようにしたい。

第２学年

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に、授業改善
を行い、家庭学習を習慣化させる。

B
基本的生活習慣を確
立させる。

A

第１学年

自分の将来について
考える姿勢を養う。

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、学力向上に向けて「理解
＝わかる」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。

評価項目
具体的目標

（評価小目標）
具体的方策

年度末（３月）

自己評価

・人権意識の向上 ・地域と連携した体験学習の充実

A

豊かな人間性の育成に努める。

・学習指導と部活動指導の連携 ・部活動の奨励とその効果的な指導の工夫 ・学校行事や生徒会活動の活性化

B

C

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

A

B

学習を習慣づけるよう、手帳を活用しながら、生
徒自身が自分の時間の活用を考えられるように
支援する。学習意欲の薄い生徒に、目的意識を
持って学習に取り組む姿勢を持たせるよう、粘り
強く刺激を与えていく。

奈良県立生駒高等学校

教 育 目 標

運 営 方 針

平成２５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一人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。

・一人一人の生徒の自己実現を教職員が一丸となって支援する学校を目指す。
・より質の高い文武両道をめざす生徒を育てる。

B

教員相互による授業観察により授
業の質の向上が見られ、また実力
養成講座や学力補充講座の取組
により、生徒の学力向上が見られ
た。一方、家庭学習時間が十分で
ない生徒も多く見られる。26年度は
全学年で「ビジネス手帳」を導入す
る。丁寧に活用することで課題の克
服につなげたい。

・授業アンケートを活用し、生徒に興味と関心を喚起する授業の展開。 ・校内授業研究の活性化 ・教科会議の充実 ・職員研修の充実

本 年 度 の 重 点 目 標

基礎学力の向上と発展的学習の充実を目指す。

基本的生活習慣や自己管理能力を身に付けさせる。

将来の目標を定め、社会で自立して生きていく力をもった生徒を育てる。

評価指標

部活動加入率が中間評価期
に比べて５％減っている。退部
にはそれぞれ理由があると考
えるが、その後、充実した学校
生活を送れるようにきめ細かく
見ていく必要がある。

B

第２学年で行っている幼稚園と
の交流は、お互いによい教育
効果をもたらせている。今後と
も継続していきたい。
不登校の生徒の家庭での生活
はどのようになっているのであ
ろうか。小さい頃からの習慣
で、夜型になって睡眠時間が
少ないとか、食事はきっちり
とっているのかなどが心配であ
る。そのような視点からも、生
徒を見る必要があると思う。

具 体 的 目 標

・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

・家庭学習の充実 ・挨拶の励行 ・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）

学習と部活動の両立を図れる指導をめざす。



平成２６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

1学期の遅刻総数は245回で1クラスあた
り30.6回である。けがや病気による通院も
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。

受験が近づき、ストレスによる腹痛や、焦りによる体
調不良、深夜までの学習による寝坊などにより、遅
刻につながったケースが増えた結果、遅刻総数は６
５９回となり、クラス平均８２，４回になった。2学期後
半にこの傾向が強く見られた。

進路に関わり、学習時間が増え夜型にならない
よう、規則正しい生活習慣を守るよう伝えた。し
かし、受験期になると学習塾で帰宅が遅くなるこ
とや焦りからの体調不良などが遅刻の原因に
なった。学校生活を大切にし、リズムを守ること
が課題である

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、7月、9月に実施した。生活面の安定
と進路実現を目的に講話を行った。

１２月に１回、１月に２回実施。
受験に向かう前向きな気持ちを持ち続けることと学
校生活の大切さを訴え、落ち着いて受験期を過ごせ
るよう計画の重要性や粘り強く取り組む大切さを伝
えた。また、受験は個人戦ではなく団体戦であること
を同時に伝え、お互い励まし・助け合いながら進んで
いくことを訴えた。

進路決定後の学習に取り組む姿勢が維持でき
ない。人間性を磨くための話が必要である。多
様な対応が求められる。

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

B
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60.5％である。授業
等を通して学力向上に努めたい。

A
生徒アンケートにおいて「そう思う」２３％「ややそう思
う」４７％と７０％の生徒が自身の学力向上を実感し
ている

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

生徒アンケートで、2時間以上学習してい
ると答えている生徒が、50.８％しかいな
い。大学受験に向け家庭学習の啓発に
つとめたい

C

アンケートにおいて平日学習時間は4時間以上３
４％、3時間以上１７％、2時間以上12％と2時間以上
が２０２名65％になった。進路実現に向け家庭学習
が定着した。しかし、進路が早く決定し学習時間なし
49名16％となった。学年全体として平日平均学習時
間は２．８時間であった

「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
１学期に生徒向け、保護者向け学年だよりを
それぞれ１回配布。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。

A
それぞれ学期末に「学年だより」を発行し、生徒・保
護者に情報発信をし、学校・学年の現状や姿勢・思
いが伝わるように心がけた。

タイムリーな話題をより多く載せるようにした。生
徒の心に響く話題を提供できたと感じるが、日常
から情報を収集したい。

各分掌と連携し、儀式や全校朝礼等を充実
したものにする。

儀式等に関する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
儀式に関するホームページを、随時、掲
載することができた。

B
各分掌の協力により儀式や全校朝礼を厳粛で実りあ
るものにすることができた。また、ホームページに随
時、掲載することができた。

全校朝礼等で生徒が発表する機会を増やす。

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。

学校説明会でアンケートを実施し、「たいへ
んよく理解できた」「理解できた」の割合が
90%でA、70%でB、50%でC、50%以下でD。

A
学校説明会アンケートの結果、「よくわ
かった」「わかった」が９０％以上であっ
た。

A

学校経営計画、学校案内リーフレットを作成した。学
校説明会参加者は中学生835名、保護者209名で
あった。アンケート結果より本校の教育方針等をよく
理解していただいたと考えられる。

学校説明会がさらに円滑に進行できるよう改善
する。

育友会、樫葉会、樫木
会活動を円滑に進め
る。

理事会、各部会の取組を円滑に進め、ホー
ムページや育友会広報誌「けんゆう」等を通
じて情報発信をする。

育友会等の活動に関するホームページ掲載
の質・量が昨年より大幅増Ａ、増Ｂ、同程度
Ｃ、減Ｄ

C
育友会からPTAに名称が変更された。広
報誌「けんゆう」８１号が発行された。

PTA、樫葉会、樫木会活動を円滑に進めることがで
きた。PTA広報誌が２回発行された。PTA各部の活
動をホームページに掲載することができた。

PTA行事の案内にメール配信も活用する。

各人年に１度は自教科の授業と、他教科の
授業の授業参観の機会を持つ。

授業参観への参加率 ９０％以上A
８０％以上B ６０％以上C ６０％未満D

A
自教科の授業参観への参加率は、９６％
であった。今後、他教科の授業参観終了
後、数値を確定させる。

A
自教科の授業参観への参加率は９６％、他教科の
授業参観の参加率は１００％であった。

参加率は高い数値である。今後は授業参観シー
トの活用を検討していく。

アンケート等で手帳の効果を把握し、家庭学
習の充実を図る。

平日の家庭学習の時間
学年＋1時間以上A ＋30分～1時間B
学年＋0分～30分C 学年未満Ｄ

D

1学期生徒アンケートから集計すると、平
日の家庭学習時間は、1年44.1分、2年
36.2分、3年126.2分である。3年は過去3
年間では最大である。手帳の活用方法は
引き続き検討していく。

D

2学期生徒アンケートから集計すると、平日の家庭学
習時間は、1年44.5分、2年51.3分、3年167.0分であ
る。また、手帳をうまく使っている生徒は学習も充実
していると思われる。

今年度から活用した手帳を、次年度も採用する
ことが決定した。今後、手帳を利用し、自ら考え
行動できる生徒を育てていきたい。それが、家
庭学習の充実へつながると考える。

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 ５回以上A ４回B ３回C
２回以下D

C

新教育課程の編成など、８月までで教育
課程検討委員会を３回実施した。学習推
進委員会は資料不足のため実施できて
いない。今後、本校生徒の進路状況に応
じた教育課程の検討を進めていく。

A

教育課程検討委員会を５回、学修推進委員会を１回
開いた。次年度の教育課程表の決定、新課程にお
ける学習内容およびそれに伴う大学入試出題範囲
の変化などについて話し合った。また、本校生の実
態と各教科の取り組みについても意見交換した。

次年度は新学習指導要領全面実施から３年目
になる。さらに学習指導の情報交換や教育課程
の編成などを進めていく。また、粘り強い生徒を
育てるための「しかけ」について、他と連携を図
り、議論を深めていく。

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
（人数）

C
(延べ
数)

教務部員９名中４名が、延べ４回、教科の
研究集会や教育課程説明会等に参加し
た。更に、研究集会等に参加していく。

C
（人数）

A
(延べ
数)

教務部員９名中５名が、延べ９回、教科の研究集会
や教育課程説明会等に参加した。

今後も広く参加をしていきたい。

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。

総務

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。ま
た、手帳の効果を把
握し、1年間を通じて
活用方法を検討する。

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。

教務

評価項目

B

B

学校運営が円滑に行
えるように対処する。
各種出版物、学校説
明会、授業公開等を
充実したものにする。

第3学年

授業公開をして教員同士の研
鑽をしているのはよいことで継
続して欲しい。今後、さらなる
授業力向上に向けて、授業参
観後の研究協議等を実施して
はどうか。手帳の活用につい
て、生徒の声はどうか？３年間
継続してやってほしい。成果も
そこで出てくると思う。高校で
の学習時間などについて、中
学校にもフィードバックしてほし
い。また、職員研修に、コーチ
ング研修を取り入れてはどう
か。

A

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

B

C

B

受験は団体戦の合い言葉の元、クラス全体で受
験に向け取り組む態勢を作り上げてきた。しか
し、全体が同じベクトルに向くのがやや遅かっ
た。教員と生徒の意識の差を埋められるように
早くからの仕掛けが必要である。また、早くに進
路決定した生徒達の協力する意識はとてもよく、
クラスの学習への意識を高めるための行動は感
心できた

中間期に比べて、学習時間が
増えていることは望ましいが、
逆に言うと、取りかかりが遅い
とも考えられる。手帳を有効利
用して、スケジュール管理や学
習時間の増加に役立てるのは
よいことである。その上で、進
路の悩みなども手帳に書くな
どして、担任とのコミュニケー
ションツールとして役立ててほ
しい。
自立できていない若者が増え
ているように感じる。職場で自
分の業務に不満を持ち、すぐ
にやめたり、精神的に落ち込
んで立ち直れない者もだんだ
ん多くなっている。是非高校時
代に精神的にも鍛えて人間力
を培ってほしい。

年度末（３月）

評価指標

今後も学校説明会やHPの充
実を図り、広報活動を積極的
に行ってほしい。

具体的目標
（評価小目標）

具体的方策
自己評価

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

C

B

中間期（９月）



平成２６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

生徒指導

通学路マナー、挨拶の励行推進を生活委員
活動として実施する。
日々の登校指導を充実させ、服装・頭髪の
点検や挨拶の奨励をする。

６回以上増Ａ ４回以上増Ｂ
同程度C ３回以下減Ｄ

Ｂ
５．６．９月とのべ９日実施
ボランティアで参加してくれる生徒が増え
ている。

Ａ

通学マナー・挨拶運動は毎月3日を9回計27日実施
することができた。活動にボランティアで参加してくれ
る生徒が増え、意識が高まってきた。苦情の件数も
減少した。しかし、昨年同様服装面で女子のリボン
不着用や男子の第一ボタンを閉めていない生徒へ
の指導が課題である。

幼・小・中・高の連携の挨拶運動を積極的に取り組く
み、地域の活性化と安全に貢献していく。また、普段
から地域の方々に自然に挨拶ができるように地域連
携の意識を高める。制服の正しい着こなしを職員全
員で指導する体制と作っていく。

校外指導を充実させ、電車内、ターミナル指
導を実施する。規範意識の向上を目指す。

６回以上Ａ ５回Ｂ ４回Ｃ ３回以下Ｄ Ｄ
考査中６日及び県下一斉のターミナル指
導を１回行った。
マナーは良くなっている。

Ａ

県下一斉指導や定期考査時に指導を行った。全体
的にマナーは向上している。課題としては数件の車
内でのマナーに関する苦情あった。粘り強く意識を高
める指導が必要がある。

公共マナーと規範意識の向上を目ざす取組を
粘り強くしていく。
また、良い行動を自己評価させ紹介をしていく。

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
ＳＨＲに遅刻する生徒は激減しているが、
体調不良等大幅な遅刻者減少していな
い。

Ａ
１１％減と減少しているが、１時間・２時間の遅刻者
については増加している。友人・家族関係の悩み等
で体調を崩す生徒に対する指導が課題である。

精神的なケアー等も含めきめ細かい個別指導を
していく。
特別支援を必要とする生徒に対し人教部と連携
していく。

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
１０％以上減Ｃ 同程度Ｄ

Ｂ
特別指導数は減少している。

28%減。少し減少している。指導件数１４件の半数以
上は携帯電話に関わる指導であった。情報モラルの
低い生徒への指導が課題である。

規範意識などの、マナー・ルールを守る。正しい
言葉使いなど、人としての力をつけさせるきめ細
い徹底した指導を粘り強くしていく。

家庭や地域、関係諸
機関との連携を強化
する。

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 Ｄ
例年どおりでであるが、内容を少し変更し
た。

Ｂ
計画通りには実施できた。さらに、生徒・保護者への
啓発活動について、内容・伝え方等改善をしていく。

学校内・外での生徒の様子などを知らせるな
ど、タイムリーに啓発活動を実施していきたい。

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 Ｄ
中学校区や生駒市の補導活動
の半数の３回しか参加できていない。

Ａ
地域の補導活動への参加を可能な範囲ではあるが
参加することができた。

連携をとりながら参加していきたい。

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、
校内でさまざまな講習を企画し、生徒のニー
ズに応える。

生徒アンケートにおいて、受講して効果が
あった
７０％以上：A
６０％以上：B
５０％以上：C
５０％以下：D

-
9月末に1学期と夏期休業中の講座につ
いてのアンケートを実施予定である。

A

アンケートの結果は、73％を超える生徒が「受講して
よかった」と答えた。ただ、活用しない生徒がまだま
だ多いので、生徒のニーズをどう汲み上げるかが課
題である。

次年度に向けて、新しいネット講座の紹介に踏
み切った。この講座受講者のみならず、本校の
講座を受講する者に達成感のある一年となるよ
う、職員全体で取り組みたい。

進路自習室を整備し、各自が学びやすい環
境を作る。

生徒の利用状況を定時観察で把握し、
のべ６０００回以上：A
のべ５５００回以上：B
のべ５０００回以上：C
のべ５０００回以下：D

Ｄ
始業前、昼休み、放課後の3回で使用状
況をチェックしているが、一日平均20名程
度である。

D

数字は上がっていないが、自習室に設置しているコ
ピー機のカウントの伸びや、始業前、昼食休憩時、
放課後の状況を見ると、よく活用されていると見てい
る。

休日の開室に課題がある。生徒全体の利便性
に供することなので、職員全体で取り組むことが
できないか。

進路情報の収集、活用にふさわしい進路指
導室を目指し、進路係を通じた資料の提供
方法も工夫する。

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

- アンケート未実施である。 D

昨年度、今年度と、進路情報がよどみなく生徒の目
に届くにはどうしたらよいかと試行錯誤している。とも
に、生徒にその大事な役割も持たせたい。このねら
いの実現に進んでいく。

各ホールルームに「進路係」を設け、生徒を通じ
て進路情報の周知を図るという本年度の形式を
継続していく。

外部から講師を招き、生徒および保護者に
適切な情報を提供するとともに、教員には校
外での研究会や説明会への参加を呼びかけ
る。

研究会の企画回数と校外での研究会への参
加回数が、
企画８回以上かつ参加３０回以上：A
企画８回以上あるいは参加３０回以上：B
企画４回以上かつ参加２０回以上：C
企画４回未満かつ参加２０回未満：D

Ｂ
ＰＴＡ進路部とともに、参加したガイダンス
も含め、大学等の説明会・研修会に参加
した回数は30回以上に上る。

B

今年度立ち上がったＰＴＡ進路部とともに企画したも
のは2回にしか過ぎなかった。頻繁に提供できるよう
にしていきたい。
教員の参加態勢も改善の余地を残した。

次年度、ＰＴＡ進路部の委員も他の委員と同列
に選出される。陣容も整ってくるので、よりいっそ
う連携を深め、保護者への啓発活動にも力を入
れたい。

「進路のてびき」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、「進路のてびき」が
役に立った
７０％以上：Ａ
６０％以上：Ｂ
５０％以上：Ｃ
５０％未満：Ｄ

- アンケート未実施である。 A

アンケートでは、幾分肯定的な評価と言える「役に立
つ部分もある」を合わせて全学年で80％を超えてい
るが、生徒の内実は様々であり、個々の要望に応え
られる｢進路のてびき」を模索していきたい。

年一回の｢進路のてびき」だけでなく、｢進路広
報｣と名付けた、随時の掲示物を作成していくよ
うにした。タイムリーな情報提供に努めたい。

人権意識を高め、行
動できる生徒を育て
る。

校内人権教育講演会の充実を図り、人権
侵害や差別を見抜き、それらを解決・解消す
る意志と実践力をもった生徒を育成する。

人権講演会の生徒アンケートにおいて、
“大変よかった”と“まあまあよかった”とで
８０％以上Ａ ７０％以上Ｂ ６０％以上Ｃ ６
０％未満Ｄ

＿ 人権講演会は未実施である。

人権講演会については“大変よかった”と“まあまあ
よかった”をあわせて、86.5％の回答があった。今回
のテーマは「デートＤＶ」で、生徒たちにとっては、身
近に感じることの内容であったと思われる。

人権講演会の内容については、今後も検討を加
え、生徒の状況に対応でき、心に響く内容となる
ようについて努める。

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、「なかまづくり」
が“よくできた”と“まあまあできた”とで
８０％以上Ａ ７０％以上Ｂ ６０％以上Ｃ
６０％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95.7％の回答が
あった。

「なかまづくり」には、相手の立場に立って物事を考
える感性と、意見の違いを認め、近づけ、一致点を
見いだすコミュニケーション能力の育成が不可欠で
あると考える。ＨＲの時間を核とした「なかまづくり」
に、人権教育部としても一定の役割を果たせたと思

人権教育部としては、違いを認めることの大切さ
に気づかせる授業を行うなどの創意工夫を交
え、今後もより効果が上がるように努力する。

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、
“大変よかった”と“まあまあよかった”とで
８０％以上Ａ ７０％以上Ｂ ６０％以上Ｃ ６
０％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90.6％の回答があった。

第一学年で実施した“かざぐるま”見学実習は効果を
上げたと考えている。また、人権委員を中心とした文
化祭での活動、ＰＴＡによる“かざぐるま”での人権研
修会の開催、PTAの牛乳パックの回収などでも交流
が深まった。

第一学年全員実施として取り組んでいる“かざぐ
るま見学実習”であるが、人権委員以外は再度
交流する機会が持てていない。今後、より多くの
生徒が継続的に交流する方策を模索する。

昨年度は挨拶が返ってこな
かったときもあったが、今年は
返ってきた。挨拶は基本である
と考える。社会人になっても先
輩に挨拶のできない若者が増
えている。若い頃に身につけさ
せてほしい。総じて生駒高校
の生徒は礼儀正しく、素直でき
ちんと挨拶できていると思う。
日頃の指導の賜であろうと思
う。地域の幼・小・中・高の学校
が連携して挨拶運動を展開し
ているのもすばらしい取組であ
ると思う。小中学生も高校生の
姿を見ることによってよい刺激
になっている。ただ携帯電話や
スマートフォンを操作しながら
歩いている生徒がいるので危
険でもあるので、注意を促して
ほしい。

B

B

Ｂ

C

人権教育

具体的目標
（評価小目標）

B

ＡＡ

A

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

年度末（３月）

奈良県立生駒高等学校

基本的生活習慣の確
立を図る。

具体的方策

生徒個々が進路希望
の実現を図れるよう努
める。

進路情報を充実し、利
用しやすい環境を整
備する。

進路指導

評価指標

中間期（９月）

Ａ

評価項目
自己評価

Ａ

C

キャリア教育のいっそうの推進
のため、卒業生の話を聞く機
会を持つことは大変よいことで
ある。第２学年でも必要ではな
いか。卒業生を大いに利用し
てほしい。何よりも目標を早く
設定させる必要がある。確か
に自発的に学習して自分の将
来設計を立てられれば一番よ
いが、現実的には難しいと思
われるので、学校の方で刺激
を与えて、見通しを持った3年
間を過ごすことができるように
取り組んでほしい。

優しい生徒が多いと聞いてい
る。「エネルギーを持ったやさし
さ」を持つ生徒の育成めざして
欲しい。また、人の気持ちを理
解でき、生きる力を持った生徒
の育成に今後も尽力してほし
い。



平成２６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

教育支援

様々な悩みを抱える
生徒に対して心の安
定を図る。進学につい
ても支援を行う。

教育相談体制について人権教育部の支援を
受けて協力体制を整え、学年・担任・関係部
署と連携をとり、進学についても指導を行う。

情報交換会回数（月平均）
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

B

定期的に開催できませんでしたが、個別
に情報交換を行い、人権教育部の支援
の下、各生徒に対して適切な対応を心が
けています。

B

教育相談体制については人権教育部の支援を受け
て学年・担任・関係部署と連携を図れたことや、進学
についても十分適切な指導ができたことは収穫で
あった。情報交換会については定期的に開催できな
かった。

教育相談体制については、人権教育部の支援
を受けて協力体制を整えてより適切な連携がで
きるように努める。

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
1学期末の加入率は５５％
2学期に向け、下がる可能性がある。

Ｂ

1年男子は例年74％の加入率を維持、女子は３％Ｕ
Ｐするも27％と低い加入率である。現時点での加入
率は、50％である。男子69.7％と１年から進級にとも
ない部活から離れた、しかし女子は10名部活を始め
28％とＵＰしている

魅力ある部活動のアピール、競技力の向上、充
実したトレーニング機器の設置、施設の整備。

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ポイン未満D

Ｃ

前年度比 2年男子－１．９、3年男子０．
８ 2年女子１．２、3年女子１．３と大きな
向上はみられない。 １年間の体力の向
上としては、2年男子０．１女子１と発達に
伴う向上がある。３年男子－１．２女子－
０．４と下降傾向にある。1年男子は前年
度比１．７と体力の高い生徒が多い。

B

体力の向上について、,過去５年にわたり結果を分析
し、１年から２年にかけ１ポイント前後の向上と、２年
から３年にかけて１ポイント下降にある。一層の体力
向上と、体力維持を視野にトレーニング方法の構築
を考える。

体育授業の開始に体ほぐしを継続的にしてい
る。体を動かすことが苦手な生徒も積極的に取
り組んでいる。ただ、授業時間外で体を動かす、
鍛えるまでには至ってはいない。学校のトレーニ
ング施設の充実

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Ａ歯科Ｄ尿Ｂ眼科Ｃ
歯科については、個別指導を
行う予定。

特に歯の治療について、５本以上保有している者に
個人の資料を配布し、受診を促した。成果が見られ
たが、まだ十分とはいえないため、再度課題とする。

生徒アンケートにみられる、受診しない理由を分
析し、来年度に活かす。

食育の意識を高め
る。

朝食の摂取率の向上を目指す。
９８％以上Ａ ８０％以上Ｂ ６０％以上Ｃ
６０％未満Ｄ

B

朝食を毎日食べる ８８．１％
週に２～３回しか食べない６.５％ ほ
とんど食べない ４．３％
全く食べない ０．５％

2年生は、家庭基礎で食事について学び、意識が高
くなったのか教科のアンケートでは９６％が朝食を
摂っている。しかし、内容についてはパンと飲み物の
みと答えた者も多く、まだまだ改善が必要である。

1年次より意識を高くさせるために講演会を開い
たり食育便りを発行するなどの手立てが必要で
ある。

日々の清掃・美化活動を継続し、より徹底す
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
施設の老朽化に関わらず、皆精一杯清
掃を頑張っている。

年々老朽化が進み、いかんともしがたいが、生徒は
真面目に精一杯取り組んでくれている。これからも予
算的に苦しいであろうが現場の努力で何とかやって
いきたい。

地道にきっちりと清掃活動を続けてていく。一人
ひとりの清掃に対する意識の啓発を更に図って
いく。

通学路清掃等の奉仕活動を活発に実施す
る。

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とする。

B 継続的な活動を行っている。
本年度は学年別で毎月一回の通学路清掃を実施す
ることができた。有志の参加者も回を重ねるごとに増
加している。参加生徒は皆熱心に活動してくれた。

来年度も引き続き同じような形態で定例の通学
路清掃に取り組みたい。また、年に二回程度全
学年でもう少し広範囲の通学路清掃に取り組み
たい。

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
積極的に活動できるよう指導する。

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
行事等での委員会の活動、生徒会執行
部の活動が活発に行われた。

生徒会役員は文化祭をはじめとする学校行事にお
いて、主体的・積極的に取り組んだ。また各委員会
の活動は、日常より活発に行われ成果を上げた。

生徒会活動と各委員会の活動について、今後も
より生徒が主体的・積極的に取り組む指導・助
言を行いたい。

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

Ａ
アンケート結果によると、文化祭の満足
度は各学年とも８０％超えであった。

生徒のアンケート結果は良好であったが、第１日目
の全体行事と展示の内容が各クラス似かよったもの
となったので、今後内容の充実を図りたい。

全体行事と展示の内容の精選が必要である。そ
のためには、内容について早期より指導・助言
を行い、充実した文化祭の取り組みとなるように
したい。

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 年間115回以上
Ａ/年間104回以上Ｂ/年間93回以上Ｃ
/年間92回以下Ｄ

- ホームページの更新回数は45回です。
ホームページの更新回数は1月末時点で80回です。
年間更新回数104回以上Ｂの達成は困難の見通し。

各分掌とクラブに働きかけを強めるとともに新た
な定期コンテンツの作成を進める。

生徒の読書活動を推
進する。

朝の読書週間や計画的な広報活動の実施。
読書指導(読書感想文コンクール応募等)を
充実させる。

貸出冊数年1300冊以上A,1200冊以上
B,1100冊以上C,1000冊以上D。

-
6月に朝の読書週間を実施。1学期に4回
図書館便りを発行。9月1日現在で貸出冊
数は708冊。

朝の読書を1,3学期は4日間、2学期は3日間実施で
きたが、もう少し実施期間をのばしてほしいと生徒か
ら要望有り。1月30日現在の貸出冊数は、1300冊で
ある。

いろいろな行事等と調整を図りながら、朝の読
書の実施期間をのばす。引き続き広報活動を充
実させる。

生徒が、校舎内外とも
に安全で快適な生活
が出来る教育環境の
整備に努める。

環境整備部と連携しながら、安全点検と予防
保全の徹底をし、必要な予算を要求していく

修理要望箇所をすぐにできればＡ、時間がか
かってもできればＢ、持ち越せばＣ

Ｂ

施設設備の経年劣化による不具合箇所
が増加している。耐震工事で、外見は新
しくなったが、室内は変更無しのため蛍光
灯の安定器や扇風機等、不具合箇所は
その都度対応している。

施設の不具合箇所は多々あるが、アリーナの電灯
や、トイレの修理等、先生方の協力で改善したり、業
者に修理してもらったりと、その都度対応できている
と思う。まだまだ優先順位の高いところから修理して
いる状況で、高額になるもの等は、改善できていな
い。

予算の範囲内で優先順位を考慮して修理改善
に努める。

事務室の親切丁寧な
接遇及び的確な文
書・物品の管理

来客や電話の対応については、より一層 親
切丁寧 及び迅速にを心がける。また、文書
管理において、整理整頓をめざす。

来客や電話の対応について、よい評価が得
られたらＡ、苦情が来なければＢ、苦情が出
たらＣ

Ａ

証明書の発行、授業料・学校諸経費の滞
納者への対応、本年度からは、就学支援
金の保護者への対応等いつも親切丁寧
で、的確に出来ている。

来客や電話の対応、証明書の発行、授業料・学校諸
経費の滞納者への対応等いつも親切丁寧で、的確
に出来ている。

継続実施する。

学校運営経費及び、
光熱水費の適切な執
行管理

電気料金値上げ額相当分、消費税のアップ
分の予算配当は行われていないので、より
一層の光熱水費の削減、節電・節水の慣行
等、省エネについての啓発に努め、適切な執
行管理を行う

光熱水費の使用料が１割以上下がればＡ、
前年並みならＢ、１割以上上がればＣ

Ｂ

光熱水費の使用料は、電気は少し増え、
水道は少し減少している。これからも、光
熱水費の削減のための啓発を行っていき
たい。

中間期と同じく光熱水費の使用料は、電気は少し増
え、水道は少し減少している。県費の配当は少ない
ので、これからも教職員一丸となって経費削減に努
めたい。

教職員に周知しながら、これからも経費の削減
に努める。

中間期（９月）

具体的方策

予算の関係もあるが、施設設
備が老朽化していることは確
かである。生徒の、安全に関
わる部分は優先して改善して
いって欲しい。

生徒の体力の向上を
図る。

改善方策にあるように、教育
相談や、特別支援の体制整備
に尽力して欲しい。

評価項目 評価指標

奈良県立生駒高等学校

引き続き学校の情報や取組等
について、積極的に広報活動
をして欲しい。ホームページの
クラブ関係の更新を積極的に
行って欲しい。

学校の教育目標である「より質
の高い文武両道」を標榜され
ているのが、実際には学習と
の両立はなかなか困難な面も
あるだろう。しかし部活動が将
来の自分にとっても大切であ
り、生きていく力にもなることを
教えてほしい。

C

B

B

具体的目標
（評価小目標）

B

B

B

保健体育

事務

B

A

教育情報 B

A

B

B

環境整備
「生活の場」の美化に
努め、清潔、安全で美
しい環境を作る。

B

B

壱分町の地域清掃活動（毎年
６月中旬）にも参加してもらえ
れば、地域とのつながりにもな
る。今後も、継続的な取組をお
願いしたい。

A

特別活動

Ｂ

Ｂ 継続的な取組をお願いしたい。

Ｂ

年度末（３月）

自己評価
学校関係者評価（結果・分析）

及び改善方策


