
平成２５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する。遅刻や欠席
等時間厳守の徹底し、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68回で、クラス平均は8.5回
になる。多くの生徒が、基本的生活習慣を維持してい
ると言えるが、4・5月に比べ6月の遅刻者数が増えて
いる現状がある。

1学期の学年遅刻総数は68回、2学期は179回で、合計247回
になる。クラス平均は30.9回である。体調不良による遅刻もあ
るが、2学期に入り、遅刻回数が増えた。怠惰や不注意による
遅刻は、それほど多くはないが、生活習慣が変化している生徒
に注意し、継続的に指導する。服装(女子のスカートなど)も、指
導を続けていきたい。

個々の生徒に対する粘り強い対応と、保護者と
の連携を続ける。

学習と部活動の両立を目指す生徒を多く育てる。
部活動の加入率
▼ ７０％以上Ａ ▼ ６５％以上Ｂ
▼ ６０％以上Ｃ ▼６０％未満Ｄ

A

部活動に加入している生徒は、体育系部活動が196
名、文化系部活動が73名で、全体の84.1％にあた
る。学業と両立を目指し、それぞれ努力を続けていっ
てほしい。

A

部活動に加入している生徒は、体育系部活動が181名、文化
系部活動が63名で、全体の76.3％となった。部活動を継続し、
それが生活の中心になっている生徒が多い。学業との両立を
支援したい。一方で23名の生徒が部活動をやめており、それら
の生徒の生活の変化を、注意して見ていきたい。

学習の仕方や学習時間確保の方法について、
個々に対応し支援をする。

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

1学期末のアンケート結果では、「そう思う」と答えた
生徒が13.1％、「ややそう思う」と答えた生徒が47.9％
で、合計61.0％であった。だが、模擬試験の結果を見
ると、多くの生徒に学習事項が定着していないことが
分かる。今後、生徒の基礎学力習得に向けて、学年
で重点的に取り組んでいきたい。

D

2学期末のアンケート結果では、「そう思う」と答えた生徒が
7.0％、「ややそう思う」と答えた生徒が35.8％で、合計42.8％で
あった。例えば英単テストの合格率の低さなどからも、家庭学
習の習慣を身につけていない生徒が多いことがわかる。また
与えられた課題を最低限こなしている、という生徒も多い。学
習習慣や基礎学力を定着させるよう、今後も取り組んでいきた
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

一学期末のアンケート結果では、平均学習時間は
51.8分であった。毎日の学習が習慣化している生徒
は28.7%という結果もあり、家庭学習が習慣づいてい
るとは言えない。

D

2学期アンケート結果では、平日の学習時間は1時間以上と答
えた生徒が82名で最も多く、次いで30分以上の72名が多い。
毎日1時間以上は勉強している生徒は115名で全体の37.6%に
あたる。1学期と比較すると、学習が習慣化している生徒は増
えているが、全体の平均としては、30分以上1時間未満であ
る。また23.9%にあたる73名の生徒は「ほとんど勉強していな
い」。土日は1時間以上が最も多く68名で、次いで2時間以上の
53名である。全体としては168名、約55%の生徒が1時間以上は
勉強しているが、21%にあたる63名の生徒が「ほとんど勉強し
ていない」と答えている。

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

ー
現在、進路目標の一環として、類型選択に向けて取
り組みを進めている。

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。類型選択等を通して、生徒は将来について考える機会を
持てた。HRやGSの時間を利用しての進路学習・進路講演会の
時間が自分の進路決定に役立った、あるいは役立った部分が
あったと答えた生徒は、全体の81.8%であった。

今年度に引き続き次年度も、面談等を細やかに
行い、生徒が進路に対してもっと具体的なビジョ
ンを持てるよう、指導していく。

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
類型選択や模擬試験などについて、折に触れて啓発
に努めている。

A 現在5号まで学年便りをを配付した。
生徒の現状を踏まえ、意欲喚起や啓発に役立て
られるようにしたい。

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

B

1学期の学年遅刻総数は238回であった。クラス平均
にすると30回になる。通院等の遅刻も含まれるので、
怠惰や不注意による遅刻は、本学年については少な
くなっている。欠席や遅刻における基本的生活習慣
はある程度できていると思う。

C

1学期の学年遅刻総数は238回、2学期は430回、この時点で合
計668回となる。クラス平均にすると83回になる。進路、家庭、
友人関係の悩みなどで遅刻する数名の生徒が大きな数字を残
している。怠惰や不注意による遅刻は、本学年については少
なくなっている。個々に対する対応も大きな課題になっている。
全体的には欠席や遅刻における基本的生活習慣は,できてい
ると思う。

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
体育部加入生徒が162名、文化部が63名と、72.1％
が部活動に加入して、熱心に活動している。本校の
特色であるが、学業との両立を目指していきたい。

B

体育部加入生徒が154名、文化部が58名とと、69.5％となり7割
を下回った。3年生が引退し、中心となって活動する反面、学習
に対する不安が出てくる時期でもあり、加入率が下がったと考
えられる。本校の特色である文武両道をうまくこなせるように
支援していきたい。

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

そう思うが10.2％、ややそう思うが36.9％で、合計
47.1％。1学期のアンケート結果であるが、模擬試験
の結果も示すように学力の低下は否めない。学年と
して、秋以降重点的に取り組んでいきたい。

D

そう思うが7.4％、ややそう思うが36.2％で、合計43.6％が学力
の向上を実感している。1学期と比較してやや減少傾向にあ
る。週間学習計画表を作成し家庭学習に取り組む時間を確保
し予習・復習の習慣を身についてきた結果として逆に感じるこ
とができた結果でないかととらえる。週間学習計画作成を今後
も継続して取り組んでいきたい。

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

部活動に熱心に取り組んでいるから、「時間がない」
では済まされない。平日の学習時間は学年226時間
と平均すれば44分となる。土日でも320時間と平均63
分と、定着しているとは到底言えない時間である。

D

2学期アンケート結果では、平日の学習時間は245時間で一人
平均49.1分、土日では422時間で一人平均83分となった。毎日
１時間以上学習している生徒は156名。2学期と比較して伸び
ている。これは、学習計画を立てさせている効果と考える。習
慣になるまで継続させなければならない、家庭学習のさらなる
定着が課題である。

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
年間に位階以下 … Ｄ

B
1学期の三者面談で、学年便りを配布した。学校行事
や学習活動、進路目標の確定等、情報発信の機会を
増やしていきたい。

学期の終わりに学年便りを配布した。生徒・保護者に向けたも
のだが、生活面・学習面ともに啓発がはかられたと思う。

学校行事、学年集会やＨＲとより連動した内容
にする。

家庭学習を習慣化させるために学習記録表など
を使い、繰り返し指導する。また、毎日の勉強時
間が「30分未満」、又は「ほとんどしていない」生
徒に対して、彼らが自発的に学習に向かう意欲
を持てるように、手立てを考えていく。

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。また、今年
度２学期より始めた週間学習計画表を継続さ
せ、家庭学習を習慣化できるように支援してい
く。

自分の将来について考える姿勢
を養う。

基本的生活習慣を確立させる。

A

第２学年

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「わかる」授業を展開す
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に、授業改善を行い、家庭学
習を習慣化させる。

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

学校関係者評価（結果・分析）及び
改善方策

年度末（３月）

自己評価

部活動で3年生が引退すれば、2年
生が中心になる。どうしても家庭学
習の時間が足りなくなる傾向にあ
ることは理解できる。これも先生方
が粘り強く指導していただき、意識
改革を行ってほしい。本来は生徒
自らが勉強不足をしっかりと自覚
することが大切だが、やっぱり難し
いところであるので学校の方から
刺激を与えてほしい。

B

A

B

遅刻の問題については、なかなか
解消されないようである。特定の生
徒が心の問題で大幅な遅刻を繰り
返している現状を知り、大変難しい
問題と感じる。そのような生徒は学
校生活に楽しみとか喜びを感じて
いなくて、学校生活に光明を見いだ
せないのだろう。学校の取組で喜
びを見いだせる仕掛けを考えてほ
しい。また、将来に向けて早い段階
で目標を設定できたら、意欲も湧い
てくるのではないかと思う。

C

B

D

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、
早い段階から将来の目標を掲げて地道に学習
する習慣をつけさせたい。

・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

評価項目 具体的目標 （評価小目標） 具体的方策 評価指標

・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。

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

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。

奈良県立生駒高等学校

教 育 目 標

運 営 方 針

平成２４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。

具 体 的 目 標

・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。
・文武両道の精神を大切にしながら、何事にも積極的にチャレンジする生徒を育てる。

Ｂ

・人権意識の向上 ・地域と連携した体験学習の充実



平成２５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

Ａ

1学期の遅刻については、多いクラスで33回、少ない
クラスは5回で、学年で１８０回であった。（公傷による
通院を含む） ２学期は受験の時期となるが、生活リ
ズムを守り基本的生活習慣を乱す事のないよう指導
していきたい。

学年末の遅刻総数は学年で677回であった。少ない
クラスで20回、多いクラスは156回となったがこのクラ
スには不登校傾向の生徒がおり、1名で66回となっ
た。受験が近づいた生徒がそのストレスや腹痛など
の体調不良により、遅刻に繋がったケースが増えた。
遅刻5回以上の生徒は学年で47人、無遅刻は162
人、皆勤生徒は33人だった。

規則正しい生活習慣を、受験期も含め年間を通
して生徒に訴えた。結果、寝坊や不注意で遅刻
をする生徒は少なかった。受験シーズンでいか
に生活リズムを整えさせるかが課題である。

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

学校における最高学年としての意識と自覚を喚起し、
文武両道を貫き、自己の進路目標実現に向けて努力
を惜しまない姿勢の涵養を図る。

生活全般や進路について、不安な気持ちになるのは
当然であり、落ち着いて学校生活を送れるよう注意を
払いながら先を見越して指導していった。また、進路
決定の時期が一定しないことも勘案し、受験は学年
が助け合い・励まし合いながら一つになって向かって
いくものであると訴えた。集合はいつも早かった。

生徒がより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し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
アンケートでは、約５８％の生徒が、自己の学力は向
上したと感じている。

Ａ
アンケートでは、「そう思う」が２９％、「ややそう思う」
が４６％と、７５％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

D
入試を念頭に現在約１２０名が2時間以上家庭学習
を行うようになっている。ただ、学年全体では、まだ２
時間の家庭学習も確保されていない。

Ｃ

4時間以上は３１％、3時間以上は２２％、2時間以上
は１５％と2時間以上の生徒は220名に増加し学年平
均で２．４時間となった。しかし進路が早く決定しほと
んどしない生徒も１２％となった。

「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
「学年だより」やアンケート等で、目的意識の喚起と自
己啓発を行っている。

Ａ
学期末に「学年だより」を発行し、生徒・保護者に、少
しでも学年としての姿勢や思いを伝わるように心がけ
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していきたい。

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、授業公開等充実したものに
する。

各分掌と連携し、儀式や全校朝礼等充実したものに
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。

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を作成した。学
校説明会の参加者は中学生保護者あわせて約１１５
０名であった。

学校説明会は暑い時期に多人数での実施であった
が、アンケート結果によると、ほとんどの方が本校の
教育方針等がよくわかったと回答して下さった。

実施方法を検討したい。

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。

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
理事会、各部会も例年同様活発に活動できている。
広報誌けんゆう79号を発刊した。

育友会各部の活動をホームページに掲載することが
できた。広報誌けんゆうを２回発刊した。

メール配信も活用したい。

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

新教育課程の編成、奈良TIMEや校時表の見直しな
ど、８月までで、教育課程検討委員会を３回、学修推
進委員会を１回、計４回実施した。年度後半は、奈良
TIMEの実施状況をまとめていく。

１１月までに教育課程検討委員会を４回、２月までに
学修推進委員会を２回開いた。新教育課程表の編
成、朝の読書の時間と校時の見直しなどを決定した。
また、生徒の学習状況の把握と家庭学習の充実につ
いての取り組みも行った。

さらに、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）
B

(延べ
数)

教務部員８名中４名が、延べ５回、教科の研究集会
や教育課程説明会等に参加した。

教務部員８名中４名が、延べ８回、教科の研究集会
や教育課程説明会等に参加した。

教育課程のよりよい対応に向けて、今後も広く
参加をしていきたい。

B

参加者一覧用紙から、自教科の授業参観への参加
率は、９６％であったと思われる。他教科の授業参観
の参加率は９４％であった。

参加率は高い数値である。今後も実施方法を検
討していく。

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。

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。

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。

評価項目

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。

今後もＨＰの充実を図ってもらいた
い。

年度末（３月）

B

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

Ｂ

Ｃ

第3学年

総務 B

B

教務

奈良県立生駒高等学校

1学期が修了し、スムースに受験体制に入れた
と思う。進学講座や自習室で遅くまで学習する3
年生の姿を多く目にする。その反面、入試その
ものが多様化し、早い生徒は夏休み中に、最後
まで頑張る生徒は3月末までと、半年以上の差
がある。進路確定した生徒を、いかに学習に向
けるかが課題である。

Ｂ

進路指導は熱心に細やかにされて
いると感心している。一方で社会人
から見て丁寧すぎて自立できてい
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、中には親が出
て抗議することもある。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。

自己評価

生徒の学習意欲を高めるために
色々工夫されたり、先生同士研鑽
を重ねていることは評価したい。今
後も継続してほしい。

A

C
（人
数）
A

(延べ
数)

A

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）

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

参加者一覧用紙から、自教科の授業参観への参加
率は、９６％であったと思われる。不参加であったの
も事情があってのことだと聞いている。今後、他教科
の授業参観がすんだ後、数値を確定させる。



平成２５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

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

Ａ 1学期に6回実施。 Ｂ

通学マナー・挨拶運動は年間13回実施することがで
きた。活動に自主的に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、
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。

２月より行うこととなった幼・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。今後、より多くの有志の
参加を呼びかけ、挨拶やマナーの向上につなげ
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 Ｃ 計画通りに実施できている。 Ｂ

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。課題としては駅構内での携
帯使用が危険を伴うため安全意識を高める必要があ
る。

引き続き規範意識の向上を目ざす取組をしてい
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

Ａ １３％減 Ａ
１３％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。精神的なケアー等も含めき
め細かい個別指導が必要である。

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。
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 28％減
２８％減。少し減少しているが、１・２年生で窃盗・万
引き・喫煙が数件あり、規範意識の低い生徒への指
導が課題である。

規範意識などの、マナー・ルールを守るといっ
た、人としての力をつけさせるきめ細い徹底した
指導を行う。

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 ２回計画通りに実施 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 ２回参加 Ｂ
地域の補導活動への参加は計画通りには参加でき
なかった。

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

ー アンケート未実施である。

河合塾のサテライト講座7講座を含め、通年で59講座
行った。第2学期後半に行われた生徒アンケートによ
ると、のべ1161名が受講して約81％にあたる944名
が「力がついた」と回答している。

生徒の実情把握に今後も努め、ニーズに合う講
座を紹介、開講していく。

進路自習室を整備し、各自が学びやすい環境を作
る。

生徒の利用回数が、
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

職員会議(9月)の職員会議に報告した通り、8月30日
でのべ1098回の記録が利用簿に残っている。残念な
ことに、利用簿に記入しないで利用している生徒がか
なりいる。

利用簿の記入を簡便にするなど工夫を凝らしたが、
始業前、昼休み、放課後の利用状況をその都度記録
するのは困難であった。記録方法は失敗したと言わ
れても致し方ない。ただ、問題集の利用状況や生徒
からの聞き取りでは進路自習室の設置は大きな意義
があった事は間違いない。

評価指標を見直す。

ここ数年の課題であった進路指導室のレイアウトの
変更を行い、進路情報の収集、活用にふさわしい進
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

ー アンケート未実施である。
アンケートでは、学年が進行するにつれて「役に立
つ」という回答が増えている。進路情報の重要性が自
覚できるようになるからだろう。

各ホームルームに進路委員(仮称)を設置しても
らって、いっそうの周知活動に努めていきたい。

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

Ｃ
生徒向け2回、保護者向け3回、大学、予備校、受験
情報産業の各種研究会に第3学年、教科科目担当、
進路指導部で対応し参加して研修に努めた。

進路探究会も含めて生徒向けは3回、保護者向け3
回、大学、予備校、受験情報産業の各種研究会に第
3学年、教科科目担当、進路指導部で対応し参加して
生徒への還元に努めた。

保護者向け講演会については、育友会と連携し
て保護者への情報提供のよい機会としていきた
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

ー アンケート未実施である。

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」を合わせて約77％である。生徒の多く
が進学希望であるとはいえ、その内実は様々であ
る。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。

今年度、HRでの利用に応えるものではなかった
かもしれない。受験体験談は第３学年で大学入
試センター試験前に増刷して活用されるなど有
用なので比較的好評なので、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。

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 ６０％未満Ｄ

ー 人権講演会は未実施である。
人権講演会ついては“大変よかった”と“まあまあよ
かった”とで７５．７％の回答があったが、８０％を超す
にいたっていない。

人権講演会の内容についてはさらに検討を加え
ながら、生徒の状況や心に響く内容にしていき
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、「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９６．０％の回答があった。

「なかまづくり」に関わって、「いじめ」問題につながり
かねないインターネットやメールの問題を取り上げＨ
Ｒ展開を行ったが、それ以外の内容も必要ではない
かと考える。

「なかまづくり」において、「いじめ」問題だけでは
なく、多くの内容を包括できるような新たな教材
を提示できるよう努力する。

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 ６０％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８８．９％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、吹奏楽部の「かざぐるまつり」への参
加、育友会の牛乳パックの回収などでも交流が深
まった。

「かざぐるま」での見学実習や交流だけではな
く、地域におけるボランティア活動にも学校全体
として積極的に参加できるように努める。

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。

Ｂ

Ａ
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。

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

人権教育

生徒個々が進路希望の実現を図
れるよう努める。

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

B
家庭や地域、関係諸機関との連
携を強化する。

Ｄ

自己評価

B

年度末（３月）

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。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

Ａ

評価項目
具体的目標 （評価小

目標）
具体的方策 評価指標

生徒指導

基本的生活習慣の確立を図る。

中間期（９月）

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ



平成２５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
定期的には開催できませんでしたが、個別に情報交
換を行っています。人権教育部の支援の下、一人一
人の生徒に対して適切な対応を心がけています。

A

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、また進
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、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

C
1学期末の加入率は46．7％特に1年生女子の加入率
が低い。
2学期に向け、下がる可能性がある。

C

１年生の加入率は48％昨年度より6.8％高くなった
が、男子74％女子が22％と女子の加入率が著しく低
い。1・2年生で47.5％昨年よりも1.9％向上はしている
が、目標には至っていない。

新入生加入率向上に取り組む。学力優先等の
理由でクラブを離れる生徒へ、クラブ間、顧問等
の連携を図り、交流も視野において工夫し加入
率向上を目指す。

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＋3.4 ３年男子＋2.2 ２年女子＋2.7 ３年
女子＋1.6 平均＋2.5という結果で評価はBである。
全学年プラスであったことは評価できる。

B
２年男子＋3.4 ３年男子＋2.2 ２年女子＋2.7 ３年
女子＋1.6 平均＋2.5という結果で評価はBである。
全学年プラスであったことは評価できる。

1年生の授業に体力作りの時間を継続的に取り
入れるなど、授業のはじめには怪我なく、スキル
アップの計画を工夫している。

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
検診によってバラつきがある
がまだ不十分。

歯科検診の治療率は少しずつではある
が上がってきている。

1学期に配布した治療勧告書を
２学期の保護者会で再度配布。
多少の効果がみられた。

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

A
摂取率は98.6%。生駒市健康課とも連携し、掲示物等
で朝食の重要性を訴えるなど計画中。

アンケートを開始して以降、毎年、朝食摂取率は95％
を超えている。今後は摂取率向上だけでなく、食育た
よりを通じ手軽に調理するための工夫や、朝食の内
容（バランス）についての工夫を喚起した。

家庭基礎の調理実習を通して、自ら簡単な食事
準備の技術向上を目指した。

日々の清掃・美化活動を継続し、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。

Ｂ
施設の老朽化はいかんともしがたいが、ある程度美
しく清掃できているように思える。

課題であったトイレの消臭材も導入することができ、
これからも少ない予算ながら創意工夫でさらなる精進
を続けたい。ゴミのポイ捨ては若干減少したように思
う。

一人ひとりの美化に対する意識を高め、日常の
清掃活動を地道にきっちりと続けていく。

通学路清掃等の奉仕活動を活発に行う。

美化委員に加え、有志の参加数が前年度
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 今年は学年別に回数を増やしてやっていきたい。
有志の参加が昨年度より若干増加した。この調子で
来年度はさらに継続してやっていきたい。

来年度は毎月、日を決めて実施する。

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。特に文化
委員会の役割を強化する。

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 各委員会により活動頻度の差がかなり改善された。
生徒会役員が６月に新しいメンバーとなり、生徒会の
行事にめざましい活躍をみせた。各種委員会におい
ても前向きな取り組みがみられた。

今後も適切な指導・助言を続け、生徒の主体的
な活動を促し、生徒会活動、委員会活動の活性
化に取り組む。

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 アンケートの結果、「楽しかった」は８４％だった。

１日目の舞台発表の参加団体が、文化部、２年生・
３年生クラス発表等、１０団体程度となり、充実した催
しものとなった。休憩時間を特にもうけなかったが、混
乱もなく、生徒は積極的に行事に参加できた。

来年度も、文化部の舞台発表の時間を充分に
とり、２・３年生等のエントリー数が多い場合に
は、書類審査、抽選等により、参加団体数を１０
団体程度にしたい。

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

C
ホームページの更新は9月31日現在48回です。自己
評価のC相当のペースです。

ホームページの更新は1月31日現在70回です。目標
を大幅に下回っています。

ページを作成してくださる方々への督促を強め
ていきます。

生徒の読書活動を推進する。
図書委員会活動を通して、テーマを定めた計画的な
広報活動を充実させる。

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。

B
計画に沿った広報活動を進めている。9月30日現在
の貸出冊数は、803冊である。

図書委員会として計画・作成した図書館便りを発行で
きた。1月31日現在の貸出冊数は、1209冊である。

今年度からの取り組みであるので、内容を充実
させながら継続する。

「生活の場」の美化に努め、清
潔、安全で美しい環境を作る。

生徒の体力増進を図る。

具体的目標 （評価小
目標）

奈良県立生駒高等学校

B

自己評価

継続的な取組をお願いしたい。

引き続き学校の状況や取組等につ
いて、積極的に情報発信してほし
い。

学校の教育目標である「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。

B

継続的な取組をお願いしたい。

D

C

環境整備

保健体育

Ａ

B

丁寧な取組を継続してほしい。

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

Ｂ

B

教育情報

中間期（９月）

特別活動

評価項目

Ｂ

B

Ｃ

B

年度末（３月）

具体的方策 評価指標

Ａ

Ｂ


