
平成２７年度 学校評価総括表(その１)

豊かな人間性の育成に努める。

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。

服装や頭髪など身だしなみを整えさせる。また、
遅刻や課題の提出遅れの防止に努める。
整理・整頓・清掃を充実し、学習環境を整えさせ
る。

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

A
９月末まで比例換算するとＡ は１７回未満と

なり、１年の遅刻クラス平均は７．３８回であ
る。

第1学年の一学期の遅刻総数は59回二学期の
遅刻総数は、不登校気味な生徒も出始めたの
で、93回であった。
１，２学期を合わせたクラス平均は19回このま
まの状態で年度末まで行くと仮定してＡランクで
ある。

普段から、挨拶を心掛けお互い気持ちよく登校
できる状況がつくれていると考える。精神的な
悩みを抱えている子もカウンセラーの先生にお
世話になり、比較的長期にわたり、欠席・遅刻
につながるケースは一部を除いてはない。

文化系・体育系・部局を合わせ部活動加入率７
０％以上の維持を目標とし、学習活動と部活動の
両立を目指す生徒を育てる。

部活動の加入率が
７０％以上Ａ ６５％以上Ｂ
６０％以上Ｃ ６０％未満Ｄ

A
部活動の９月現在の加入率
は８３．７％である。 A

第1学年の文化系クラブ加入人数はのべ
７５名、体育系クラブ加入人数は１６１名
合わせると７５．９％であった。

文化部などは、一人の生徒が掛け持ちで部活
動をしていたりするので、延べ人数で数えると
多くなる。体育系の部活でも加入率はよく維持
できていると考えられる。

基礎学力の充実を図るため、家庭学習（授業外
学習）の習慣を身につけさせる。

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

D
一学期の中間テストより期末テストの方が学
力が向上していると思っている生徒が
４３．３％である。

C

教務部実施の2学期生徒状況アンケートの学
習状況についてのなかの「学校のすべての学
習活動と家庭学習を通して、学力は向上した
か。」に対して回答総数３０５人中そう思う36
人、ややそう思う１２５人であった。あわせると５
２．８％である。

学力が向上していると考えると、すぐ努力をし
なくなる生徒もいる。学力が上がらないとすぐあ
きらめる生徒がいる。したがって、むしろ目標は
地道な学習習慣の確立にするべきだと考える。

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
一学期の平均家庭（授業外）学習時間は４
４．１分である。 C

教務部実施の2学期生徒状況アンケート
の学習状況についてのなかの「普段の自宅学
習時間（平日）定期考査前以外」で1日あたりの
平均時間が５１．０分であった。普段の自宅外
学習時間（平日）の３６．５分をあわせると
８７．５分になる。

部活動の終了時間に制限を設けて自宅に帰っ
た後も最低2時間は学習できるようにしたい。隙
間時間で後３０分確保できれば、真の文武両道
になる。

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

D
９月末現在で自分の進路が比較的はっきり
決まっている
生徒は４６．８％である。

B

進路目標決定調査を第1学年に実施した。回答
総数３０７名のうち、進路目標がはっきり決まっ
ている生徒は27名、だいたい決まっている生徒
は１６０名合わせると６０．９％であった。

HRやGSの時間を使い、進路についてのガイダ
ンスや講演会、アセスメントを行ってきた。しか
し、「まだ遠い先の話である。」と考える生徒も
多い。キャリア教育の視点で普段の学校生活
を見直すのも一つの方法である。

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
９月現在で夏休みを含め５回
発行している。 A

2学期は学年だよりを３回発行した。
3学期はまた、発行していきたい。

生徒に伝えたい情報に敏感になるように日々ア
ンテナを張っておきたい。
学年だよりのテンプレートも書き込みやすい形
にするなど工夫する必要がある。

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が
５０回未満 Ａ ７０回未満 Ｂ
９０回未満 Ｃ ９０回以上 Ｄ

A

遅刻に関しては、1学期第2学年全体で３７回
で、最も多いクラスでも7回であった。始業時・
課業中も含め、効果が出ている。ただし、欠
席は1学期でのべ242日あり、体調不良を訴
えやすい生徒もいるが、普段からの健康管理
についてより一層の指導をしていきたい。

A

遅刻は、2学期第2学年全体で101回で、最も多
いクラスで26回、この時点で合計138回となり一
人あたり0.4回で指導の成果は出ていると思う。
しかし欠席は、2学期で351日あり、安易に欠席
しているわけではないが、体調不良が主な理由
であり、早退も1学期23回、2学期は63回と増え
ており、体調の自己管理が望まれる。

今後、受験本番を迎え、進路希望の問題や合
否など、精神的にも厳しい状況を迎えることが
考えられる。しっかりとした日課を定め、基本的
な生活習慣を守りながらより一層学業に専念で
きる環境作りを、保護者と連携しながら構築し
ていきたい。

文化系・体育系・部局を合わせ部活動加入率７
０％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。

部活動加入率が
７０％以上 Ａ ６５％以上 Ｂ
６０％以上 Ｃ ６０％未満 Ｄ

A

現2年生が1年生の時の入部率は８２％で
あった。部活動の1学期終了時点での加入率
は約７３％（体育系：５５％、文化系１８％）で、
昨年度に引き続き学校の中心となって活動し
ていこうとする意欲が見られる。

A

2学期終了時点での入部率は71.2％、222人
（体育系：172人、55％、文化系：50人、16％）
で、1年から2年に進級する際、一旦減少した
が、その後、中心となり頑張って部活動を行っ
ている。3年が引退した夏前からは、部活動に
集中する余り学業がやや疎かになった感があ
るが、2学期半ばからは意識も高まり、学業との
両立をこなせるようになってきた。

模試の実施日や進路補習の日程等を調整・配
慮しながら、卒業（部活動引退）まで学業と部活
動の両立が図れるように支援する。

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７．８％、ややそう思うが３６．３％
で向上したと思っている生徒は４４．１％しか
いない。学校生活に満足している生徒が９
５％いるのと対照的である。

B

そう思うが16.4％、ややそう思うが46％と、向上
したと思っている生徒は62.6％に増加した。予
習・復習をして授業に望んでいる生徒も、少し
でも行っている生徒を含めると94％になり、学
習意欲の向上が感じられる。学校生活の満足
度・充実度は91.2％となっている。

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

家庭学習については、学年平均で、平日の
自宅外が１７．９分、自宅学習が２２．６分と極
めて少ない。１時間未満の生徒がそれぞれ８
６．３％、９２．８％もいる。2学期から立て直し
ていきたい。

C

家庭学習については、学年平均で平日の自宅
外が40.8分、自宅学習が49.1分と1学期に比べ
て倍増した。しかし、決して満足できる時間とは
言えず、受験を1年足らずに控えた状況を考
え、より一層の家庭学習の定着、生徒の進路
実現のため努力していきたい。

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。

「学年便り」の発行が
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

修学旅行説明会や写真展示、進路講演会な
どの学校行事を通じて、保護者に来校いただ
く機会は増やしている。学年通信以外にも情
報共有を出来るだけしていただくよう心がけ
ている。

3学期学年末考査終了の翌日から、2泊3日で
学習合宿を企画・募集した。現在50名弱の生
徒が希望している。2学期の三者懇談で保護者
に連絡したのが功を奏したと思う。学年便りで
は、学期に1回以上配布しており生活面・学習
面共に啓発がはかられたと思う。

今後も事前の保護者への連絡を密に行い、連
携をより一層強めていきたいと思う。

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。

年度末（３月）

奈良県立生駒高等学校

教 育 目 標

運 営 方 針

平成２６年度の成果と課題

総合評価

本年度の重点目標

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

・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。

・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

・人権意識の向上 ・地域と連携した体験学習の充実

・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

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。

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

B

基礎学力の充実と、発展的な内容にも自主的
に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
識を持って学習が出来るように、積極的に助言
を行う。受験に向けて、学校としても生徒の学
習の便を図る工夫を行う。

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。2７年度も 全学年で「ビジネス手
帳」を導入し、より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

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

幼稚園との交流は、お互いによい
効果をもたらしている。今後とも
継続したい。高校生が交流を終
え、どのような感想を持っている
のか、幼児並びに幼稚園教員も
関心があり、それらを今後の教育
にも生かしていけると考えられる
ので、そのような取組をする必要
がある。学習面では、受験まで1
年となり、家庭学習時間が増えて
きたが、学年当初より大学受験を
意識した講演会やＨＲを積極的に
取り組む。また、勉強合宿を行い
一人で黙々と学習する習慣をつ
ける。

B

B

A

A

B

C

自己評価

B

部活動加入率が中間評価期に比
べ８%減っている。退部には様々
な理由がある。多様な生徒に目
標をそれぞれ持たせ充実した学
校生活が送れるように丁寧な対
応が必要である。また、家庭学習
時間伸びているこのまま継続的
に取組を継続して、より一層学習
に向くように取り組んで欲しい。

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。

第１学年

基本的生活習慣を確立
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。

自分の将来について考
える姿勢を養う。



平成２７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が
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113回で、2年生の同時期
の168回と比べて減少している。クラス平均にする
と14.1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。基本的生活習慣は、できて
いると思う。

学年末の遅刻回数は378回であった。クラスで平均
すると47.3回になる。二学期後半になって、受験のス
トレスにより腹痛や体調不良を訴える生徒、また夜
遅くまでの学習により、生活リズムの乱れる生徒が
増加した。それに伴って、欠席も増加した。

規則正しい生活をすることの大切さを訴えた。不安を
抱えている生徒には、面談等で話を聞いていった。
またｶｳﾝｾﾗｰの先生からクラス単位で「ｾﾙﾌｺﾝﾄﾛｰﾙ
講習」を実施していただいた。

学力の向上を目指し、
積極的に学習に取り組
む姿勢を持たせる。

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、個々に対する指導を充実させる
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
学年集会は、４月、５月、７月、９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。

学年集会は12月に１回、１月に１回行い、年間で６回
実施した。あきらめずに目標に向かうこと、落ち着い
て学習に取り組むこと、クラス全体で受験に立ち向
かっていく雰囲気を作ることの大切さを訴えた。

進路決定の時期や方法が多様な生徒たちが、より興
味を持って話を聞けるよう、幅広くいろいろな人にお
話いただく機会を持ちたい。また、回数や時期につい
ても考えていきたい。

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。

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

学力が向上したと「思う」生徒が55名、「やや
思う」生徒が155名、合計210名。全体の67%
にあたる。

B
学力が向上したと「思う」生徒が79名、「やや思う」生
徒が134名、合計213名となる。全体の68.7%にあたる
生徒が自分の学力の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

平日の自宅・自宅外学習時間は、合計で平
均2.98時間、178.9分であった。4時間以上勉
強した生徒は38名、自宅学習を「ほとんどし
ない」「30分以内」の生徒は91名であった。今
後も引き続き、学習の啓発に努めたい。

B

生徒アンケートにおいて、平日の自宅・自宅外学習
時間は、合計で平均3.9時間、235.2分であった。４時
間以上勉強した生徒は、自宅外では88名、自宅では
25名、合計113名となり、全体の36.5%にあたる。

「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回配布Ｂ
年間に２回配布Ｃ
年間に１回以下Ｄ

Ａ
「学年だより」は、現在５号まで配布した。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
「学年だより」は、７号まで配布した。生徒や保護者
に、学年の姿勢や思いが伝わるように心がけた。

内容をさらに充実させるために、情報を収集し、ご意
見をいただく機会を増やしていきたい。

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。

C
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。

各分掌の協力を得て、儀式や全校朝礼を円滑
にすすめることができた。儀式等に関するホー
ムページ掲載数を昨年度より増やすことができ
た(12→16)。

全校朝礼等で生徒が発表する機会を今後も増
やしていきたい。

学校経営計画、学校案内リーフレットなどを作成
する。学校説明会を円滑に進め、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
95%でA、80%でB、60%でC、60%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」の割合が９５％以上であった。

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保護者あわせ
て1180名であった。暑い時期ではあったが、ア
ンケート結果からは、本校の教育方針等を理解
していただいたと考えられる。

暑い時期の学校説明会は参加者の身体的負
担が大きい。来年度は１０月に実施したい。

PTA、樫葉会、樫木会活
動を円滑に進める。

PTA理事会、各部会の取組を円滑に進める。ホー
ムページやPTA広報誌を通じて情報発信をする。
また、保護者連絡網を活用する。

PTA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 B

広報誌「けんゆう」８３号が発行された。今年
度からPTA進路部が本格的に始動し、活動
をホームページで紹介した。

PTA進路部が本格的に活動を開始した。どの
専門部も活発に活動されていた。PTA広報誌
が２回発行された。PTA活動の様子を随時ホー
ムページで紹介することができた(8→9)。

保護者連絡メールをさらに活用し、行事等の連
絡を確実にしたい。

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が
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、１００％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１００％、他教
科の授業参観の参加率は９６％であった。 授業参観シートを有効に活用し、授業力アップ

につなげたい。

手帳を活用し、計画的に学習に取り組む力を身
に付けさせ、授業外学習の時間の充実を図る。

平日の授業外(家庭学習と手帳等を利用し隙間学習
を合わせた時間）学習時間が
学年＋1時間以上A 学年＋30分～1時間B
学年＋0分～30分C 学年未満Ｄ

C

1学期生徒アンケートから、平日の授業外学
習時間は、1年101.5分、2年40.5分、3年178.9
分である。1,3年は過去3年間では最長であ
る。手帳の活用方法を引き続き検討してい
く。

C

2学期生徒アンケートから、平日の家庭学習時
間は、1年87.5分、2年89.9分、3年235.2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。また、校内研修「自
主的な生徒を育てる～手帳の活用を入り口とし
て～」を9月に実施した。

次年度も手帳の採用が決定した。今後、手帳
の活用方法を研修し、家庭学習の充実へつな
げていきたい。そして、自ら考え行動できる生徒
を育てていきたい。

次年度に向け、１１月までに教育課程検討委員
会・学修推進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 B

新教育課程の編成など、８月までで教育課程検討
委員会と学習推進委員会をそれぞれ２回実施し
た。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４回、学修推進委員会
を４回開いた。次年度の教育課程表の決定、模
試の分析をうけて各教科、学校全体の取り組
みなどについて話し合った。

全学年が新学習指導要領実施になり、生徒ア
ンケートや模試結果を分析し、本校の課題を明
確にし、それをもとに教育課程の編成や学習指
導の情報交換を進めていきたい。

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。

参加率が
８０％以上A ６０％以上B
４０％以上C ４０％未満D

C
（人数）

A
(延べ
数)

教務部員９名中４名が、延べ８回、高大接続研究
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。

A
（人数）

A
(延べ
数)

教務部員９名全員が、延べ２４回、教科の研究
集会や教育課程説明会、高大接続、アクティブ
ラーニング等の研修に参加した。

今後も広く参加をしていきたい。

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、
授業公開等を充実した
ものにする。

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。また、昨年
度に引き続き手帳の活
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。

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

B

学校の広報活動をさらに積極的
にして欲しい。保護者メールを活
用し、配布物が保護者に渡らなく
ても情報が受け取れるようにして
ほしい。写真を使うときは、個人
情報の流出等を十分注意されよ
うお願いする。

先生方のきめ細やかな指導で学
習時間が増えたことで、学習面に
限らず、挨拶やマナーなどもよく
なり、成果が感じられる。キャリア
教育や自己啓発などを粘り強く取
組、生徒の主体性を育て、社会に
通用する人間力を培って欲しい。
社会に出たときには、考えること
ができる人間が評価される。指示
待ち人間は、企業は求めていな
い。そのような意識で指導をして
欲しい。先生方も無理をせず生徒
を育てて欲しい。

B

B

A

自己評価

B

年度末（３月）

A

奈良県立生駒高等学校

手帳の活用と家庭学習時間の相
関関係を調べ、手帳の活用方法
をより一層充実して欲しい。教員
同士の授業参観はお互いのスキ
ルアップに繋がるはず継続して欲
しい。高大連携やアクティブラー
ニングなど学校現場が大きく変わ
ろうとしている。校内だけに限らず
研修の場に出かけ、研修内容を
教員間で共有できるような取組を
考えてください。新しい取組「生駒
フィールドワーク」楽しみにしてま
す。ＨＰ掲載の形でも公開してい
ただければと思います。できれば

発表の場を見学したい。

Ｂ

B

１学期末以降、進路実現に向けて真剣に学習に向か
う生徒が増加した。頻繁に担当教員に質問に来た
り、遅くまで自習室で学習する姿が見られた。一方で
夏休み中に進路が決定する生徒もおり、二学期の学
習に対する姿勢にばらつきが見られた。進路が確定
した生徒をいかに学習に向けるかが課題である。

評価項目

基礎学力の充実、さらに発展的な内容に取り組
む態度を育てるために効果的な授業改善を行うと
ともに、進路希望を見据えて日常の家庭学習に
積極的に取り組ませる。また、放課後や長期休業
中に開かれる実力養成講座への参加など、学力
伸長に向けての努力を促進する。

教務

中間期（９月）

第3学年

B

具体的目標
（評価小目標）

具体的方策

総務

評価指標

B

A



平成２７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。

学期に
６回以上増Ａ ４回以上増Ｂ
同程度C ３回以下減Ｄ

B 昨年より、一学期は３回増であった。 Ａ

今年度、挨拶運動は33回実施（昨年度より６回
増）。ほとんどの生徒が、挨拶が自然にできる
ようになってきた。女子リボンやスカートを織り
込む、カーラーで巻く、男子の第1ボタンを外す
などの指導等が課題である。

その都度その場で正すという基本的な指導を全職員
が共通理解のもと粘り強くこまめに指導していく。

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。

年に
６回以上Ａ ５回Ｂ ４回Ｃ ３回以下Ｄ B 一学期は２回実施 Ａ

校外指導は、考査中の指導を含め８回実施。
駅や乗車マナーについては苦情はゼロであっ
た。全体的に規範意識は向上しているが、歩き
スマホがまだ多い。

登下校時のマナーや歩きスマホの指導につい
ては、日々粘り強くあらゆる角度から顕在意識
に働きかけ意識改革を行う。

不注意、寝坊等での遅刻回数の減少を図る。
年間延べ数が

30回以内Ａ ４０回以内Ｂ
50回以内Ｃ 前年と同程度Ｄ

C 一学期は２１回であった。 Ｄ
年間５８回と目標の30回以内は実現できなかっ
たが、昨年度より14回減であった。

生徒自身が時間管理をできるようにノーチャイ
ムデーを基本とし実施していく。

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

２０％以上減Ａ １０％以上減Ｂ
５％以上減Ｃ 同程度Ｄ

A
一学期、問題行動は、昨年度７件に対して、
４件であった。

今年度の特別指導件数は12件15%減であっ
た。そのうち7件が携帯・スマホ使用等の指導、
3件は、授業中の問題、2件は暴力事象であっ
た。

男子生徒の心ない言動やからかい悪ふざけ等
幼稚な言動に対し早期の段階で「なぜ指導され
るのか」を理解させ指導していく。

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、PTA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

年に
６回以上Ａ ５回Ｂ ４回Ｃ ３回以下Ｄ D 一学期は１回であった。 Ｃ

年間4回であった。保護者への啓発について
は、マンネリ化している。内容等改善が必要で
ある。

保護者の役割と学校の役割を明確にし、共に
生徒を育てるということを保護者に理解してもら
えるよう啓発を行っていく。

地域における補導活動への参加を充実する。
年に

６回以上Ａ ５回Ｂ ４回Ｃ ３回以下Ｄ C 一学期は２回参加 Ｂ 年間、5回参加。
生駒市、生駒警察、地域の活動に今まで以上
に参加していく。

キャリア教育の推進計画に基づき、他の分掌とと
もにL.H.R.やＧＳの企画、講演会の開催を通じて、
生徒の意識啓発に努める。

LHR、GSの企画と講演会の開催を合わせた回数が
８回以上：A ６回以上：B
４回以上：C ３回以下：D

Ｃ
各学年と連繋して、進学分野、類型選択、
キャリア支援等で9月末で5回企画開催した。

年間トータルで8回実施できた。
今後は学年進路指導担当の裁量の幅を広げて
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 － アンケート未実施である。

第1学期11講座、夏期休業18講座、第2学期13
講座、冬期休業12講座の計54講座開講した。
延べ受講者数は830名、効果があったと答えた
延べ数は709名であった。約85％が満足してい
る。

昨年にも指摘したことだが、本校の講座を受講
しない生徒が多数いる。講座担当者数の制約
もあるが、生徒のニーズに応えられる講座を開
設する必要がある。

進路自習室を整備し、各自が学びやすい環境を
作る。

年間の開室日数が、
３００日以上：A ２５０日以上：B
２００日以上：C ２００日未満：D Ｄ 9月末時点で、開室状況は148日である。

１月末時点で、開室状況は246日である。年度
末までの開室は年間300日に少し届かない見
込みである。休日の進路自習室の開室で部活
動顧問の協力を得て達成できた面もある。

現状の開室日数を増加させることとともに、自
習室内の問題集、進路情報のいっそうの充実
も視野に入れていく。

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。

「役に立つ部分もある」と回答を寄せたものも含
めるとＡ評価であるが、その消極的な肯定評価
を除くとＣ評価とも読める数字が出た。

生徒への情報提供はキャリア教育の一つであ
り、情報の活かし方を身に付けさせるのも大切
な指導であるとの観点で、学級担任と一緒に取
り組む。

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回以上かつ参加延べ３０回以上：A
企画８回以上あるいは参加延べ３０回以上：B
企画４回以上かつ参加延べ２０回以上：C
企画４回未満かつ参加延べ２０回未満：D

Ｂ
ＰＴＡ進路部とともに、昨年同様参加したガイ
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。

大学等の説明会・研修会の報告は活用可能な
資料として共有できるように努めてきた。また、
企画について例年通りとせず、新規のものを検
討してきた。その一環として、キャリア教育講演
会やコーチングセミナーを行った。

情報のシェアを図ってはいるが、まだまだ不十
分な観である。校内ネットワーク（ＬＡＮ・雑談）
の活用を図っていく。

「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。

総体的な評価は昨年と同じである。ただし、積
極的な肯定評価は３年生で大きく増えている
が、２年生では減少している。１年生は横ばい
である。

積極的な肯定評価を中堅学年から得るために
は、編集方針を再考する必要がある。

人権意識を高め、行動
できる生徒を育てる。

人権HR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。

3年最後のアンケートにおける、「いじめ」や「差別」に
気づいたとき、どうしますかに対して、“している人に
注意する”“直接注意することができないので、誰か
に相談する”“されている人に声をかけて助ける”をあ
わせて、
８０％以上Ａ ７０％以上Ｂ
６０％以上Ｃ ６０％未満Ｄ

－ 3年最後のアンケートは未実施である。

“している人に注意する”が17.2％“直接注意す
ることができないので、誰かに相談する”が
46.7％“されている人に声をかけて助ける”が
18.9％であわせて82.8％の生徒が、いじめや差
別に対して何らかの行動を起こすとしてくれた。
3年間の人権教育の総和として、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
践力をもった生徒の育成に迫ることができたと
考えられる。

差別はいけない、見かけたら行動をしようと思ったら、ま
ず、「不合理に対して、それはおかしい」と気づける人間で
なければならない。3年間でいかに人権意識の向上を図れ
るか、常に点検し内容の検討を続けていく。
また、教員自身の人権意識も点検し、向上をめざしたい。

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91.6％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。グループによる話
し合の時間を人権HR中に組み込むことにより、
人権教育部としても一定の役割を果たすことが
できたと思われる。
一方で、友達同士での会話の中に、不用意な
発言がたまにみられることも現状としてある。

違いを認めることの大切さに気づかせるととも
に、相手の気持ちを思いやる想像力を高め、人
権問題を自身の問題であると迫っていける内
容の作成に努めていく。

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
85.7％の回答があった。

第1学年で実施している“かざぐるま”実習は、
効果を上げたと考えられる。生徒が書いた振り
返りシートからも、新たな気づきをあげてくれた
ものが多くみられた。一方、学校評議員の方よ
り、「一部の生徒にとって中身のある実習となっ
ていないのではないか」という問題提起をいた
だいた。

まず、実習の開始時期を、4月から5月へと変更することに
より、余裕を持って事前指導を行えるようにする。
また、実習1班あたりの人数の多さから、生徒一人一人へ
のフォローがしきれていない現状を踏まえ、見学による気
づきを大切にし、交流する時間を持つ方向で検討中であ
る。

A

評価指標

A

年度末（３月）

B

生徒指導

中間期（９月）

B

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

評価項目
具体的目標

（評価小目標）
具体的方策

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

生徒個々が進路希望の
実現を図れるよう努め
る。

基本的生活習慣の確立
を図る。

家庭や地域、関係諸機
関との連携を強化する。

自己評価

Ｂ

Ｂ

A

Ａ

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

人権教育

生徒の登校する姿や挨拶してく
れる様子が昨年と比べて、元気よ
く明るくなったと感じています。日
頃からの指導のたまものだと感じ
ています、これからも継続した指
導をお願いします。ノーチャイム
を実施することで生徒が枠にとら
われず、自由な発想ができるきっ
かけになればと思いますが、慎重
に協議され実施して下さい。遅刻
の評価基準が厳しいですが、遅
刻生徒０が最終目標とされている
事なので、それがグラウンドデザ
インの「自ら考え行動できる生徒」
「ぬくもりのある生徒」を育てるこ
とに繋がることを期待します。「幼
小中高合同のあいさつ運動」だけ
でなく、今後、地域で多くの情報
交換をしながら生徒を育てていき
ましょう。

差別・いじめに目を向られる生徒
が多くなっている。優しいなかに
強い意志を持った生徒を育ててく
れていると感じます、他人の痛み
を理解でき、生きる力を持った生
徒の育成に尽力して欲しい。

Ａ

A

生徒のニーズにあった講習がで
きているのか、生徒が求めている
講習内容を調査し、講習を精選し
ていく必要があると考えます。進
路情報・大学情報を伝える方法を
教師からばかりでなく、生徒から
生徒へ伝達する方法も考えてもら
いたい。また、情報量をより一層
増やすためにＰＴＡと協力していき
たい。「進路の手引き」を活用する
学年が３年生に偏っている。低学
年も活用し満足できる物に作り替
えてほしい。

Ｂ



平成２７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
多様な生徒に対して、心
身の安定と自己実現を
図る支援を行う。

教育相談及び特別支援にかかわる体制につい
て、「チェックシート」を活用して生徒の実態把握
に努めるとともに、人権教育部の支援下でスクー
ルカウンセラーと学年・担任・関係部署等との連
携をとる。

生徒アンケートにおいて、相談体制についての満足
度が、“満足している”と“だいたい満足している”をあ
わせて
８０％以上A ７０％以上B
６０％以上C ６０％未満D

－ アンケートは未実施である。 B

“自分のためになると思う”と“やや思う”とで、３
年生の「セルフコントロール講習」については
83.8%、「教育相談だより」については59.4%の回
答があった。

スクールカウンセラーが、カウンセリング以外で
幅広く生徒と関われる機会を、継続してもって
いきたい。

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

B
1学期終了時の体育系クラブ入部率は1年
195名2年169名3年160名で56.7％である B

2学期アンケート調査により、運動部で活動を
継続している生徒1年生161名2年生172名加入
率は５３％しかし、40名の生徒が部活動を中止
している。

学業との両立。魅力ある部活動と充実したト
レーニイング環境の整備

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

Tスコアのポイント向上が
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

B

前年度の1年生と比較すると、男子生徒－0.3
ポイント 女子生徒＋1.9ポイント 2年生男
子＋１．８女子＋２．１の向上、3年生男子＋
１．４女子＋０．３の向上である

B

体力の向上について、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
傾向にある。部活動を終えてからのトレーニングの持
続と一層の体力向上と、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。
歯科検診など検診後の再診、治療率が
８０％以上A ５５％以上B
３０％以上C ３０％未満D

C
内科Ｂ歯科Ｄ尿Ｃ眼科Ｃ
歯科については再度
勧告書を配布予定。

特に歯の治療について、２学期の保護者会で
再度、治療勧告書を配布していただいた。その
結果、約２０名の生徒が病院に行き、多少の成
果がみられた。

保護者に通知が確実に渡る工夫をする。
受診しない理由を分析する。

食育の意識を高める。 朝食の摂取率の向上を目指す。
毎日の朝食摂取率が
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％

第２学年では、食事の意義・栄養・摂食について学習
をする。生徒は、食べることの大切さやどのようなも
のを選択するべきかを理解しているが、生活時間に
問題を感じる。

朝食を食べる時間を確保すること。夕食時間を遅くし
ない、夕食後に夜食を摂らないことをすすめ、朝の食
欲を促す。

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

A
施設の老朽化が進んでいるが、一生懸命に
清掃を行っている。

アンケートの結果、「清掃に積極的に取り組ん
だ、まじめに取り組んだ」と答えた生徒が663人
と73％であった。年々老朽化が進んでいるが、
生徒は真面目に精一杯取り組んでくれているこ
とが、わかった。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。また老朽化や破損など不具合があれば、
すぐに改善してもらえるようにする。

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

C 呼びかけを行い、参加者を募っている。

本年度は学年別で学期一回の通学路清掃を
実施することができた。野球部や生徒会、3年
生の有志の参加者があった。しかし参加人数
は81人と、昨年と変わらない数字であった。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、もう少し広範囲
の一分駅を含め、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主体的に考え行動し、生徒
会組織のリーダーシップがとれるよう指導する。ま
た、各種委員会がそれぞれの分野で自発的・積
極的な活動が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

Ｃ
年間行事計画などの取り組みを実施するた
めに、各委員会と生徒会は確実にその任務
を果たしている。

中間期（９月）の評価では、昨年と同じ程度の
活動のＣと評価したが、以降、生徒会役員の意
見箱の活動や外部イベントへの参加、各委員
は学校行事などにおいて、より活動の機会を増
やし日常より積極的に取り組んだのでＢと評価
した。

今後の生徒会と各委員会の活動について、よ
り生徒が主体的・積極的に取り組む指導・助言
を行いながら指導していきたい。

文化祭の内容を充実さ
せる。

文化祭実行委員が主体となって文化祭の企画・
運営に取り組み、全体のリーダーシップがとれる
よう指導する。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

文化祭アンケートを実施し、「文化祭全体を
通しての満足度」は７８．０％だった。今年の
文化祭は、各クラス・クラブともに充実した内
容のものが多かった。

文化祭アンケートでは、「文化祭全体を通して
の満足度」は７８．０％だったので、Ｂと評価し
た。今年の文化祭は、昨年の課題であった第１
日目の全体行事と展示の内容について改善が
みられた。今年は展示内容の重なりはあった
が、新たな分野の展示も見られ各クラスの工夫
が見られた。

全体行事と展示の内容のさらなる充実を図り、
より充実した文化祭の取り組みとなるようにし
たい。その内容については早期より指導・助言
を行いたい。

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48回です
各方面のご協力によりホームページの更新回
数は1月末の時点で104回です。特に学校行事
についてたくさんのページが作成されました。

行事やイベントを扱ったページが大幅に増える
一方クラブ関連のページの更新がやや少ない
ことが本年の更新状況の傾向です。クラブ活動
の様子や結果を定期的に紹介できるよう働き
かけを強めていきたいと考えています。

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を実施する。
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1400冊以上A 年1300冊以上B
年1200冊以C 年1100冊以上D -

朝の読書週間1回目は6月に2週間実施。図
書委員会として、文化祭舞台発表において朗
読に挑戦した。貸出冊数は、9月末日現在で
654冊である。

朝の読書を各学期8日間実施。実施期間につ
いて生徒アンケートでは、1､2学期とも約40％
がちょうどよいと答え、もう少し長い方がよいと
答えた者は37％から41％に増加している。貸出
冊数について、前半は昨年度とあまり変わらな
かったが、昨年と比べ2学期における図書室を
利用した教科指導が少なかったこともあり、後
半伸びなかった。1月末現在で1092冊である。

生徒の要望や国語科(第12回職員会議)からの
提言より、朝の読書実施期間をのばす。引き続
き広報活動を充実させるとともに、各教科と連
携した活動を増やす。

来客者や電話での親切
丁寧な接遇及び証明書
発行等の迅速、的確な
対応

来客や電話の対応については、親切丁寧及び迅
速にを心がける。また、事務処理や文書管理にお
いては、的確で､迅速な対応をめざす。

来客や電話の対応、また日頃の事務処理について、
大変よい評価が得られたらＡ よい評価ならB
苦情が来なければＣ 苦情が出たらＤ

A

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、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・
就学支援金・奨学給付金・学校諸経費の説明・
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、教育環境の整備

今年度も、厳しい光熱水費の予算の中で、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。また、建物管理については安全点検と予防
保全の徹底をし、必要な予算を要求していく。

光熱水費の削減啓発、建物の故障箇所の点検につ
いて
光熱費の削減ができればA
光熱費の削減啓発、建物の点検を毎月できればB
学期ごとに出来ればC
出来なければD

C
光熱水費の使用料は、電気・水道共、少し増
えている。これからも、より一層光熱水費の
削減のための啓発を行っていきたい。

光熱水費の使用料は、12月分まででは、電気・
水道・ガス共に少し減少している。
また、校舎の耐震工事が無事終了した。後は
来年のアリーナの耐震工事の一環としたLＥＤ
電球への交換工事を残すのみとなった。

県費の少ない配当の中で、これからも教職員
一丸となって経費削減に努めたい。また、古い
校舎なので、まだまだ修理箇所は出てくると思
うが、その都度、県に要望していきたい。

B

評価指標

A

B

中間期（９月）

教育情報 C

B

B

A

Ｂ

評価項目

学校の情報や取組をＨＰで積極
的に情報発信をして欲しい。特に
部活動を大会ごと定期的に更新
して欲しい。

より質の高い文武両道を目指し
取り組んでいるが、学習面で目標
に達していない。部活動顧問から
も学習に対し意識を高く持つよう
に指導してもらいたい。食育の面
では、朝食だけでなく、就寝時間・
夕食摂取時間など生活全般バラ
ンスよく日々送れるよう指導して
欲しい。

B

B

Ｂ

Ｃ

Ｂ

D

C

年度末（３月）

事務

施設設備が老朽化している。予
算面があることは理解できます
が、生徒の安全面が確保できる
よう改善してください。

B

地域とのつながりのためにも通学
路清掃を定期的に実施し、自治
会の清掃活動にも参加して欲し
い。

特別活動

B

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

次年度もスクールカウンセラーを
活用し、特別支援の体制を充実
して欲しい。

具体的目標
（評価小目標）

生徒の体力の向上を図
る。

具体的方策
自己評価

生徒の発表の場を地域住民にも
公開して欲しい、生徒の自主的な
取組が進められるよう継続的な
取組をお願いしたい。

環境整備

保健体育

充実した学校生活を送
れるよう、安全で清潔な
学習の場を作る。

奈良県立生駒高等学校


