
平成２８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
立し、規範意識を高め
させる。

服装や頭髪など身だしなみを整えさせる。また、遅刻・欠
席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
○５０回未満：Ａ ○７０回未満：Ｂ
○９０回未満：Ｃ ○９０回以上：Ｄ

Ｂ

携帯電話のマナーや、頭髪違反、制服の着こなし特に女
子生徒のボタンを閉めることについて、日々指導している
が徹底不足である。遅刻については、各クラスでの指導
が行われた結果、少ない状況である。

携帯電話について毎日指導しているが，授業中に鳴ること
もあった。また女子のブレザーのボタンについては，継続
して留めるよう指導しているが，まだ徹底されていない。ま
た，頭髪の違反者もあり，現在は改善あるいは経過観察
中である。遅刻は減少傾向である。

携帯電話については，必ず朝のSHRで確認することを心掛
ける。ブレザーのボタンは継続的に指導する。頭髪につい
ては手を加えないことを徹底する必要がある。どの教員も
ばらつきのない指導をする必要がある。規則正しく生活さ
せ，遅刻しないように心掛けさせる。

文化系・体育系・部局を合わせ部活動への加入率７０％
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
○７０％以上：Ａ ○６５％以上：Ｂ
○６０％以上：Ｃ ○６０％未満：Ｄ

Ａ
部活動への参加は勿論のこと、部活動と学習との両立に
ついてもしっかり取り組み、成果を上げている生徒もい
る。

Ａ

部活動に熱心に取り組んでいる。夏休みを過ぎて退部す
る生徒も出てきたが，新たに入部する生徒も出てきた。２
学期になり８３．１％に減少した。部内での友人関係や学
習についての悩みが原因になっていることが多かった。

今後退部者が出ないように，クラブ活動を通じて充実した
学校生活が送れるよう，クラブ顧問と協力して取り組む必
要がある。

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

参考となるデータがなく、評価できない。 Ｃ

２学期生徒アンケートで，５８．６％の生徒が向上したと答
えており，１．８％増加した。反面，学力が向上していない
と答えている生徒が４１．４％いる。１・２学期を平均して５
７．７％が向上したと答え，４２．３％が向上していないと答
えている。

「あまりそうは思わない」「まったくそう思わない」と答えた生
徒がかなり多くいることに注目したい。家庭学習の時間が
少ないことも影響していると考えられるので，学習に努めさ
せたい。

模試の復習会に参加した生徒の割合が
○１５％以上：A ○１０％以上１５％未満：B
○５以上１０未満：C ○５％未満：D

Ｂ

英語４６名、数学６１名、国語３０名が参加した。参加した
生徒の割合は、３教科平均して１４．２％となった。中には
３教科とも参加した生徒が２７名おり積極的に取り組ん
だ。

Ｃ
２学期は英語３９名，数学５２名，国語２８名の申込みがあ
り，３学期は英語２７名，数学３７名，国語１４名の申込み
があった。

模試当日に積極的に取り組むよう意識改革をする必要が
ある。そうすれば，模試復習会への参加者が増えると考え
られる。

平日の平均授業時間外学習時間が
○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

授業時間外学習時間、特に家庭学習について、６１．３％
の生徒が「１時間未満」というデータが出ている。さらに１
１．９％の生徒は「勉強していない」であるので、学習につ
いて指導したい。（NOLTYのｱﾝｹｰﾄﾃﾞｰﾀを使用）

Ｃ
２学期の生徒アンケートで自宅および自宅外学習時間の
合計は１時間１９分で，自宅学習が不足していると考えら
れる。

すでに第２学年の類型選択も完了し，現在は学年末考査
に向けて，学習している。特に進路希望を意識した学習に
取り組むよう学年全体で指導している。

自らの興味・関心に基づき、適性を探り、自己理解を深
め、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

Ｂ
類型選択に向けて各クラスでＨＲや個人面談を行い、具
体的な進路計画を立てている。 Ｂ

類型選択に関わり，類型そのものの選択についても，希
望や適性が明確でない生徒がいる現状があった。しかし，
多くの生徒は類型選択だけでなく，科目選択も具体的な進
路目標を掲げスムーズに行った。

より具体的な進路目標を類型選択の時期までに決めさせ
る必要がある。１年生の早期から卒業後の進路に向けて
取り組むのはやや厳しいが，早く取り組ませることで，類型
選択がしやすくなると思われる。

学年だよりを配布するなどして啓発に努め、進路目標や
その他の目標など、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

Ｂ
１学期末に発行をし、２学期からの心構えを中心に示した
が、２学期は次年度２年生への心構えを類型選択の内容
と関連づけて示していきたい。

Ｂ
学年を通じて，多くの回数は発行できないが適切な時期に
発行するよう心掛けている。発行しても生徒がどの程度活
用しているかが気になるところである。

学年だよりの内容については，行事をはじめ学習活動や
進路指導の内容を中心に作成している。生徒の積極的な
取り組みを期待する記事内容となるよう工夫に努めてい
る。

規範意識と基本的な生
活習慣を確立させる。

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
○３０回未満：Ａ ○５０回未満：Ｂ
○７０回未満：Ｃ ○７０回以上：Ｄ

Ｂ
９月２９日現在で２年の遅刻総数は１４１回でクラス平均
にすると１７．６２５回となる。
年間このペースで遅刻すると約４０回でBランクになる。

このペースでいくと、各クラス平均で年間
約４０回遅刻することになり、Bランクである。

不注意、寝坊、忘れ物などの理由をなくすようにする。

学習活動や部活動を充実させるためには、規則正しい生
活をすることが大切であることを納得できる形で説明をす
る。また、元気になる声かけを常に心がける。

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する。

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

A
生徒アンケートの結果から体育系部活加入者１５２名、文
化系部活加入者７８名調査人数３０８名で部活動加入率
は７４．６％となる。

A
生徒アンケートの結果から体育系部活加入者は１５１名、
文化系部活加入者は７３名で調査対象人数は313名のう
ち、部活加入率は７１．６％となった。。

生徒がやめる決心をして、こちらに告げる前に状況を把握
する必要がある。他の友人からの情報や本人の様子など
でやめるに至るまでの声かけまたは相談にのることが必要
である。

模試の復習会に参加した生徒の割合が
○１５％以上：A ○１０％以上１５％未満：B
○５以上１０未満：C ○５％未満：D

A
進研模試7月の復習会（英語・数学）への平均参加人数は
約６０名であった。
受験者数３０９名に対し生徒参加率は１９．４％である。

B

進研模試1月の復習会（英語・数学）への平均人数は約４
５名であった。
受験者数３１８名に対し、生徒参加率は
１４．１％である。

教員側の生徒を引きつける講義内容が大切で、それには
教材研究をするのは言うまでもない。
また、参加したくなるような働きかけも必要だと考える。

平日の平均授業外学習時間が
○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
生徒アンケートより平日の自宅学習平均時間が３０．４分
で1年生のときより減少している。 C

生徒アンケートより、平日の自宅学習平均時間が４７．８
分となり1学期よりアップしているが、はぼ勉強していない
生徒が依然９３名いる。なお、平日の自宅外学習時間は３
８．７分である。おおよそ授業外学習時間はCランクとな
る。

生徒たちは、「成績を上げたい。」
「希望の進路を実現したい。」と考えているが、どう行動すればよ
いかわからない。生徒個々にその都度きめ細やかな指導が大
切。

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２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

アンケート実施していないため C

生徒アンケートの結果より進路目標が定まっている生徒
は５１名。あるいは、ほぼ定まっている生徒は１３６名であ
わせると１８７名となった。調査総数３１３名のうち
５９．７％

ワークショップや講演、データなど材料はたくさんあるが、
SHRでの教員の発言は効果的であると考える。テーマを
もって生徒を導きたい。

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

D 今のところ、学年だよりを発行できていない。 B

１学期当初に授業時間確保するためにというプリントを
作ったが、学年だよりは発行できなかった。２学期に１回、
３学期に１回発行しているが、今後あと1回発行する予定
である。

材料はキャリアガイダンスやVIEWや講演のメモなどあるの
でタイミングよく引き出す努力が必要である。

奈良県立生駒高等学校

教 育 目 標

運 営 方 針

平成２７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」の調和が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。

・「夢を現実に」を合い言葉として、生徒の自己実現を教職員が一丸となって支援する。
・限られた時間を有効に使い、文武両道の実践ができる生徒を育てる。

B

・キャリア教育講演会等の進路行事の活用 ・「進路のてびき」の活用 ・校内生徒会活動等に積極的に参加 ・校外での活動に積極的に参加 ・個人面談等の充実 ・進路情報の充実

・手帳を活用し学習時間を増やし、内容の充実を図る ・自習室、学習スペースの活用 ・スタディサプリの活用 ・英単語テストの充実 ・模試の復習会の充実 ・授業研究の充実

授業を大切にし、基礎学力を身に付け、模試の復習会や
宿題・予習などを含めた授業時間外学習の習慣を身に付
けさせる。

学力の向上を目指し、
充実した学校生活を送
らせる。

自分の将来を見つめ、
目標達成のために努力
する姿勢を育てる。

生徒の遅刻は少ないものの、2学期以
降の欠席、早退は増加傾向であっ
た。次年度には、欠席を減らすことを
目指す。生徒の学習時間等の実態を
教員が共有し、対応策を実行した結
果、1学期に比べて学力の向上がみら
れた。次年度は生徒実態の分析を図
り、課題意識と具体的手立てを教員
全体で共有し取り組むことを目指す。
手帳の活用を継続し、効率のよい学
習・部活動を目指す。

・手帳を活用し生徒自身が生活スタイルを作り上げる・健康管理に努め遅刻欠席０を目指す・学習環境の整備・ノーチャイムの活用・読書旬間の活用・アンケートに基づく資料の充実

評価項目
具体的目標

（評価小目標）
具体的方策

第１学年

自己評価
学校関係者評価（結果・分析）

及び改善方策

基礎学力を身に付け、
家庭学習の充実を図
る。部活動や学校行事
に主体的に取り組ませ
る。

自らのキャリアプランに
ついて、しっかり考える
姿勢を育む。

年度末（３月）

生徒の自己理解 を進めて、進路目標をもたせる。

評価指標

地域への愛着を持たせるとともに、豊かな人間性の育成に努める。

B

具 体 的 目 標

Ａ

・奈良ＴＩＭＥの充実 ・地域での活動に積極的に参加 ・かざぐるま実習、幼稚園実習の充実 ・人権意識の向上

・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 ・部活動の効率化 ・時間の遵守学習と部活動の両立を図れる指導をめざす。

中間期（９月）

目標に向かうための生活習慣を確立させる。

学習習慣の定着を図り、基礎学力の向上と発展的学習の充実を目指す。

Ｂ

部活動に熱心に取り組みなが
ら、学力が向上したと感じている
生徒が５０％を超えている。部活
動加入率を維持しながらも家庭
学習時間を伸ばし、より一層文
武両道を目指すために、多様な
生徒に対応できる、さまざまな取
り組みを実践して欲しい。

Ｂ

３年生の受験勉強に取り組む姿
勢を見て、２年生が刺激をもっと
受けて欲しい。まだまだ、取り組
みが進んでおらず意識が向上し
ていない。模試復習会や進学補
習・学習合宿などに取り組みをさ
らに充実させ、家庭学習時間を
伸ばしていきながらも、部活動指
導において人間的な成長を促し
ていきたい。
また、幼稚園実習では、幼児・高
校生ともによい効果をもたらして
いる。
特に交流を終えた後の高校生の
表情は、明るく希望に満ち生き生
きとしており、今後の教育に役立
てていきたい。

Ｃ

基礎学力の充実を図るために、授業外学習の習慣を身に
付けさせ、学力向上に向けて「わかる」授業や模試の復習
会を展開する。

B

B

B

第２学年



平成２８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

個々の生徒が目標に向
かうための生活習慣を
確立させる。

保護者や関係機関との連携を図り、特に受験時期に起こ
りがちな生活の乱れや心身の不調に注意し、授業の重要
性を伝え啓発し、遅刻・欠席をせず授業に集中して取り組
む姿勢を養う。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学期の遅刻総数は６７回で、クラス平均８．４４回となった。た
だ、欠席は２１４日となりクラス平均２６.８日となった。ただ、２学
期に入り９月の欠席・遅刻は１５９日、５６回と受験を目前に控え
増加してしまった。

学年の遅刻総数は２８８回で、クラス平均３６回となった。
予測できていたことではあるが、2学期に入ってから欠席
数が増え、学年総数１１８９日となった。早退も125回と増
え、受験を控え生徒・保護者とも学力面・健康面に敏感に
なりすぎる傾向が見られた。３カ年皆勤生徒は４６人で、例
年より多くなった。

学年当初から、HRで「生活リズムを崩さないことが受験の
必勝法である」ことは伝えてきたが、２学期以降風邪が流
行出すと大事をとって休ませる保護者もおり、家庭との意
思疎通の難しさを感じる。

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

B
１学期のアンケートで、学力が向上したと考えている生徒は６８.
８７％となった。今後受験本番を迎えさらなる向上を期待した
い。また、学校の満足度は９０.５％であった。

A

２学期のアンケートで、学力が向上したと考えている生徒
は７８．２％となった。また、学校の満足度は９１．０％と
なった。現在２００名以上が一般入試に向けて頑張ってい
る。

平日の平均授業時間外学習が
○３時間以上：Ａ ○２時間以上：Ｂ
○１時間以上：Ｃ ○１時間未満：Ｄ

B 生徒一人当たりに換算すると、自宅学習が１時間、自宅外学習
が１．４時間となり一人当たり２.４時間となる。 A

生徒一人平均、自宅学習が１．.５４～１．８６時間、自宅外
学習が１．６７～１．９５時間となった。一人あたり３時間１８
分～３時間４８分となった。

自己の将来を見つめ、
目標達成のため、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「学年だよ
り」などを作成し、進路情報の発信に努める。

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 ○年間に１回以下：Ｄ

A

３年生の進路実現に向けては、担任を通じて生徒個々の
指導、家庭との連絡を密に行っている。受験方法が多岐
にわたるが、その生徒にとって最も有利な方法で受験で
きるよう尽力している。

入試も最近は多岐にわたり、AO、公募推薦、指定校推
薦、センター利用など、入試の期間が半年以上あり、合格
した生徒の学習に対するモチベーションが学校としての課
題であったが、「受験はチームプレー」を生徒たちに浸透さ
せた結果、早くに合格した生徒も入試を控えた生徒に気
配りが出来、よい雰囲気で一般入試を迎えることが出来
た。学年だよりを３回配布するとともに学年集会を繰り返
すことによって、生徒に意識が芽生えた。

本校生の傾向として、課外学習も知人と一緒にいると落ち
着き、勉強がはかどるという傾向が見られる。学習するた
めには、落ち着いて勉強に専念できる環境作りが必要であ
ると考える。また、物理的な環境だけではなく、精神的な環
境作りも不可欠である。現３年生を通じて、本校生におけ
る「当たり前」が少しは変化したと思う。今後継続することに
より生駒高校の受験結果は変わっていくと思う。

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が昨
年度より若干減少した。１６→１３

学校の様子を発信するようホームページ掲載をこまめにし
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％以上：A ○８０％以上９５％未満：B
○６０％以上８０％未満：C ○６０％未満：D

学校経営計画、学校案内リーフレットを作成した。10月の
学校説明会の準備をすすめる。

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1２０４名であった。
本年度は気候もよく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。

学校説明会を1回にしたためか、人数が多く、中学生の動
き等がスムーズにいかなかった。次年度検討をしたい。

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

C
広報誌「けんゆう」８５号が発行された。

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
することができたが、昨年度より減少した。９→５

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。ホームページの掲載をこまめにしたい。

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
○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。11月
に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９４％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

D
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８７．９分、２年６７．４分、３年１７２．０分である。

C
２学期生徒アンケートから、平日の自宅および自宅外学習
時間の合計は、１年１時間２０分、２年１時間２７分、３年３
時間４１分である。手帳を上手に活用している生徒は学習
も充実していると思われる。

次年度も手帳の活用方法を考え、より家庭学習の充実へ
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・教科
主任者会・学修推進委員会を効果的に開催する。

開催回数
○６回以上：A ○５回：B
○４回：C ○３回以下：D

B
新教育課程の編成など、教育課程検討委員会と学修推
進委員会をあわせて５回実施した。 B

教育課程検討委員会を３回、学修推進委員会を２回、教
科主任者会を１回開催した。次年度の教育課程表の決
定、観点別評価などについて話し合った。

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。

観点別評価や高大接続研究会、教育課程説明会等に、
教務部員は各人年２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９名中４名が、延べ７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２０ 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。

開発研究
生徒の実態・成果を分
析し、目標達成への手
立てを探る

生徒アンケート・模試結果・受験結果などを結合させ、生
徒の実態を数値的に把握できる資料を作成・提供し、生
徒の目標達成に役立てる。

年間教職員に情報提供を何回できたか
○学期に２回以上：A ○学期に1回：B
○年間２回：C ○それ以下：D

現在、１０月段階で、３回職員に情報提供し、１回の研修
を行った。 B

職員に年間4回の情報提供と、1回の研修を行った。生徒
の目標達成のために、「生徒の学力を入ってきたときより
も伸ばして卒業させる」という、職員の目標を提示すること
ができた。

目標の実現に向けて、体系的かつ具体的な手立てとその
実施について、考えていきたい。

C

Ｂ

B

A

クラブを引退してからは学習にシフトして集中し始める。た
だ、「あと半年、早ければ」というのが本音である。２年の２
学期から対策は始めたが、生徒により温度差があり、浸透
できなかったことが残念である。

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

C

ホームページをより一層活用し、
生駒高校の広報活動に努めて
いきたい。生徒のさまざまな活動
を随時更新し、中学生・地域住
民・在校生・保護者などに情報を
提供していきたい。
また、保護者一斉メールを利用
し、学校からの配布物や連絡を
確実に保護者に渡るようにして
ほしい。

具体的目標
（評価小目標）

具体的方策

総務

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。

Ａ

評価項目

学力を向上させ、進路
希望に応じた学習を深
めさせて、充実した学
校生活を送らせる。

B

教務

個々の生徒が目指す進
路目標に応じた教育課
程を編成する。

B

手帳の導入から３年を経過し、
生徒たちに定着している。大切
な連絡事項についてはメモをとる
習慣が作られた。計画性や自主
性を育成するためにも継続して
取り組んでいく。
アクティブラーニングや大学入試
改革など変化に対応するため
に、校内外を問わず研修の場を
多く設定し、授業改革を進めてい
きたい。
昨年度からの取り組みである「生
駒フィールドワーク」は地元のボ
ランティアガイドさんの協力によ
り、昨年度より充実した内容の発
表ができた。次年度は地域住民
にも発表をご覧いただける環境
を作り上げていきたい。

B

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、手帳を使っ
て、限りある時間の有
効活用を考え、学習習
慣の定着を図る。

A

中間期（９月）

第3学年

評価指標
自己評価

年度末（３月）

受験期を迎え、学習時間が大幅
に増えた。当然のことであるが、
先生方のきめ細やかな指導の成
果であると感じる。また、学習時
間が増えるだけでなく、人間的な
成長も随所に見られ、挨拶やマ
ナーなども向上した。さらに、主
体性を持って行動できる生徒を
育成し、社会に出て通用する人
間力を培い、今後も３年間を通じ
て計画的に生徒を育てて欲し
い。

A

基礎学力の充実を図るとともに、授業を進路に結びつけ、
学力の応用も視野に入れるために授業改善を行い、授業
外学習を習慣化させる。

奈良県立生駒高等学校

B
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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。

挨拶運動を年間
○１０日以上：A ○７日以上１０日未満：Ｂ
○５日以上７日未満：Ｃ ○５日未満：Ｄ

Ｂ
計画通りに進んでいる。
服装については、男子は特に問題はないが、女子のブラ
ウスの第１ボタン閉めていない生徒がいる。

Ａ
挨拶運動は年間２１日実施することができた。
地域の方から声をかけていただくようになった。挨拶の励
行が定着し、明るく元気に学校生活を送ってくれている。

一部の生徒が、第1ボタン開けていたり、リボンを忘れてき
たリする。こまめに声かけをし、規範意識を高めさせてい
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。

校外指導を年に
○６回以上：Ａ ○５回：Ｂ
○４回：Ｃ ○３回以下：Ｄ

Ｂ
現在、２回実施。
規範意識は向上している Ａ

校外指導は、年７回実施。乗車マナーや通学マナーに対
する苦情は３件と激減しており、規範意識が向上してい
る。

教員の意識が下がらないようにしていく。

不注意、寝坊等での遅刻回数の減少を図る。
年間延べ数
○５0回以上減：Ａ ○４０回以上50回未満減：Ｂ
○３０回以上40回未満：Ｃ ○前年と同程度：Ｄ

C
９月現在１２回減
ぎりぎりに来る生徒は数名となった。 Ｄ

不注意寝坊の遅刻を「ゼロ目標」として取り組んだ。数字
的には、1月時点で９８回と昨年度より１９回減。今後もゼ
ロを目標に取り組んでいきたい。ノーチャイムを年間49日
実施できた。

忘れ物、乗り過ごしがほとんどの理由である。ノーチャイム
の日数を増やし、前日の準備や時間への意識を高めてい
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
９月現在、１１件から７件に減 特別指導は、８件と３７％と大幅に減。

さらに規範意識を高めていきたい。
教員が、生徒の指導が楽になってきた事にあぐらをかかな
いようにしていく。

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する。

生徒心得及び保護者宛文書の発行を年に
○６回以上：Ａ ○５回：Ｂ
○４回：Ｃ ○３回以下：Ｄ

D 1学期に1回 Ｂ
保護者理解を求める特別な事象が起こることがなかった
ため、計画通りの５回であった。

必要な連絡は、メールでも連絡するようにしていく。

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

Ｂ 1学期に２回 C
地域の補導日時に調整することが難しく、４回しか参加で
きなかった。

長期休業中の補導活動等については、クラブ指導の予定
が調整がつきにくい。臨機応変に対応できるようにしてい
く。

不安や悩みを抱える生
徒に対し、適切な支援
を行う

報告、連絡、相談を基本に生徒の不安や悩みの状態を的
確に把握し、適切な支援を行うためにスクールカウンセ
ラーや外部支援機関との連携を密にする。

不安や悩みを抱える生徒の欠席日数が昨年度から
○７０％未満：A ○８０％未満：B
○９０％未満：C ○１００％未満：D

D ３６日減少した。 D
４９日増加したが、スクールカウンセラーの、対策への助
言や継続的カウンセリングにより、不登校を防止できてい
るケースもある。

担任を中心として当該生徒と適切に関われるよう、カウン
セラーとの連携を促進する。

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、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”“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

２学期末にアンケートを予定している。 C
“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８４.６%、「教育相談だよ
り」については４７.０%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。

生徒アンケートにおいて、進学講座を受講して効果があっ
た ○８０％
以上：A ○７０％以上：B
○６０％以上：C ○６０％以下：D

進学講座、模試の復習会等実施しているが、そのことに
関する生徒アンケートの機会はまだない。 Ａ

第3学期にアンケートを3年生に行ったが、受講しての満足
度は９０％以上であった。
今回のアンケートでも塾や予備校に頼りがちな本校生の
実態が明らかになった。

多数の講座を開設しているが、今後は開設講座を精選す
ることの理解を求めていく。

生徒アンケートにおいて、模試復習会に参加して効果が
あった
○８０％以上：A ○７０％以上：B
○６０％以上：C ○６０％未満：D

進学講座、模試の復習会等実施しているが、そのことに
関する生徒アンケートの機会はまだない。 Ａ

参加した生徒からの記述アンケートによれば、満足度は非
常に高かった。

模試の復習が学力向上に効果のあることについては論を
俟たない。実施する側の負担を軽減する形を教員全体で
作る必要がある。

生徒アンケートにおいて、スタディサプリを活用して効果を
実感した
○８０％以上：A ○７０％以上：B
○６０％以上：C ○６０％未満：D

９月中旬に英語以外の活用状況のアンケートを実施した
が、推計で１０％程度の活用に留まっている。 Ｄ

学習データ管理システムで視聴状況を捕捉している。
１年生が６０％強、２年生が３０％弱である。
センターテスト受験後の3年生の記述アンケートではスタ
ディサプリの効果を実感している者が多かった。

サプリ実行委員会と連繋して取り組む。学年導入の効果を
上げるためには、全体で活用の方法を考えていかなけれ
ばならない。

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(保護
者）の意識啓発に努める。

ＬＨＲ、ＧＳの企画と講演会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 ○４回未満：Ｄ

９月末日時点で、企画は５回、講演会は３回である。 Ａ
各学年にわたって、個別のテーマで講演会を実施した。Ｌ
ＨＲやＧＳにおいても、時宜を得るように企画を学年単位で
行った。

回数、講師について、意見集約を行い、精選も視野に入れ
て組み直す。

進路情報の収集、活用にふさわしい進路指導室を目指
し、進路委員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
○８０％以上：Ａ ○７０％以上：Ｂ
○６０％以上：Ｃ ○６０％未満：Ｄ

生徒アンケートの機会がきていないが、進路委員への啓
発に努める。 Ｄ

進路指導室の利用状況は3年生と1,2年生では、かなり違
う。進路指導室からの資料の活用度も同様であった。

進路委員を制度化して資料を教室まで届きやすくしたが、
そこからの広報について考えていきたい。

最新の進路情報の取得と生徒への適切な広報を目指し、
進路指導部員のみならず関係教員に校外での研究会や
説明会への参加を求める。

校外での研究会や説明会への参加回数が、
○参加４０回以上：A ○参加３０回以上：B
○参加２０回以上：C ○参加２０回未満：D

９月末日時点で、研究会や入試説明会に延べ２０回以上
は参加できている。報告も挙げることができている。 Ａ

１０月中旬の進路指導研究会や１月の大学入試センター
試験自己採点分析報告会で大勢の教員に参加を呼びか
けることができた。

授業、校務等の調整で負担をかけるが、視野を広げるい
い機会なので参加を呼びかけていきたい。

「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
○８０％以上：Ａ ○７０％以上：Ｂ
○６０％以上：Ｃ ○６０％未満：Ｄ

生徒アンケートの機会がきていない。 Ｃ 年間通じての活用を浸透させることができなかった。
ＬＨＲやＧＳ等での活用プログラムを作成しなければならな
い。また、『進路のてびき』そのものをそれに堪えうる構成
にする必要がある。

人権を尊重し、人権侵
害や差別を見抜き、そ
れらを解決する意志と
実践力を育てる。

人権ＨＲ、ならびに、人権講演会の充実を図るとともに、
「自分には何ができるか」を考えさせる取組を展開する。

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、“見て見ぬふりをする”が
○ ５％未満：Ａ ○１５％未満：Ｂ
○２５％未満：Ｃ ○２５％以上：Ｄ

３年アンケートは未実施である

３年生の人権アンケートにおける『あなたは「いじめ」や「差
別」に気づいたとき、どうしますか。』という設問に対して、
『見て見ぬふりをする。』との回答が９.２%であった。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・解消しようと何らかの行動をおこせる生徒の
育成に迫ることができたと考えられる。

１割弱の生徒が、未だに『見て見ぬふりをする。』と回答し
ている現状を踏まえ、知識から行動へとつながる人権学習
の展開を検討していく。

自己理解を進めること
により、他者のことも理
解する資質を育て、お
互いを認め合う集団づ
くりを行う。

グループワークを取り入れることにより、生徒が仲間との
交流を通じて自分自身について考えながら仲間意識を高
め、共に成長すること促す｡

生徒アンケートにおいて、「なかまづくり」 が
○“よくできた”が ８０％以上：Ａ
○”よくできた”“まあまあできた”とで ８０％以上：Ｂ
○”よくできた”“まあまあできた”とで ７０％以上：Ｃ
○”よくできた”“まあまあできた”とで ７０％未満：Ｄ

B

生徒アンケートにおいて、「なかまづくり」 が
“よくできた”が ５５．０％
“まあまあできた”が ４０．５％で、
”よくできた”と“まあまあできた”とで ９５．５％であった

「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。

「かざぐるま実習」の充
実を図る。

「かざぐるま実習」の実施方法を見直し、利用者の方の思
いを知るための交流の時間を設けることにより、障害者理
解を深める。

生徒アンケートにおいて、
○“大変よかった”が ８０％以上：Ａ
○“大変よかった”“まあまあよかった”とで８０％以上：Ｂ
○”大変よかった”“まあまあよかった”とで７０％以上：Ｃ
○”大変よかった”“まあまあよかった”とで７０％未満：Ｄ

B

生徒アンケートにおいて、
“大変よかった”が ３７．１％
“まあまあよかった”が ５７．７％で、
”大変よかった”と“まあまあよかった”とで ９４．８％で
あった

生徒の書いた振り返りシートをみると、新たな気づきをあ
げてくれたものが多くみられた。また、３年生の人権アン
ケートにおいても、『“かざぐるま”実習は印象に残ってい
る』という回答が８８.２%得られた。また、本年度は講義形
式での実施であったが、担当学年の教員から「よかった」
という回答が75%得られた。以上のことから、“かざぐるま”
実習は、効果を上げたと考えられる。

より効果的な“かざぐるま”実習となるように、施設スタッフ
との打ち合わせを綿密に行うとともに、事前・事後指導の
充実に努める。

具体的方策

Ｂ

評価指標

基本的生活習慣の確
立を図る。

Ｂ

年度末（３月）中間期（９月）

家庭や地域、関係諸機
関との連携を強化す
る。

C

Ｂ

Ｂ

自己評価

Ｂ

Ｂ

C

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(校
内進学講座、模試の復習会、スタディサプリの活用等)を
企画し、生徒のニーズに応える。

進路指導

Ｂ

Ｂ

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

進路情報を充実し、利
用しやすい環境を整備
する。

「あいさつ運動」「ノーチャイム」な
どの取り組みにより、生徒の登
校する姿や挨拶が良くなり、学校
に流れる空気がとても安定して
きた。お互いに相手のことを思い
やる心が強くなり、本校が目指す
グランドデザインである「温もりの
あふれる生徒」に繋げることがで
きている。
遅刻の評価が厳しいですが、最
終目標は遅刻生徒「０」に設定し
ている。今後も目標を変えること
なく継続した取り組みを行いグラ
ンドデザインにある「自ら考え行
動できる生徒」を育てていきた
い。
地域との協力をより強め、地域と
もに生徒を育てていきましょう。

３年間での成長を感じます。差
別・いじめに目を向けられる生徒
が多くなり、他人の気持ちを理解
でき、優しさの中に強い意志を
持った生徒が増えており、本校
グランドデザインである「温もりの
あふれる生徒」を育てていると感
じています。「かざぐるま実習」な
どを通じて心の暖かい生徒を育
成してほしい。

B

「３年間の進路指導計画」を実現
するために夢や希望を伝えると
ともに、最新の情報をより多く生
徒に提供してください。
生徒のニーズにあった模試復習
会や第２学年での進路講習など
新しい取り組みの成果を期待し
ます。
第３学年では、より精選した進学
講習に取り組み生徒の進路実現
に繋げて欲しい。
進路自習室やICT環境の充実な
ど今後も生徒の満足度が高い進
路指導を進めて欲しい。

奈良県立生駒高等学校

生徒個々が進路希望
の実現を図れるよう学
力向上に努める。

教育支援
（相談）

Ｂ

評価項目

生徒指導

人権教育

Ａ

具体的目標
（評価小目標）



平成２８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

人権教育
教育支援
（奨学金）

奨学金指導を通して生
徒の学習権の確保と進
路の保障を目指す。

各種奨学金の情報を的確に伝え、活用をよびかけるとと
もに、応募手続きを指導する。
特に希望者が増加している日本学生支援機構大学等予
約奨学金については、人権教育部全員で対応にあたる。

生徒アンケートにおいて、
○“大変よかった”が ８０％以上：Ａ
○“大変よかった”“まあまあよかった”とで ８０％以上：Ｂ
○”大変よかった”“まあまあよかった”とで７０％以上：Ｃ
○”大変よかった”“まあまあよかった”とで７０％未満：Ｄ

B

生徒アンケートにおいて、
“大変よかった”が ５４．７％
“まあまあよかった”が ４３．１％で、
”大変よかった”と“まあまあよかった”とで９７．８％であっ
た

B

高校奨学金・大学予約奨学金・その他の奨学金につい
て、各学年・担任の先生方、また保護者の協力の下、すべ
て滞りなく説明・申し込み・返還指導等を終えることができ
た。

特に、大学予約奨学金については保護者への説明の機会
を持つことが望ましいと感じたので、今後その方法につい
て模索していく。

体育系クラブ入部率６５％以上とする。
体育系クラブ入部率が
○６５％以上：A ○５５％以上：B
○５０％以上：C ○４５％未満：D

Ｃ
９月３０日現在、５０％である。
男子は６８％と高いが、女子は２８％と低い。 Ｃ

１月３１日現在、１，２年生で４７．５％である。男子６２．
５％、女子３０．９％。
９月に比べ１年生男子１６名が部活動を退部している。

退部理由として、学習への遅れを心配する者が多い。文武
両道、学習時間の確保への意識の向上を各部活動や部
活動全体に浸透させる。

スポーツテストの結果を活用し、体力向上を図る。
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

Ｃ

昨年度と比較し
２年生男子 －２．２ポイント
３年生男子 －３．１ポイント
２年生女子 ＋０．５ポイント
３年生女子 －２．２ポイント
平均－１．７５ポイント

Ｃ

本来１年生から２年生にかけては体力が向上している場
合が多いが今年は男子が下落している。
昨年度は雨のため立ち幅跳びを室内でおこない、５０ｍ
走、ボール投げは授業内でおこなった。
スポーツテストの開催場所や開催時期が結果に影響があ
るのではないかと考える。

体育の授業において欠かさず補強運動をおこなっている。
今後も継続しておこなっていく。
スポーツテストの開催場所、時期について検討する。

健康管理の意識を高め
る。

再検査、精密検査の受診率の向上を目指す。
検診後の再診、治療率が
○７０％以上：A ○５５％以上：B
○４０％以上：C ○４０％未満：D

C
尿、歯、眼科、内科Ｄ
結核A、心電図Ｃ
治療継続者が多く現段階では低い結果となっている。

尿、歯、眼科、内科Ｄ
結核A、心電図Ａ
結核や心臓に関する再検査率は高かったが、尿、歯、眼
科、内科は依然として低い。健康への意識が課題である。

保護者に通知が確実に渡る工夫をする。
軽微な異常であっても、放置すれば悪化することもある。
自分の健康への関心を高めさせる。

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
○９０％以上：Ａ ○８０％以上：Ｂ
○７０％以上：Ｃ ○７０％未満：Ｄ

Ｂ

毎日食べる ８１％
時々欠かす １６％ 食べない ３％
男女間での差はないが１，２年生の男子の毎日食べる割
合が８割を切っている。

第一学年では保健、第２学年では家庭基礎で食事の意
義・栄養・摂食について学習をする。
時間がないことを理由に摂取していない者が多い。

生活リズムを確立させ、時間に余裕を持ち朝食をゆったり
と摂る時間を確保させる。
朝食の摂取が健康、学習に与える影響を理解させる。

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
できたか、
○６０％以上：A ○５０％以上：B
○４０％以上：C ○４０％未満：D

アンケートは未実施。学校行事の後や長期休業中の美化
活動に課題が残る。

アンケートで「充実した清掃・美化活動を実施できた」と答
えた生徒が全体で７０%を超えた。それらの生徒のうち「自
ら進んで積極的に取り組んだ」と回答した生徒の割合は、
学年を追うごとに増加し、３年生は２４%に達した。「真面目
に掃除に取り組むことは生駒生にとって当たり前」という雰
囲気が学校生活を送る中で育まれている。

教室前廊下の清掃がやや不十分であった。担当の先生に
お願いの働きかけをしていく。

通学路清掃の該当区域を広げることによって、地域に愛
着を持ち、つながりを意識した活動に発展させる。

美化委員に加え、有志の参加数が前年比
○１０%以上の増：A ○５%以上の増：B
○同程度：C ○減：D

C
有志の参加者の大部分がクラブ員であり、大会前というこ
ともあって、例年一学期の参加者は二学期より少なくな
る。二学期に期待したい。

１学期２年生美化委員中心、２学期１年生美化委員中心
で実施した。クラブ生徒の参加が少なかったため、参加人
数は前年並みにとどまった。３学期に進路が確定した３年
生を対象に実施することができなかった。

クラブ顧問に積極的に働きかけてクラブ員の参加を促す。
地域に根ざした学校の根幹に関わる活動であるという認
識のもと発展させていきたい。

生徒会活動の更なる活
性化をはかる。

生徒会本部役員の生徒が主体的に考えて行動し、生徒
会組織のリーダーシップがとることができるよう指導する。
また、各種委員会の委員長・副委員長が、それぞれの分
野で自発的かつ積極的に活動するように指導する。

昨年に比べて
○非常に活発：Ａ ○ある程度活発：Ｂ
○昨年と同程度：Ｃ ○昨年より不活発：Ｄ

Ｃ

生徒会本部役員は、多くの面でいろいろと学校行事に関
わることができるようになってきたが、まだまだ教師主導
の面が多々ある。各種委員会の委員長・副委員長につい
ては、活動が活発にできていない面が否めない。

生徒会本部役員の意識は向上したものの、行事等に自ら
の考えや意志で臨むまでは達していない。本部役員は連
絡会の役員を務めるなど、活躍の場があった反面、各種
委員会の委員長を活躍させる場面を作り出すことができな
かった。

生徒個々の能力を鑑み、年度当初の行事予定に基づき計
画的に生徒会役員を指導する。また、教員、生徒会中央委
員を含めた部会を定期的に開き、生徒を中心とした意見を
吸い上げる機会を持つ。

文化祭の内容を充実さ
せる。

生徒会と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、他の生徒を引っ張っていくよう指導
する。また、各クラス・クラブ・団体の発表がより活発となる
よう、サポートする。

事後の文化祭アンケートで、「よかった」・「満足」の回答が
○８０％以上：Ａ ○６０％以上８０％未満：Ｂ
○４０％以上６０％未満：Ｃ ○４０％未満：Ｄ

Ａ

文化祭においては、生徒会本部役員が自ら企画・立案し
た内容が、概ね好評であった。全体として生徒からの評
価もよかったが、職員目線で見ると、細かい部分での改
善点や問題点は何点かみられた。

文化祭は生徒の満足感が高い反面、積極的に自らの考
えを出し物等に反映させられた生徒は少なかった。教師
主導の文化祭となってしまった感はぬぐえない。一部の出
し物を生徒会役員が企画・運営できたことは良かった。

生徒会中央委員に対して、早い段階から企画を計画させ、
全校に啓発・情宣をおこない、生徒が感じる文化祭への雰
囲気作りを後押しする。また、企画に対して生徒会を通し
て、全校から意見を吸い上げる機会を持つ。

教育情報
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

９月末現在で、新たに作成されたか、1回以上更新された
ページは５８ページです。

１月末現在で、新たに作成されたか、1回以上更新された
ページは７９ページです。昨年度は２月と３月で約１５ペー
ジの作成実績がありましたので、1年間で約９５ページの
作成予想です。

今年度はクラブ活動関係のHP更新回数が例年に比べて
少なかったので、顧問の先生方に更新記事作成の依頼を
随時行うことで全体の更新回数を増加させたい。

貸出冊数年
○１４００冊以上：A ○１３００冊以上：B
○１２００冊以上：C ○１１００冊以上：D

貸出冊数は、９月末日現在で８０６冊である。 貸出冊数は、１月末日現在で１３２５冊である。
広報活動やイベント、各教科・学年と連携した活動をいっそ
う充実させる。

生徒アンケートにおいて、朝の読書旬間に満足したの回答
が
○８０％以上：A ○６０％以上８０％未満：B
○４０％以上６０％未満：C ○４０％未満：D

朝の読書旬間(５/２６～６/１５)実施。
図書館便り(４,５,６,７月)発行。

期間は、１学期３週間、２学期６週間、３学期４週間、回数
は計４９回実施。２学期の生徒アンケートでは、７５％の生
徒が朝の読書によって落ち着いた１日が始まったと答えて
いる一方で、４５％の生徒が実施期間についてもう少し短
い方がよいと答えている。満足度については、２月の生徒
アンケートにより評価する。

他の行事等とのバランスを考えて調整しつつ、実施期間を
１学期３週間、２学期４週間、３学期４週間とする。

学校運営経費及び、光
熱水費の適切な執行管
理、また、円滑な学校
運営を行うための教育
環境の整備。

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。

光熱水費の削減が
○10％出来れば：Ａ ○光熱水費の削減が出来れば：B
○ 昨年どおりで：C ○出来なければ：Ｄ

B
光熱水費の使用量は、電気が昨年の９９％、水道が９４．
７％と、若干ではあるが減少している。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。

１２月までの光熱水費の電気使用量は、昨年の１，０３％、
料金は０．８４％（電気会社が変わったため） 水道料金は
０，９６％と、若干ではあるが減少している。ガス料金は１，
１１％と増加している。全体の利用料金は電気料金の減
が大きいため０，８６％である。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。

機会があるごとに教職員に啓発を継続実施していきたい。

来客者や電話での適切
な接遇及び証明書発行
等の迅速な対応、ま
た、的確な文書・物品
の管理。

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、事務室内の環境を整備し、事務処理や
文書管理において、的確な対応をめざす。

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

B
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的
確に出来ている。

年度末になり浪人生の証明書の発行依頼が増えてきてい
るが、迅速に発行出来ている。また、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、来
客や電話の対応等的確に出来ている。

今までどおり、親切丁寧及び迅速にを心がけていく。B

A

A

B

C

生徒の読書活動を推進
する

朝の読書旬間や読書感想文コンクール応募など読書指
導を充実させる。計画的な広報活動を実施する。

スクールカウンセラーの協力を
得ながら、多様な生徒にきめ細
やかな対応をお願いします。

B

施設が老朽化している。予算面
は理解できますが、生徒の安全
のために改善してください。ま
た、丁寧に掃除をしているが特
にトイレの汚れや臭いが改善で
きません。また、様式トイレの数
が少なく改修を望んでいます。

Ａ

B

学校の情報を随時発信してくだ
さい。特に修学旅行・校外学習な
どの学校行事、部活動など最新
情報を提供してください。

Ｃ

評価指標

中間期（９月）

奈良県立生駒高等学校

自己評価

Ｃ

文武両道の実現と同時に、学習
面での意識改革も指導してもら
いたい。健康面での意識も高く
持てるよう朝食摂取をはじめ、就
寝時間・学習開始時間など、生
活全般バランスよく日常生活を
送れるよう指導して欲しい。ま
た、インフルエンザ予防対策に
早めに取り組み、生徒に啓発し
て欲しい。

C

C

事務

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。

校内・教室の環境美化の重要性
を生徒が感じることができるよう
な啓発活動をより積極的に取り
組んで欲しい。通学路清掃は引
き続きお願いします。地域も協力
していきます。

C

生徒の体力の向上を図
る。

具体的方策

図書資料

C

C

特別活動

B

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

生徒会活動を活発にしてほし
い。指示待ち人間にならないよう
に、生徒にヒントを与えながら支
援してください。すべてを任せて
見守ることも、時には必要です
が、放任でなく見守る姿勢を大
切にしてください。

Ｂ

B

評価項目

年度末（３月）
具体的目標

（評価小目標）


