
平成２８年度　学校評価計画表(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

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

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

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

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

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

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

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尐を目標に指導
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

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

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

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

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

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

第２学年

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。

生徒の遅刻は尐ないものの、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

自己評価
学校関係者評価（結果・分析）

及び改善方策

第１学年

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。

・「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。

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。

具　　　　体　　　　的　　　　目　　　　標

・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

中間期（９月）

・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

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。 ・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

学習と部活動の両立を図れる指導をめざす。

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。

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。



平成２８年度　学校評価計画表(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尐を目標
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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。

評価項目

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。

中間期（９月）

第3学年

評価指標

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。

自己評価

年度末（３月）

奈良県立生駒高等学校

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

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。



平成２８年度　学校評価計画表(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。

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

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

不注意、寝坊等での遅刻回数の減尐を図る。
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

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、特別指導数を減尐する。
前年比
○２０％以上減：Ａ　　　　　　　○１０％以上減：Ｂ
○５％以上減：Ｃ　　　　　　　　○同程度：Ｄ

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

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

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：C

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

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

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

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

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

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

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

「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

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

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

「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

評価項目

生徒指導

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）

家庭や地域、関係諸機
関との連携を強化する。

人権教育

自己評価

進路指導

具体的目標
（評価小目標）

具体的方策 評価指標

基本的生活習慣の確立
を図る。

年度末（３月）中間期（９月）

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。

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。



平成２８年度　学校評価計画表(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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

特別活動

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

評価項目

年度末（３月）
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

奈良県立生駒高等学校

図書資料

評価指標

中間期（９月）

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。

事務


