
平成３０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。

遅刻総数のクラス別平均（年間）
○５０回未満：Ａ    ○７０回未満：Ｂ
○９０回未満：Ｃ　  ○９０回以上：Ｄ

Ａ
遅刻そのものは全体的に少ない。しかし、2学期当初、不
登校傾向を示す生徒が数名いる。

遅刻そのものは全体的に少ない。年度途中
に不登校傾向を示す生徒がいた。

特に、不登校傾向を示す生徒については、今
後も継続的に面談や家庭訪問を行い、学校
生活への意欲を呼び覚ます助けをしていきた
い。

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
文武両道を目標に掲げ、頑張ろうとしているが、「両立でき
ている」19%・「部活動の影響で思うように学習できていな
い」67%（第2回学習状況リサーチ）と回答している。

Ａ

文武両道を目標に掲げ、頑張ろうとしている。
充実した学校生活の根幹に「部活動と学業の
両立」を位置づけたい。

今後も、部活動と学業の両立には「集中力」と
「隙間時間を活用する意識」が必要不可欠で
あることを説き、日々の学習活動の中で時間
活用の具体的な方法を提示していきたい。

学力が向上していると思っている生徒
○７０％以上：Ａ　  ○６０％以上：Ｂ
○５０％以上：Ｃ    ○５０％未満：Ｄ

－

「頑張って成績を伸ばしたい」47.9%「学習や進路に悩みを
抱えている」83%と回答するものの、「宿題は必ずやってい
る」38%「自主学習の確保が難しい」30%%（第2回学習状況
リサーチ）と、有言実行できていない。

Ｃ

2学期の生徒アンケートによると「学力が向上
した11%」・「学力が向上したとやや思う41%」で
ある。数値目標の達成には、指導に対する教
員側の創意工夫が必要なことは当然のことと
して、生徒側の努力と、授業時間以外の学習
時間を如何に確保するかという、学習態度の
改善が必要不可欠である。

多くの生徒が「良好」な態度で授業に取り組ん
でいる。その反面、下記の項目でも明らかな
ように入学後約一年が経過しても「家庭学習
の習慣」が確立できていない。具体的方法と
その効果を明示し、生徒達の自主的な営み
のスイッチを押せるように、「予習」「復習」の
大切さを指導していきたい。

平日の平均授業時間外学習時間
○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
・平日平均 42分
・休日平均 1時間15分
（第2回学習状況リサーチより）

Ｂ

2学期生徒アンケートから、平日の授業外学
習時間は、95.8分である。

今後も『今未来手帳』の活用を積極的に呼び
かけ、計画的に自主学習を進めるよう指導を
続けたい。

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、『今未来手帳』を活用し、第１学
年の間に進路目標の定まった生徒
○７０％以上：Ａ　  ○６０％以上：Ｂ
○５０％以上：Ｃ　  ○５０％未満：Ｄ

Ｄ
「学びたい学問や職業に近づける方を選びたい」59%、「志
望校未定」69%
（第2回学習状況リサーチより）

Ａ

『今未来手帳』の具体的活用方法や、ＰＣや
スマホによる「ポートフォリオの記録」を推奨し
続けた成果の一つといえる。

今後、現在抱いている進路希望の見直しを迫
られることや、新たな希望を見いだすことがあ
ると思うが、来年度も左記の指導を継続し、生
徒の変化に敏感に対応していきたい。

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」
○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
生徒、保護者ともに、高大接続や新入試への関心が非常
に高いという現状を踏まえ、内容精選のうえ、適切な時期
に必要な情報を今後も発信したい。

Ａ

生徒、保護者ともに、高大接続や新入試への
関心が非常に高いという現状を踏まえ、内容
精選のうえ、適切な時期に必要な情報を発信
できた。

特に、高大接続や新入試への動きを敏感に
察知し、生駒高校生に必要な情報の発信を
視野に入れ進めていきたい。

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、規則正しい生活や心
身ともに健康を心がけ、遅刻・欠席のない授業に集中でき
る姿勢を養う。
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。

遅刻総数のクラス別平均（年間）
○５０回未満：Ａ 　　　○７０回未満：Ｂ
○９０回未満：Ｃ　　　 ○９０回以上：Ｄ

A
９月末現在、総遅刻数は187である。学期後半になりと増
加する傾向がある。心配な生徒には保護者と連携をとり、
不注意による遅刻を減少させるよう取り組んでいる。

１，２学期の遅刻総数は346である。クラス平
均は43となる。遅刻の主な理由は、生活習慣
の乱れからくる寝坊や忘れ物などの不注意
が大半である。保護者との連携を図り、粘り
強く指導していきたい。

規則正しい生活習慣を身につけることを学年
集会や学年だよりで啓発する。また、不注意
による遅刻を繰り返した場合の指導を徹底す
る。

部活動の加入率７０％以上の維持を目標とし、学業と部活
動の両立が図れるよう指導する。

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

A
９月末現在の加入率は73％である。部活動の中核として
活躍していることを褒めてやるとともに、両立のためにや
る気の出る声かけを続けている。

B

１月末現在での加入率は66.5％で、少し下
がった。部活動で3年生が引退し、中心となっ
て活動する反面、学習に対する不安感が出
てくる時期だと考えられる。学業との両立をう
まくこなせるよう支援していきたい。

進学講習の日程などを配慮しながら、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。

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

平日の平均授業外学習時間
○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
アンケートでは39分という結果が出た。自身の進路希望を
実現するため、学力の向上は不可欠なことであるというこ
とを認識させる必要がある。

Ｃ

学習時間は94分である。まだまだ自身の進
路実現ために何が必要なのかを考えさせ、努
力を継続させる必要がある。家庭学習のさら
なる定着が課題である。

２学期以降、学習への切り替えができるよう、
学年集会やホームルームの内容を検討す
る。また、自学自習の意味を考えさせ、最終
学年に向けての自覚を促す。

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、手帳を活用し、第２学年の間に進
路目標が定まった生徒
○７０％以上：Ａ　    　　　○６０％以上：Ｂ
○５０％以上：Ｃ　 　   　　○５０％未満：Ｄ

－
３年に向けての類型選択の時期になり、進路に向けての
意識が高まっている。適切な情報を与えるとともに、自ら
の力で探求し、決定させる取り組みを継続させる。

B

63.6％が進路希望が明確化したと回答してい
る。３年に向け、類型を選択するにあたり、進
路の方向性については、生徒個々、考えられ
るようになった。

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」
○年間に４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
現在まで１回配布している。時期を探り、適切な時期に発
行していく。 B

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。

Ａ

C

B

Ｂ

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。

奈良県立生駒高等学校

教　育　目　標

運　営　方　針

平成２９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、文武両道の実現ができる生徒を育てる。

・挨拶の励行・奈良ＴＩＭＥの充実　・地域や社会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　・国際理解、幅広い視野と豊かな人間性を育成　・積極的な情報発信、広報活動を充
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　　・部活動の効率化　　・時間の遵守　・逞しい体を養い、豊かな心を育成。　・時間を大切にし、自主性・自律性を育む部活動の充実学習と部活動の両立を図れる指導を目指す。

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、主体的な学びによる学力の向上を目指す。
・授業改善・授業力向上により学ぶ意欲の喚起をはかる。・手帳を活用し、生徒の学習時間を増やすとともに、学習内容の充実を図る　・自習室、学習スペースの活用　・英単語テストの充実　・模擬テストの復習の充実　・
授業研究の充実　・家庭学習を習慣化し、定着をはかる。

数校の私立大学で合格者数が減少した。
今年度は早い段階から進路意識を向上さ
せ進路実現を目指す。検定試験では、３
学期に１００名が英語検定を受検した。さ
らに検定試験や資格取得を推奨する。手
帳の活用、ノーチャイム、挨拶運動の実
施を通して自己管理意識は向上した。授
業以外の学習時間は依然伸び率が悪く、
学習時間の低下傾向が続いている。早い
段階から主体的に学習に取り組む姿勢を
育むことが必要である。情報発信数は飛
躍的に伸ばすことができた。

・手帳を活用し、自己管理のできる生徒の育成を目指す。・健康管理に努め遅刻欠席０を目指す・学習環境の整備・ノーチャイムや読書旬間を活用する。・基本的生活習慣を確立し、挨拶やマナーに対する意識のさらなる
向上を目指す。

生徒の自己理解 を進めて、進路意識の向上による進路実現を目指す。
Ｂ

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   ・学校内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　・各種検定試験に挑戦する態度を育成し、学びの主体性をを育む。

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。

中間期（９月） 年度末（３月）

評価指標評価項目
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

A

B

第１学年

第２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。

授業を大切にし、基礎学力を身に付け、宿題・予習などを
含めた家庭学習の習慣を身に付けさせる。

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。

Ａ

Ａ

遅刻も少なく、基本的生
活習慣がよく確立できて
いると思われます。また、
１年の時から、進路につ
いての意識を高める取
組、『今未来手帳』の活用
や「ポートフォリオの記
録」により、生徒の意識
が高められていると思い
ます。
今後は、その意識を更に
高め、進路実現のために
生徒たちが自ら取り組む
ような指導をお願いしま
す。

部活動加入率が、やや下
がっているところが気に
なります。学習と部活動
の両立を果たしてきた伝
統を在校生にも引き継が
れるように指導をお願い
します。
１年後の大学入試を見据
え、進路に対する意識を
更に高めるような指導が
必要だと思います。その
ためにも、生徒一人ひと
りへのきめ細やかな指導
をお願いします。



平成３０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。

保護者をはじめ関係機関との連携を図る。特に受験期に
起こる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。

遅刻総数のクラス別平均（年間）
○５０回未満：A　　　　　　○７０回未満：Ｂ
○９０回未満：Ｃ　　　　　　○９０回以上：Ｄ

Ａ
まず欠席せず、授業に集中し受験勉強も並行して取り組
むように指導している。1学期末の遅刻の平均は35.5回。

各クラス別遅刻の年間総数の平均は、106回
と多くなった。遅刻と欠席は推薦入試時の２
学期に急増し、体調不良を訴える生徒が多
かった。原因として考えられるのは、進路の
悩みによるものと推測できる。

体調不良や不登校傾向の生徒の遅刻データ
も含まれており、数値が多くなった。受験期は
特に欠席が増えたので、授業への参加の意
義を再認識させる必要がある。

学力が向上していると感じている生徒
○７０％以上：Ａ　　　　　　○６０％以上：Ｂ
○５０％以上：Ｃ　　　　　　○５０％未満：Ｄ

Ｂ
学力が向上したと感じている生徒は69.5％で、模擬試験
の受験回数が増えるにつれ、受験生としての意識は高
まっていると思われる。

学力が向上していると感じている生徒は、２
学期のデータは81.0％であった。多くの生徒
は受験に向けて意欲的に学習に取り組んだ
結果ではないかと考えられる。1・2学期の平
均は75.3％で、良好な結果である。

具体的な進路目標を持たせた上で、学習に
取り組ませる必要がある。それには、早期よ
り生徒に進路希望を明確化させる働きかけが
必要である。

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

Ｃ
平日の自宅外学習時間は、1.7時間で受験を意識し、自習
室の活用など自宅外学習時間は増えていると思われる。 Ｃ

平日の自宅外学習時間は、1・2学期平均1.8
時間で、進学講座への積極的な参加や自習
室を活用することで学習時間を増やした。

自己の将来を見つめ、
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、保護者に卒業後の
進路についてより深く理解してもらうため「学年だより」など
を発行し、進路情報の提供に努める。

「学年だより」
○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

Ｄ
本年は、第１学期末に「学年だより」を発行し、受験状況や
心得などについての啓発を行った。2学期も発行を予定し
ている。

Ｂ

学年だよりは、進路指導に関わる内容を中心
に掲載した。１学期末は「2018年度近畿地方
の私立大学入試の推移」と「センター試験利
用方式入試」。２学期10月は「大学定員1.0倍
見送り」と「小論文入試」・「センター試験予定
表」。2学期末には「モチベーションを保つ方
法」と「社会人基礎力」。生徒に対して受験の
意識を高めさせることに心掛けた。

各分掌と連携し、式典等の円滑な運営を目指す。
式典等に関するホームページ掲載の質・量を昨年度と比較
○増加：Ａ　　　　○同程度：Ｂ
○減少：Ｃ　　　　○大幅減：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。

各分掌の協力を得て、儀式等を円滑にすす
めることができた。儀式等の様子をホーム
ページで紹介することができたが、若干減少
した。

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。中学校等への積極的な情報提供を図
る。

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
○95%以上：A　　　○80%以上：B
○60%以上：C　　　○60%未満：D

C
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1091名であった。アンケート結果から
は、生駒高校のことがよくわかった、わかった
併せて99.3%、時期がよいが95.3%であった。

学校説明会を２回に戻した。１回の人数が減
り、昨年度より出入りや進行がスムーズで
あった。今後案内や地図を工夫し、よりわかり
やすい内容としたい。

PTA、樫葉会、樫木会
活動を円滑に進める。

PTA理事会、各部会等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、樫葉
会、樫木会との連携を図る。

PTA等の活動に関するホームページ掲載の質・量を昨年度
と比較
○増加：Ａ　　　　○同程度：Ｂ
○減少：Ｃ　　　　○大幅減：Ｄ

B 広報誌「けんゆう」８９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
ホームページで昨年と同程度紹介することが
できた。

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、96.1％であった。11月
に他教科の授業参観終了後、評価を確定させる。 A

自教科の授業参観への参加率、他教科の授
業参観への参加率ともに96.1％であった。

今後も、授業参観の機会を設けていきたい。
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。

平日の授業外(家庭学習と隙間学習を合わせた時間）の学
習時間
○学年＋1時間以上：A
○学年＋(0.5～1)時間：B
○学年＋(0～0.5)時間：C
○学年時間未満：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100.9分、2年67.7分、3年180.8分である。 C

2学期生徒アンケートから、平日の授業外学
習時間は、1年95.8分、2年94.1分、3年214.4
分である。

自らの課題を考え、計画的に学習に取り組め
る生徒を育てていくための手立てを学校全体
で考えていきたい。

学力が向上していると感じている各学年の生徒
○７０％以上：A　　　　　○６０％以上：B
○５０％以上：C　　　　　○５０％未満：D

B
1学期生徒アンケートから、1年55.1％、2年48.1％、3年
69.5％である。 B

2学期生徒アンケートから、1年51.8％、2年
52.5％、3年81.0％である。

学力が向上したことを実感できる授業のあり
方を考え、学習意欲を高める工夫を考えてい
く。

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

D
次年度の教育課程の編成や新学習指導要領などについ
て、教育課程検討委員会と教科主任者会をあわせて３回
実施した。

C
教育課程検討委員会を２回、教科主任者会
を２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。

教育課程については、類型の特色に関係す
る単位数の変更をした。今後も、新学習指導
要領の実施に向けて、検討を重ねる。

新学習指導要領、観点別評価や高大接続研究会等に、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

B
（人数）

C
(延べ
数)

教務部員８名中６名が延べ８回、新学習指導要領や教育
課程の説明会等に参加した。更に、研究集会等に参加し
ていく。

B
（人数）

A
(延べ
数)

教務部員８名中６名が、延べ１３ 回、教科の
研究集会や教育課程説明会、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、本校の教育活動に活か
していきたい。

開発研究
教科外の従来の教育活
動を充実・発展させる。

奈良TIMEと主権者教育を充実・発展させる。
フィールドワーク発表内容の教員評価「十分満足できる」
○80％以上：A　　　○60％以上：B
○40％以上：C　　　○40%未満 ：D

B
　フィールドワークの計画・事前指導・実施のすべての面
で昨年を超えるレベルで実践した。 B B B

生徒の発表については「満足できる」という教
員評価だったものの、その内容は、目標とし
た「問題の明確化」には達していない。

奈良TIMEのあり方を抜本的に変えない限り
深化は望めない。

「受験は団体戦である」と常に啓発してきた。
しかし、指定校推薦やＡＯ推薦、一般公募推
薦など、推薦入試の段階で進路決定を希望
する保護者・生徒が多い。進路決定した生徒
の中には、欠席増加、成績低下が見られ、ま
た未決定の生徒も落ち着きをなくしていた。セ
ンター試験や一般入試まで頑張るよう生徒を
いかに指導するかが課題である。

C

A

B

B

予習・復習をして授業に臨み、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。

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

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。

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。限りある時間の有
効活用を考え、学習習
慣の定着を図る。

第３学年

評価項目

学力を向上し、進路希
望に応じた学習を深
め、充実した学校生活
を送らせる。

Ｄ

Ａ

Ｂ

基礎学力の充実に加え、発展的な内容に取り組む態度を
育てる。効果的な授業改善を行うとともに、進路希望を見
据えた授業外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、
学力伸張に向けての努力を促進する。

B

具体的目標
（評価小目標）

具体的方策

学校説明会は、中学生が
高校について深く知るよ
い機会であるので、２回
に分けて開催してもらい、
中学生もじっくりと見学す
ることができたと思いま
す。

B

中間期（９月）

評価指標
学校関係者評価（結果・分析）

及び改善方策
自己評価

年度末（３月）

新学習指導要領の実施
や大学入試改革などによ
り、主体的に学ぶ態度や
思考力、判断力、表現力
の育成が求められていま
す。
先生方においても、授業
の改善に努め、更に魅力
ある授業を行ってくださ
い。
１、２年生での家庭学習
の定着に努めてください。

３年生の早い時期に、自
身の進路希望を明確にさ
せることが肝要です。そ
のためにも、１・２年生か
らの取組が大切と思われ
ます。３年間を通じた計
画的な指導を更に推進し
てください。



平成３０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。

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

－
挨拶運動は、９月時点で５日実施。
登校指導は、毎日実施できている。 A

挨拶運動は１３回実施。
登校指導は毎日実施できた。

継続して実施していく。
若手教員が中心となり実施している。この活
動で若手教員の自主性や意識を高めていく。

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。

校外指導を年間
○６回以上：Ａ　　　○５回：Ｂ
○４回：Ｃ　　　　　　○３回以下：Ｄ

－
校外指導は、６月に県下一斉指導に参加。
６月の豪雨、７月・９月の台風時にターミナル指導を実施。 A

台風による休校や地震が起こった都度校外
指導を有効に実施することができた。校外指
導は６回実施。

毎年、自然災害が起こっているため、校外指
導を迅速に有効に行っていく。併せて生徒の
危機管理意識を高めていく。

不注意、寝坊等での遅刻回数の減少を図る。

遅刻の延べ数（年間）
○５0回以上の減：Ａ
○４０回以上50回未満の減：Ｂ
○３０回以上40回未満の減：Ｃ
○前年と同程度：Ｄ

－ ９月時点で、延べ数は昨年度とほぼ変わらない。 C
不注意や寝坊による遅刻は３４回減少してい
るが、腹痛による遅刻は２２回増加している。

・腹痛のために駅のトイレに行く生徒が増えて
おり、あらゆる場面で自己管理ができるように
指導していく。

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、特別指導数を減少させる。
特別指導数（年間）
○５件以内：Ａ 　　　　　　○５件から10件Ｂ
○10件から15件：Ｃ　　　○15件以上：Ｄ

－ 特別指導は、授業中の携帯使用といじめ事象の２件

4件特別指導を行った。いじめ事象で１件、
SNSのアカウント不正使用1件、不適切発言1
件、スマホ使用1件であったが、スマホに関わ
る指導は14件であった。

特別事象は、携帯の指導も含め１年生が多
く、入学当初からあらゆる場面で規範意識を
高めていく指導を行う。

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

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

－
保護者宛文章は、ゴールデンウイークと１学期三者面談
に２回発行 A

保護者向け文書は3件、生徒向け文書は3件
の6回であった。

保護者、生徒向け文書多く発行することによ
り、本校教育活動への理解と協力を求め、生
徒の潜在意識を高めていく。

地域における補導活動への参加を充実する。
地域における補導活動を年間
○６回以上：Ａ　　　　　　○５回：Ｂ
○４回：Ｃ　　　　　　　　　○３回以下：Ｄ

－ 生駒市の補導活動に１回参加 C

地域における補導活動は、4回の参加であっ
た。
部活動指導と重なることが多くあまり参加で
きなかった。

地域との交流を深めていくためにも、地域の
補導活動に積極的に参加していく。

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（昨年度比）
○８５％未満：A　　　　　　　　　○９０％未満：B
○９５％未満：C　　　　　　　　　○１００％未満：D

－ 平成27年度以降、初めて増加に転じ、126％となった。 E
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が功を奏したケースも
あったが、130％に増加した。

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関して、生徒指導部の支援下で
生徒の実態把握に努めると共に、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。

生徒アンケートで、取り組みに対して“自分のためになると
思う”、“やや思う”と回答した生徒
○７０％以上：A　　　　　　　○６０％以上：B
○５０％以上：C　　　　　　　○５０％未満：D

－ 2学期末にアンケートを予定している。 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83.2 ％、「教育相談だより」については
51.2％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
ていく。

生徒アンケートで、進学講座を受講して「効果があった」と
回答した生徒
○８０％以上：A　　　　　　　○７０％以上：B
○６０％以上：C　　　　　　　○６０％以下：D

－ 2学期末にアンケートを予定している。
３年生で８０％、２年生で７４％、全体で７７％
の受講生が、「効果があった」と回答した。

生徒に対して｢進学講座」の正しい受講の方
法を指導するとともに、生徒の進路希望に応
じた講座の開設を行う。

生徒アンケートで、「スタディサプリ」を活用して「効果があっ
た」と回答した生徒
○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。

３年生で６８％、２年生で４６％、１年生で５
３％、全体で５６％の受講生が、「効果があっ
た」と回答した。有料の教材であるが、家庭で
自主的に学習に取り組むことが難しいようで
ある。

「スタディサプリ」の受講状況をチェックし、激
励・助言を積極的に行う。

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を企画する。また手帳の活用を通じて、自己管
理できる生徒、自主的に動く生徒を育てる。

生徒アンケートで、「手帳を通じて自己管理できている」と回
答した生徒
○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。

３年生で５２％、２年生で５３％、１年生で６
４％、全体で５７％が、「効果があった」と回答
した。昨年度よりやや向上しているが、まだ低
い。

手帳の活用について、さらに教員間の共通理
解を深め、生徒への指導を徹底する必要が
ある。

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。

生徒アンケートで、「資料が利用しやすかった」と回答した
生徒
○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。

３年生で８０％、２年生で６８％、１年生で８
２％、全体で７８％が、「役に立った」と回答し
た。１、２年生の進路指導室・進路自習室の
利用者数が少ない。

早い段階から進路への関心を高めていく。

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
○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

Ｃ
大学、専修学校、ベネッセ、河合塾、駿台など主催の説明
会、研究会への参加を呼び掛けているが、昨年度に比べ
て延べ参加回数が減少している。

激変している大学入試の情報を収集するた
めや、高大接続改革関係の説明会・研究会
に積極的に参加した。

「高校教育改革」「高大接続改革」「定員厳格
化」などの状況のなかで、参加の必要性をよ
びかけていきたい。

『進路の手びき』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。

生徒アンケートで、「『進路の手びき』が役に立った」と回答
した生徒
○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。

３年生で７７％、２年生で６８％、１年生で８
４％、全体で８２％が、「役に立った」と回答し
た。

教員が『進路の手びき』を使った進路指導を
しっかり指導できるようにしていくとともに、内
容の改訂も進める。

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ａ

評価項目
自己評価

B

奈良県立生駒高等学校

進路に対する明確な目標
を早い時期からもつよう
に指導を継続してほしい
です。将来の職業を見据
えた進路実現となるよう
に、生徒たちに働きかけ
てください。
大学入試改革について
も、当該の学年の生徒に
周知し、早い段階から準
備できるように支援してく
ださい。

B

B

生駒高校の生徒は、服装
に乱れもなく、高校生らし
い姿です。地元からも生
駒高校に行きたいという
中学生が多いとも聞いて
います。
地域との関わりも深い挨
拶運動を推進してくださ
い。
生徒の皆さんの登下校
の様子もよくなっていると
地域の方からも聞いてい
ます。しかしながら、歩き
ながらスマホを操作して
いる生徒もいますので、
その点はご指導をお願い
します。

Ｂ

A

教育相談

進路指導

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。

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、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。

進路情報を充実し、利
用しやすい環境を整備
する。

家庭や地域、関係諸機
関との連携を強化す
る。

CC

生徒指導

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

具体的目標
（評価小目標）

具体的方策



平成３０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指導案作成に担任に関わってもらう。また、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。
あらゆる場面において人権尊重の視点からの指導を行
う。

3年最後のアンケートで、「いじめ」や「差別」に気付いたと
き、「見て見ぬふりをする」と回答した生徒
○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いける『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4.7%であった。しかしなが
ら、無回答が1.1%あり、「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」を持った生徒を育て切れていると
はいえない。ただ、教員相互による人権ＨＲ
指導案の作成は、人権ＨＲの充実に確実に
つながっている。

担任の先生に指導案の作成をしていただくこ
とは継続し、指導案作りに役立つ資料の充実
に努める。

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｡

生徒アンケートで、「なかまづくり」に関する回答
○“よくできた”が80％以上：Ａ
○”よくできた”と“まあまあできた”とで80％以上：Ｂ
○”よくできた”と“まあまあできた”とで70％以上：Ｃ
○”よくできた”と“まあまあできた”とで70％未満：Ｄ

C

生徒アンケートにおいて、「なかまづくり」　が
“よくできた”が　48.9％
“まあまあできた”が　44.4％で、　”よくできた”と“まあまあ
できた”とで　96.3％であったが、部活内でのいじめ事象が
発生しており、すべての教育活動に於いて人権尊重の視
点があったかを点検する必要がある。

クラブ内での「いじめ」事象があったことを重く
受け止める。本件は、保護者からの申し出で
わかってきたものであって、周囲の生徒は結
果的には見過ごしていたことになる。改めて、
どのような集団においてもなかまづくりを大切
にしていかなければならない。

違いを認めることの大切さに気づかせるととも
に、相手の立場に立って物事を考える感性
と、人権問題を自身の問題であるととしてとら
えさせるＨＲの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」の実施方法を検討し、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。

生徒アンケートで、「かざぐるま実習」に関する回答
○“大変よかった”が80％以上：Ａ
○“大変よかった”と“まあまあよかった”とで80％以上：Ｂ
○”大変よかった”と“まあまあよかった”とで70％以上：Ｃ
○”大変よかった”と“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　44.1％
“まあまあよかった”が  49.5％で、”大変よかった”と“まあ
まあよかった”とで　93.5％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ても、『“かざ
ぐるま”実習は印象に残っている』という回答
が89.6%得られた。“かざぐるま”実習は、一定
効果を上げており、本校における重要な取り
組みであると考える。前年度の課題を踏ま
え、本年度は、利用者の方とふれあう時間を
少し増やすことがでた。

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。

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、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。

生徒アンケートで、各種奨学金に関する回答
○“大変よかった”が80％以上：Ａ
○“大変よかった”と“まあまあよかった”とで80％以上：Ｂ
○”大変よかった”と“まあまあよかった”とで70％以上：Ｃ
○”大変よかった”と“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　43.5％
“まあまあよかった”が   47.1％で、”大変よかった”と“まあ
まあよかった”とで　90.7％であった

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
○６５％以上：A　　　　　　○５５％以上：B
○５０％以上：C　　 　　　 ○50％未満：D

D
９月３０日現在、44％である。
男子は64.7％と高いが、女子は23％と低い。 D

退部理由は自信のなさと、学習への不安。粘
り強さのない生徒は、進路実現も妥協がはや
いのではないかと推察しますので、何をする
にもやめない力をつけさせたい。

合格者説明会の段階で経験クラブの記入だ
けでもさせて、早い段階で少しでも意識させる
取り組みをしたい。

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スコアのポイントの向上
○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

C

昨年度と比較し
２年生男子　－0.4ポイント
３年生男子　－1.8ポイント
２年生女子　－0.9ポイント
３年生女子　＋0.5ポイント
平均－0.65ポイント

C

長距離走については授業で前年度のタイム
を上回る指導が徹底できるが、他の種目では
新クラスでの取り組みとなり、実力を発揮でき
ていない生徒もいる。

人目を気にせず、どんな時でも精一杯の実力
を発揮できる人間力を育てなければならな
い。

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
○７０％以上：A　　　　　　○５５％以上：B
○４０％以上：C　　　　　　○４０％未満：D

D
尿、歯、視力、眼科、内科Ｄ
結核、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。

心電図A、視力・眼科・尿・歯科・内科はD。治
療を受けに行かない理由として、「痛みがな
い」「面倒くさい」という声が聞かれました。

三者懇談を利用して通知するしか方法がない
ので、心苦しいですが担任の先生方に協力を
お願いする。

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
○９０％以上：Ａ　　　　　　○８０％以上：Ｂ
○７０％以上：Ｃ　　　　　　○７０％未満：Ｄ

B

毎日食べる　80.0％
時々欠かす　14.5％
食べない　　　5.3％
男女間での差はないが2,3年生の毎日食べる割合が８割
を切っている。

数字以上に朝食はとってきているように思わ
れる。誰しも不安なときは食欲を失いやすい
ので明るく楽しい学校生活ができるようになっ
てほしい。運動部所属の生徒も体が小さめな
のでもっと栄養をとることに目を向けてほし
い。

朝食をとっていない生徒は、親が用意してい
ないという理由ですので、改善は難しい。近く
にコンビニなどもないので自分で改善できな
い。

日々の清掃・美化活動のさらなる徹底を図り、避難訓練を
通じて減災について考えさせる。

生徒アンケートで、「充実した清掃・美化活動を実施できた」
「減災について意識している」と回答した生徒
○60%以上：A　　　○50%以上：B
○40%以上：C　　　○40%未満：D

－ アンケートは年度末実施

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33%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。

教室前廊下およびトイレ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、地域とのつ
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（昨年度比）
○前年比10%以上の増：A　　　　○5%以上の増：B
○同程度：C 　　　　　　　　　　　　○減少：D

D
学級美化委員のみの参加になっている。後退させてはな
らないという焦りを感じる。

１学期３年生美化委員中心、２学期２年生美
化委員中心で実施した。昨年よりもクラブ生
徒の参加が増えたという事実を今後発展させ
ていきたい。３年生の進路確定生徒の清掃活
動を実施した。

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。

クラブ活動をより活発に
すべく、生徒会費の財
政状況の健全化を行
う。

生徒会費の値上げを行い、派遣費の全額支給、クラブ予
算の増額をはかる。一方で、支出項目の見直しを行う。

アンケートで「昨年度よりクラブ費の使用がうまくできた」と
の回答した顧問
○80％以上：Ａ　　　○60％以上：Ｂ
○40％以上：Ｃ　　　○40％未満：Ｄ

未

生徒会費の値上げは終わり、派遣費の全額支給も始まっ
ている。顧問へのアンケートは、３学期に行う予定である。
現在、クラブが要求する大きな買い物ができる計画を企画
中である。

派遣費の全額支給、部費の増額は対応でき
た。今後は大人数のクラブが、近畿大会・全
国大会に出場した際に、その年度の会計を
圧迫しないように、前もって基金を創設するな
どの工夫が必要と思われる。また大きな物品
の購入ルールの創設はできた。

引き続き、会計処理の厳格化と、不要な歳出
削減を行う。基金の創設のため、他校の情報
を収集する。大きな物品の購入ルールの徹底
を、年度当初に全職員と共通理解を図る。

文化祭の内容を深め、
生徒に満足感を持たせ
る。

生徒の意見を取り入れながら企画を精選し、効率化を目
指す。また、生徒会本部役員や中央委員が、自主的に企
画を考えたり、リーダーシップがとれるようにサポートをす
る。その際、できるだけ生徒の相談に乗れるよう、話し合
いの機会を多く持つようにする。

生徒アンケートで、「よかった」「満足」と回答した生徒
○80％以上：Ａ　　　○60％以上：Ｂ
○40％以上：Ｃ　　　○40％未満：Ｄ

A

昨年度に比べて、生徒の相談には乗れたと思う。生徒会
企画は昨年の内容は踏襲したが、生徒会執行部は自ら考
え行動できた。ただ、一般生徒が他校のような派手な文化
祭を望む傾向が見られ、自校の文化祭への取り組みに積
極性が見られない者も居ることが課題である。

生駒生が持つ文化祭のイメージは、芸能人を
呼んだり、花火等の派手なパフォーマンスを
考えているようである。反面限られた時間と
予算の中で、自らが考え工夫して作品を作り
上げるというような考えや行動力に乏しい。こ
の点を改善して、生徒が主体的に文化祭に
参加できるようにしていきたい。

担任教師と連携して、自分で作る文化祭への
雰囲気作りの醸成を行う。従来からあるルー
ルを見直し、生徒が作品や舞台考えやすい状
態を検討していく。

B

C

B

中間期（９月）

奈良県立生駒高等学校

A

B

年度末（３月）

D

校舎内外ともに、よく環境
整備されていると見てい
ます。玄関前のプラン
ターのお花もよく手入れ
がなされています。
また、通学路を清掃してく
れている生徒の姿もよく
見かけます。今後も引き
続き取り組んでほしいと
思います。

B

B

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

B

３年生のアンケート結果
を見ると「かざぐるま実
習」をほとんどの生徒が
印象に残っていると答え
ています。グランドデザイ
ンにある「温もりのあふれ
る生徒」の育成につな
がっていると思います。
さらに、生徒の人権意識
を高める取組を進め、お
互いが違いを認め合う集
団づくりに努めてくださ
い。

具体的方策
自己評価

評価指標

Ｂ

Ｂ

B人権教育

評価項目

生徒の体力の向上を図
る。

保健体育

生徒自らが校内美化に
積極的に取り組む姿勢
を育み、減災に対する
意識を高めさせる。

Ｂ

グランドデザインにある
「活き活きとした部活動」
「規則正しい生活習慣」
「基礎体力の向上」を実
現できるように１つずつ取
組を進めてください。
朝食の摂取については、
生徒への指導だけではな
く、保護者にも協力を求
める取組が必要と考えま
す。学校でしっかりと授業
を受けるためにも、朝食
は必ず摂るように指導を
お願いします。

D

D

特別活動

生駒高校は、部活動も盛
んで近畿大会や全国大
会への出場も多いと聞い
ています。派遣費も多額
になるでしょうが、出場す
る生徒の負担にならない
ようにお願いします。

環境整備

具体的目標
（評価小目標）



平成３０年度　学校評価総括表(その５)

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

A 9月末日時点でのホームページを更新回数は60回でした。

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85ページです。昨年度は
2月と3月で約10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。

今年度は更新回数が目標に達しませんでし
た。昨年度よりクラブ活動のページの更新が
少なかったからです。しかし、自力で作業をし
てくださる顧問の先生方が増えてきています。

図書資料
生徒の読書活動を推進
する。

朝の読書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。

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

－
朝の読書旬間(5/29～6/15)実施。図書館便り(4,5,7,8月)
発行。貸出冊数は、9月末日現在で764冊である。

朝の読書は1学期3週間、2学期4週間、3学期
4週間(計43回)実施。読書感想文コンクール
に4作品応募し,校内読書感想文集も作成で
きた。図書館便りは、9回発行。貸出冊数は2
月19日現在で1318冊であり、年間1300冊に
は達した。

本年度の広報活動（掲示・昼の放送等)や外
部連携（生駒市図書館「本活部」等）を継続す
る。各教科・学年と連携した活動を更に充実さ
せる。

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
境の整備を行う。

光熱水費のうち教室等の空調設備のリース、電気料金が
今年度からPTA負担から県負担になった。県からは電気
使用量の抑制に向け、最大限努力することとと節減をお願
いされている。生徒の健康面等への影響がない範囲内で
節減を徹底していく。

光熱水費削減について
○－10％：A　　　　○－5％：B
○昨年並：Ｃ　　　　○昨年より増加：Ｄ

B
夏期は高温の日が多く空調設備をフル稼働させる日が
続いたが、電力の調達について県一括で入札したことで、
費用についてはおさえることができた。

光熱水費の削減については、昨年比－
12.1％と－10％以上の実績をあげることがで
きた。

生徒、職員の体調管理に留意しつつ、節減と
こまめな空調設備の温度調整を継続していき
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・物品管
理を行う。

来客及び電話の対応について、スピーディーかつ的確な
対応を心がけ、言葉遣いにも気を配る。
事務室内の物品については、使いやすいような配置を考
える。

来客、電話対応、事務処理について
○大変よいという評価：Ａ
○よいという評価：Ｂ
○苦情がなければ：Ｃ
○苦情があれば：Ｄ

C

臨機応変な対応を求められる中、相手に気を配って処理
している。
学校全体の情報の把握については、受付と電話応対の際
漏れ落ちのないように互いに周知していく。

来客、電話対応についておおむね滞ることな
く対応できた。
事務処理についても、一時に集中する事務
は係員で手分けして迅速に処理できた。

引き続き、係員で接遇、事務処理、物品管理
等の意識づけを継続していきたい。

評価項目
具体的目標

（評価小目標）
具体的方策 評価指標

中間期（９月） 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

Ｃ

C

奈良県立生駒高等学校

事務

B

B

A 事務室の方には、いつも
丁寧に対応してもらって
います。会計面ではご苦
労いただいているようだ
が、先生方に協力を求
め、引き続き取り組んでく
ださい。

Ｂ

ホームページに学校行事
などが丁寧に掲載してい
ます。中学生が志望校を
選ぶ際に参考にしている
と思うので、部活動につ
いても大会結果だけでな
く、日々の活動の様子も
掲載してほしいです。


