
平成３１（令和元）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学期末まで遅刻回数合計が４６回、学年の平均遅刻回
数は、５．７５回であった。（１学期生徒アンケートより）しか
し、欠席者や欠席日数は徐々に増加傾向である。

遅刻回数は1学期末の学年合計が46回、学年平均
5.75回であったが、2学期末の学年合計が92回、学
年平均11.5回となり、2学期は倍増した。携帯電話に
ついては、授業中に鳴動するだけでなく、生徒がうっか
り使用することがあった。携帯電話のマナーの徹底が
必要である。

遅刻の防止については、規則正しい生活，遅刻しない
主体的な行動がとれるよう指導する。携帯電話につい
ては，必ず朝のSHRでの注意喚起とマナーについての
指導の徹底が必要である。また、頭髪などの指導も含
め、教員ごとでばらつきのない指導をする必要がある。

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
体育系部活動への加入者は２１０名、文化系部活動への
加入者は６９名。学年の部活動全体の加入率は８８．９％で
ある。（１学期生徒アンケートより）

Ａ

全般的に部活動に熱心に取り組んでいる。1学期のク
ラブ入部率は88.9％であったが、2学期は86.6％に
減少した。夏休み頃より退部する生徒も出たが、新た
に体育系、文化系クラブに入部する生徒もあった。（1
学期・2学期生徒アンケートより）

体育系、文化系問わず、クラブ活動を通じて充実した
学校生活を送っている生徒が多いので、今後退部者
が出ないようクラブ顧問と協力して活動の継続に取り
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

Ｃ 「そう思う」・「ややそう思う」の比率は５５．１％で、低い数
値となった。（１学期生徒アンケートより） Ｃ

1学期は55.1％、2学期は50.8％の生徒が学力が向
上したと答えており，2学期は、4.3％減少した。学習へ
の取り組みがおろそかになってきたように感じられる。
（1学期・2学期生徒アンケートより）

「あまりそうは思わない」「まったくそう思わない」と答
えた生徒が全体の半数いる。家庭学習の時間が少な
いことも原因の1つと考えられる。生徒が学力の向上を
実感するよう教科指導の工夫をしていく必要がある。さ
らに、主体的な学習に取り組むよう指導していきたい。

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
平日の家庭学習の平均時間は、５４．０２分で、学習時間が
不足している。「ほとんどしない」が３５名もいた。（１学期生
徒アンケートより）

Ｄ

平日に行う家庭学習の平均時間は、1学期は54.02
分、2学期は40.48分になり、学習時間が減少した。ま
た、「ほとんどしない」生徒は1学期35名、2学期は64
名と大幅に増加した。（1学期・2学期生徒アンケート
より）

すでに2年生から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。2年
生になれば、より進路希望に向けた具体的な学習が
必要になることも指導していきたい。

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。

ＬＨＲ、『今未来手帳』、『ポートフォリオ』を活用し、第１学年の
間に進路目標の定まった者が
○７０％以上：Ａ　  ○６０％以上：Ｂ
○５０％以上：Ｃ　  ○５０％未満：Ｄ

未
ポートフォリオの入力は2学期より活用する予定。現在まで
は「今未来手帳」へ振り返りの記入を指導している。進路
目標は類型選択により定まる見込みである。

Ｃ

類型選択の時点で、進路希望が明確でない中で選
択する生徒もいた。しかし，多くの生徒は具体的な進
路目標を掲げ類型選択を行った。ポートフォリオの入
力は、時間がとれず、現在までは「今未来手帳」へ振
り返りの記入を指導している。

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，類型選択やキャリアプランが立てやすくなると思
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・進路通信を
○年間に５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 第１学期末に１回発行した。２学期末、学年末にそれぞれ
発行する予定。 Ｃ

学期に一回は発行するよう心掛け、振り返りと来学期
に向けての目標設定や、進路情報を掲載した。ただ、
生徒がそれぞれの記事をどれだけ読んでくれている
のかが気になるところである。

学年だよりの記事内容は発行ごとにいつも悩むところ
である。どうしても進路情報やキャリアプランに関連す
る内容になってしまう。できるだけ日常生活に関するこ
とや、振り返りに役立つ記事を中心に掲載していきた
い。

規範意識と基本的な生
活習慣を確立させる。

規則正しい生活を心がけ、心身の健康を保ち、遅刻・欠
席なく、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学期末の学年遅刻総数は「93」・各クラス平均は11.6
回である。

学年遅刻総数「287」(1月28日現在)各クラス平均
は35.8回である。
遅刻を繰り返す生徒は、ほぼ固定している。学年全体
の雰囲気としては「時間厳守」「余裕を持った行動」を
重要と考える空気が育っている。

保護者との連携を密に図りながら、再三注意されても
遅刻を繰り返す生徒への指導を継続する。

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
生徒アンケートによると
体育系部活動所属163人
文化系部活動所属　59人

Ａ
生徒アンケート（2学期）によると
体育系部活動所属184人
文化系部活動所属　59人

この2年間頑張ってきた部活動での「完全燃焼」が、
部活動引退後の「進路決定」への粘りに繋がることを
信じ、今後も、生徒達の「文武両道」を応援していく。

基礎学力の充実と応用力の醸成を図るために、家庭学
習の習慣を身につけさせる。

平日の家庭学習時間が
○２時間以上：Ａ　 　　　　○１時間以上：Ｂ
○30分以上　：Ｃ   　　　　○30分未満：Ｄ

Ｃ
生徒アンケートをもとに算出した平均学習時間は約51分
である。「ほとんどしない」と回答した生徒が92人にも上
る。

Ｃ

生徒アンケート（2学期）をもとに算出した平均学習時
間は約50分である。「ほとんどしない」と回答した生
徒が、依然として61人もいる。残念なことだが「3年0
学期」という意識の浸透に、時間がかかっている。

「定期考査」「小テスト」「模擬テスト」の結果をふま
え、「今、何に手を付けていくべきなのか」等、具体的な
指示を与える。成績を分析し、「生徒の自発的行動」を
促すための工夫をする。

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。

『今未来手帳』を活用し、自らの興味・関心に基づく、適
性を探り、確かな進路目標を持ち、実現に向け努力する
生徒を育てる。

総合学習やＬＨＲの時間、手帳を活用し、第２学年の間に進路
目標が定まった者が
○７０％以上：Ａ　    　　　○６０％以上：Ｂ
○５０％以上：Ｃ　 　   　　○５０％未満：Ｄ

-
昨年度からの習慣で、手帳を活用する生徒が多数。自己
の学びや、発見に繋がる、深い振り返りへの活用を今後に
期待する。

Ｂ

生徒アンケート（2学期）によると
はい　　208人
いいえ　　93人
手帳の活用が習慣化している生徒が育っている。

記入する内容の精選・振り返りの充実を課題とし、今
後も積極的に活用を促す。

学年だよりを配布して啓発に努め、目的意識を持たせ、
逆算の発想で自己実現に向けた地道な努力を重ねるよ
う指導する。

学年だより・進路通信を
○年間に５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

Ｃ 現在2回の発行。新入試に向けた情報を、的確に伝達して
いきたい。 Ａ 現在４回の発行済。今後も新入試に向けた情報を、的

確に伝達していきたい。
学年の先生方にも記事の執筆をお願いするなど、発行
については「適時・的確」を旨とし、進めていく。

中間期（９月） 年度末（３月）

Ａ

Ｃ

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

Ａ

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。

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

Ｂ

遅刻の回数は２学期になり増
加しているが、全体としては目
標を達成できており、基本的
生活習慣が確立できていると
思われる。
高校生用手帳である「今未来
手帳」を活用し、計画的に取り
組む指導はできている。しかし
進路について早くから考えさ
せる指導をしているが、生徒た
ちは進路目標を明確にできて
いない状況が見られる。生徒
たちに自分のキャリアプランに
ついて考えさせる仕掛けづくり
を更に考えてほしい。

１年生と比較すると遅刻回数
は多い。３年生になりこれ以上
多くならないように、時間を守
ること、何事にも準備が大切
であることを指導してほしい。
家庭学習の時間の少なさが
気になるところ。改善方策にも
書かれているが、課題等の具
体的な指示を出すとともに、生
徒の自発的な学習を促す取
組を進めてほしい。

Ｃ

Ｂ

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。

奈良県立生駒高等学校

教　育　目　標

運　営　方　針

平成３０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（かたち）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。

・挨拶の励行を推進する。・「総合的な探究の時間」・奈良ＴＩＭＥの充実を図る。・地域や社会活動に積極的に参加する生徒を育成する。・かざぐるま実習及び幼稚園実習の充実を図る。あらゆる機会をとらえて・人権意識の
向上を図る。・国際理解に努め、幅広い視野と豊かな人間性を育成する。・教育活動の積極的な情報発信に努め、広報活動を充実させる。

・学習指導と部活動指導の連携を図る。　・部活動への参加を奨励し、効果的な指導の工夫をする。・部活動の効率化を進めるとともに、時間厳守の姿勢を育てる。・部活動を通して、逞しい体を養い、豊かな心を育成する。・
時間を大切にし、自主性・自律性を育む部活動の充実を図る。

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・対話的で深い学びによる学力の向上を目指す。 ・主体的な学びにより、学ぶ意欲や学力の向上を図る。・手帳を活用し、学習時間を増やすとともに、記述力の向上を図る。・自習室や学習スペースの活用を図る。・英単語テストの充実を図る。・模擬テスト・総合学力テストの
復習の充実を図る。・教員の授業改善・教材研究の充実を図る。・家庭学習を習慣化し、その定着を図る。

平成３０年度は、１年生を対象に全員
受検でGTECを実施した。また、ＰＣ・
スマートフォンによる「ポートフォリオの
記録」を奨励し、新入試に向けた取組
を行った。生徒の遅刻は少ないものの
2学期以降不登校傾向を示す生徒も
見られた。進路実績では昨年度並み
であったが、中堅校の大学が難化した
ため苦戦する生徒も見られた。手帳の
活用やノーチャイムの実施により自己
管理の面では成長が見られる。家庭
での学習時間は十分とは言えず、今
後、家庭学習の定着を図り、主体的に
学習する習慣を身に付けさせることが
大切である。

・手帳を活用し、自己管理のできる生徒の育成を目指す。・生徒の健康管理に努め、欠席・遅刻・早退をなくすことを目指す。・生徒の学習環境の整備に努める。・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向上を目指す。

生徒の自己理解 を高め、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を図る。 ・「進路のてびき」の活用 を図る。 ・学校内外での高校生の活動に積極的に参加する生徒を育成する。 ・個人面談の充実を図るとともに、充実した進路情報の伝達を図
る。 ・各種検定試験に積極的に挑戦する態度を育成し、学びの主体性をを育む。・英語の検定試験を活用し、進路実現を推進する。

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。

学力の向上を目指し、
充実した学校生活を送
らせる。



平成３１（令和元）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

基本的な生活習慣や規
範意識を確立させ,充
実した学校生活を送ら
せる。

授業の重要性を説き続け、遅刻・欠席をせず学校生活に
取り組む姿勢を養う。特に受験期に起こる生活の乱れや
心身の不調に注意し、遅刻の減少を促す指導をする。保
護者をはじめ関係機関との連携を密に図る。

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

特定の生徒（クラスに3，4人）の遅刻回数が多く、他の生
徒のほとんどは生活習慣が確立されている。1学期遅刻総
数186回（クラス平均23回）。不登校生徒がいるため、学
年全体の欠席総数も多くなっている。

不登校傾向のある生徒、精神的なストレス等による体
調不良を訴える生徒が複数あったため、各クラスの遅
刻数平均は、66.3回であった。しかし、年間皆出席生
徒数は77名（全体の4分の1）もいた。推薦入試が行
われる時期の欠席が目立つようになったのは今後の
課題である。

欠席・遅刻の多い生徒がクラスに数名いると、簡単に
休む生徒が付随して増加してしまう傾向がある。学級
だけでなく、学年全体で学校生活の重要性を生徒に
伝え続ける。

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 学力が向上したと感じている生徒は、　６８．９％（１学期末
生徒アンケートより） A

学校での学習活動、家庭学習を通して学力が向上し
たと感じている生徒は、７０．４％（2学期末アンケートよ
り）

平日の平均家庭学習が
○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 平日の家庭学習時間は、全体平均　約2時間30分（1学
期末生徒アンケートより推測）。 B 2学期末生徒アンケートから推測すると、平均家庭学

習時間は２時間30分であった。

目標達成のために最大
限の努力をさせ、各自
の進路目標を実現させ
る。

目標を確立させ、自己実現に向けて最後まで努力する姿
勢を養う。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」・「進路通信」などを発
行し、進路情報の提供に努める。

学年だより・進路通信を
○年間に５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 保護者に学校の様子、入試概要等、進路情報を提供する
ため、学年だより・進路通信を1学期に3回発行した。

2学期は、11月・12月に学年だより・進路通信を発行
した。1月、センター試験受験者には、詳細な注意事
項・当日の案内を進路係より配布した。

進路・入試に関する内容が多かったからか、全員の保
護者が読んでおられなかった。多様な進路選択、進路
決定の方法・時期が異なるため、HRを含め、全員一斉
に情報を与えるとなると、不要な者が多く、伝え方が課
題である。

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・量が昨年より
○増：Ａ　　○同程度：Ｂ
○減：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%：A　　　　○80%：B
○60%：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1622名の申
し込みであった。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93.4%、時期がよ
いが90.9%であった。

昨年より申し込みが大幅に増加したが、大きな混乱は
なかった。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・量が昨年より
○増：Ａ　　　○同程度：Ｂ
○減：Ｃ　　　○大幅減：Ｄ

Ｂ 広報誌「けんゆう」91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。進路講演会を奈良
北高校と合同で開催した。

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度は自身の教科の授業と、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

Ｃ 自教科の授業参観への参加率は、60％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。 C

1学期に実施した自教科の授業参観への参加率は、
60％、2学期に実施した他教科の授業参観の参加率
は77%であった。

授業参観を通じて、授業改善の必要性をさらにアナウ
ンスし推進する。また、テーマを設定した授業の創造を
提案し、互いに研修に取り組む体制を作る。

平日の授業外(家庭学習と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75.8分、2年50.2分、3年143.7分である。 D 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63.0分、2年70.0分、3年149.5分である。

教科間で互いに連携し合い、授業外において、生徒が
主体的・計画的に取り組むことのできる手立てを学校
全体で考えていく。

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

C 1学期生徒アンケートから、1年55％、2年47％、3年67％
である。 B 2学期の生徒アンケートから、1年50.2％、2年

50.0％、3年70.4％である。
生徒の実態を把握し、学力が向上したと感じることが
できるとともに、今後は実際の数字に着目し評価する。

新学習指導要領実施に向け、年度内に新学習指導要領
推進委員会・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 2学期より取り組む予定である。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。 D

推進委員会を2回開催した。教科では、教科主任の先
生を中心に、新教育課程について審議する時間を
持っていただき、委員会で集約した。

新教育課程の作成に向け、今年度委員会で集約した
意見を参考にし、検討を重ね、来年度に完成させる。

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

D
教務部員8名中3名が、延べ4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。

C 教務部員8名中5名が、延べ10回研究会等に参加し
た。2回以上参加は4名である。

来年度の新教育課程の完成に向け、担当分掌として
さらに情報を収集し、全職員に提示できるよう取り組
んでいく。

企画推進
「総合的な探究の時
間」の企画立案と推進。

フィールドワークを柱とした「奈良TIME」の学習の中で、
探究教育を推進する。

３観点に基づく評価のうち「十分に達成している」
○８０％以上：A　　　○６０％以上：B
○４０％以上：C　　　○４０％未満：D

- 計画通り実施できている。11月の班別発表の内容で取り
組みの真価が問われる。 C C C

生徒は調べ学習に基づくグループ発表を経験した。し
かし課題を見つけ解決するという探究活動とは距離
がある。

学校全体で校内における探究の位置づけを行い、全
職員の共通理解を図ることが求められる。

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

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。

C

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。

B

基礎学力の充実・向上を目指し、個々に合った学習スタ
イルを確立させる指導をする。効果的な授業改善を行う
とともに、模擬試験や外部検定を効果的に活用し、家庭
学習に積極的に取り組ませる。実力養成講座の内容を
充実させ、生徒の参加を促進する。

B

具体的目標
（評価小目標）

具体的方策

年度末（３月）

先生方の授業参観について
は、テーマを決めて授業を公
開するなど、先生方が興味を
もって参観しようと思う仕掛け
が必要。
生徒の授業外の学習時間を
増やすために、いろいろと工夫
してほしい。生徒たちが自ら学
習に取り組むように、学習の大
切さを教えてほしい。

全体の４分の１の生徒が皆出
席というのは特筆すべきことと
思う。その一方で、遅刻の多い
生徒もいる様子なので、生活
リズムを崩すことのないように
家庭ともよく連携し取り組んで
ほしい。
学習面では、家庭学習の時間
は増えているが、学力の向上
までには至っていない様子で
ある。１年生、２年生の時期か
ら取組が必要なので、学校全
体として取組をお願いする。そ
のためにも、早い時期からの
進路の目標設定が必要であ
る。学年と進路指導部が連携
して取り組んでください。

B

学力が向上したと感じている生徒は多いが、自身の志
望校レベルまで引き上げられなかった者が複数いる。
将来の目標設定、志望校研究、学習習慣の定着を早
期からすすめる。授業時間外の課題についても各教科
で検討する必要がある。

A

C

C

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

B

B

ホームページで情報発信する
とともに、学校説明会を開催し
中学生の進路決定に貢献して
いる。中学生の参加も大幅に
増加したが、混乱もなく無事
終了し、よかったと思う。

Ｂ

教　務
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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（生徒活動）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
教員による校指導を毎日行う

- 挨拶運動は、現時点で６回実施
挨拶運動は、計画通りに実施できている。 Ｂ

挨拶運動は、計画通り８日実施することができ、日常
生活でしっかり挨拶出来る様になっている。
校門指導を毎日行ったことで服装等の身だしなみが
かなり良くなった。

今後も継続して挨拶運動と校門指導を行うことで、挨
拶が当たり前に出来、身だしなみをおきっちり出来よう
にしていく。

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。

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

- 校外指導は、１学期８回実施 Ａ
電車内ターミナル指導と通学路指導１０回行うことが
出来たが、毎年１年生の精神年齢が低下し、　規範意
識も低下してきている。

１年生の規範意識を向上させるため、、電車内、ターミ
ナル指導と通学路指導を増やしていく。

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

- 不注意による遅刻者数は、昨年度と同程度である。 Ｃ
例年３学期３年生の遅刻が多くＤ評価が続いてきた
が、今年はかなり減ったことでＣ評価となった。ただ、腹
痛による遅刻は毎年増加傾向にある。

不注意による遅刻は、減少してきているが、腹痛による
遅刻を教育相談の観点から何らかの手立てを考えて
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。
年間特別指導数
○５件以内：Ａ 　　　　　　○５件から10件減：Ｂ
○10件から15件：Ｃ　　　○15件以上：Ｄ

- 特別指導数は、昨年度と同程度である。
特別指導の件数は、休み時間のスマホ使用や深夜徘
徊等の６件であった。休み時間スマホ使用につては、
氷山の一角と考えられる。

スマホの使い方やマナーの徹底を、日々機会あるごと
に理解させ規範意識の向上をに務める

長期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家庭教育・バザー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

長期休業中の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

- 保護者あて文章発行は、２回しか行えていない。 Ｂ 奈良県条例の改正に伴い、昨年より２回増やすことが
出来た。

社会の変化・変革に遅れることなく、事あるごとに啓発
をしていく。

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

- 地域に置ける補導回数は、例年とほぼ同じである。 Ｂ 回数を増やすことが出来ず、例年とほぼ同様であっ
た。

何とか時間をつくり、地域の補導活動に協力出来るよ
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
○８５％未満：A　　　　　　　　　○９０％未満：B
○９５％未満：C　　　　　　　　　○１００％未満：D

E 前年度比113％。年々増加の一途をたどっている。
スクールカウンセラーからの対策に関する助言や、継続的
カウンセリングの効果が表れたケースもあったが、結果的
には前年度比110.5％に増加した。

担任をはじめ当該生徒と適切に関わることができるよう、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。

生徒アンケートにおいて、取組に対して“自分のためになると
思う”と“やや思う”をあわせて、
○７０％以上：A　　○６０％以上：B
○５０％以上：C　　○５０％未満：D

- 2学期末のアンケートに質問項目あり。
”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 ％、「教育相談だよ
り」については49.8％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
と関わることができる機会を継続的に模索する。

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％未満：D

- 結果報告は年度末のアンケートによる
３年生で８２％、２年生で８０％、全体で８１％の受講生
が、「効果があった」と回答した。

講座内容の周知徹底と、その充実、更にニーズに合っ
た講座の開設を模索する。

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

- 結果報告は年度末のアンケートによる

３年生で７４％、２年生で８３％、１年生で６５％、全体で
７４％の受講生が、「効果があった」と回答した。しかし
活用率が平均５６％と低く、自主的に学習に取り組む
ことが難しいようであり、そこが課題である。

積極的な声かけや激励を行うとともに、自学自習・学
習の習慣化の大切さを徹底して指導する。

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。また手帳の活用やポートフォリ
オ実践を通じて、自己管理できる生徒、自主的に動く生
徒を育てる。

手帳やポートフォリオのデジタル化によって、自己の振り返り
ができた。
○８０％以上：Ａ　　　　　　　　○７０％以上：Ｂ
○６０％以上：Ｃ　　　　　　　　○６０％未満：Ｄ

- 結果報告は年度末のアンケートによる

３年生で５０％、２年生で６９％、１年生で６６％、全体で
６２％が、「効果があった」と回答した。昨年度より向上
はしたが、入試改革を見据えて引き続きその必要性を
働きかける必要がある。

早期の入試対策と捉え、記録を残すこと、振り返ること
の重要性を周知させる。更に自分をアピールできる武
器を持つことの必要性を理解させる。

進路情報の収集、活用にふさわしい進路指導室を目指
し、進路委員を通じた情報の発信方法も工夫する。

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

- 結果報告は年度末のアンケートによる

３年生で７８％、２年生で８７％、１年生で８４％、全体で
８３％が、「役に立った」と回答した。進路指導室・進路
自習室の利用率は３年生で７５％、２年生で２９％、１
年生で３４％と１，２年生が少ない。

ニーズに合った資料を厳選し、タイムリーに提供する。
「スタディ・サプリ」の活用とリンクし、利用率を向上さ
せる。

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促す。

校外での研究会や説明会への参加回数が、
○参加３０回以上：A　　　　　○参加２０回以上：B
○参加１０回以上：C　　　　　○参加１０回未満：D

A 各学年主任や進路部員に研究会や説明会によく参加いた
だいている。

高大接続改革に伴う入試改革に関して国公私立関係
なく、説明会や研究会に積極的に参加し、情報収集を
した。

入試は毎年変化しているので、引き続き参加・研修を
続け、最新の状況を把握する。

『進路の手びき』を全生徒に配布し、進路HR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、『進路の手びき』が役に立った
○８０％以上：Ａ　　　　　　　　○７０％以上：Ｂ
○６０％以上：Ｃ　　　　　　　　○６０％未満：Ｄ

- 結果報告は年度末のアンケートによる
３年生で７０％、２年生で８５％、１年生で７９％、全体で
７８％が、「役に立った」と回答した。

進路の多様性や入試改革に対応して、見やすい・活用
しやすい等の改訂を行う。

具体的目標
（評価小目標）

具体的方策

Ｅ

Ｂ

生徒指導 Ｂ

Ｂ家庭や地域、関係諸機
関との連携を強化する。

評価指標

基本的生活習慣の確
立を図る。（挨拶・通学
マナー
・時間管理等）

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

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、進学講座の企画やスタ
ディサプリの活用、校外模擬試験の実施等の授業以外
の学習場面を提供する。

進路情報を充実し、利
用しやすい環境を整備
する。

地域での挨拶運動は、良く
行ってくれている。生駒高校生
は、高校生らしい姿で、服装も
きちんとしている。しかし、登下
校の際に、歩きながらスマホを
操作していたり、横に広がって
歩いたりしているので、気を付
けてほしい。
地元の学校であり、生駒高校
に進学したいという中学生は
多い。
通学の際の駅や電車の中で
も、マナーが良い。特にクレー
ム等は聞いていない。

B

Ｂ

Ｃ

進学に向けて、よく取り組んで
もらっている。
生徒たちが早い時期から進路
目標をしっかりともつように、
進路について考える機会を設
定してほしい。
大学入試制度がいろいろと変
更になっているが、今の高校２
年生に適切な情報提供をして
ください。

奈良県立生駒高等学校

評価項目
自己評価

Ｂ

A

B

C

A

A

B



平成３１（令和元）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いて『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5.0%
であった。「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Ｈ
Ｒ指導案の作成は定着し、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、共に成長することを促す｡

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”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

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　48.9％
“まあまあできた”が　47.4％で、　”よくできた”と“まあま
あできた”とで　96.3％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。人権HRにおいてグループワークの手法が積
極的に活用されており、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
の問題であるととしてとらえさせ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。

生徒アンケートにおいて、
○“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　93.6％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82.3%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。ただ、もう少し利用者の方と
ふれあう（実習など）時間を増やすことができれば、よ
り一層障害者理解が深まる可能性がある。

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。

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。

生徒アンケートにおいて、
○“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

3年アンケートは未実施である B

今年度は大学予約奨学金の制度改変のため、申請日
程がかなり遅くなったが、担任の先生方や保護者の協
力の下、他の奨学金も含め、全て滞りなく説明、申し込
み、返還指導等を行うことができた。

大学予約奨学金の事務手続きに関しては、昨年度ま
で保護者向けの説明会が模索されていたが、来年度
の日程が未定のため、保護者向けの説明は文書等で
丁寧に行っていきたい。

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　　 　　　 ○50％未満：D

D 入部率４２％　　　　　　　　　　　（男子５８％女子２６％） D

退部理由はしんどさを学習への不安にすり替えている
ように思われる。粘り強さのない生徒は、進路実現も
妥協が早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。

早い段階で少しでも活動に参加できる取り組みをした
い。部活動で身につけた「粘り」を進路実現にも生か
せるように指導したい。

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

昨年度と比較し
２年生男子　＋３．２ポイント
３年生男子　＋０．２ポイント
２年生女子　＋１．７ポイント
３年生女子　＋０．５ポイント
平均＋１．４２５ポイント

B

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。女
子の更衣を本年度よりアリーナで行っていますが、貴
重品のトラブルがなくなっている。

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、治療率が
○７０％以上：A　　　　　　○５５％以上：B
○４０％以上：C　　　　　　○４０％未満：D

D 心電図A視力・眼科・尿・歯・内科はD。2学期の三者歓談
で継続して保護者にお願いしなければならない。

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。

三者歓談を利用して通知するしか方法がないので、負
担が増えますが担任の先生方への協力をお願いする。

食育の意識を高める。 朝食の摂取率の向上を目指す。
毎日の朝食摂取率が
○９０％以上：Ａ　　　　　　○８０％以上：Ｂ
○７０％以上：Ｃ　　　　　　○７０％未満：Ｄ

B ８２％の生徒が朝食をとっていると答えている

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
徒は、栄養指導の成果が出ており、体格に変化が見ら
れる。

朝食をとっていない理由は、親が用意していないという
事なので、改善は難しい。食堂もありますが、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。

生徒アンケートにおいて、充実した清掃・美化活動を実施でき
たと回答した生徒
○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
清掃・美化活動について、アンケート結果は概ね良好
で、意識は高い。減災に関しては、なかなか現実的な
こととして捉えられていない。

清掃・美化に対する意識は高いが、トイレ等の施設が
老朽化している。

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
○前年比10%以上の増：A　　　○前年度比5%以上の増：B
○前年度と同程度：C　　　　　　○前年度より減：Ｄ

－ 雨天のため実施できなかった。
１学期は雨天のため実施できなかったが、２学期は、
昨年度と同程度の人数の参加のもと実施した。

実施する時期を検討する必要がある。

生駒高校は、文武両道で学習
も部活動も熱心に取り組んで
いる学校と思う。
女子では、運動部よりも文化
部に所属している生徒が多い
のではないか。
生徒の体力向上に向けて、工
夫をしてほしい。

D

D

具体的目標
（評価小目標）

具体的方策
自己評価

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。

地域の施設である「かざぐる
ま」との交流は、障害のある人
への理解に大いに役立つと思
う。今後も続けてほしい。
人権教育について、さまざまな
取組をされていることがよく分
かった。
奨学金の事務についても適切
にされている。

奈良県立生駒高等学校

B

Ｃ

年度末（３月）

D

通学路清掃の取組は、地域の
方々からの評判も非常に良
い。今後も引き続き行ってほし
い。
校舎内も、きれいで掃除が行
き渡っている。

環境整備

人権教育

評価項目

保健体育

B

B

B

評価指標

中間期（９月）

B

生徒の体力の向上を図
る。

B

Ｂ

学校関係者評価（結果・分析）
及び改善方策

B



平成３１（令和元）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

特別活動を通して、地
域社会と学校の連携を
模索する。

従来から行っている部活動単位での、地域の幼稚園や
福祉施設との連携を強化すべく、新しく別のクラブの参
加を進めていく。その際、積極的に国や地方公共団体か
らの補助金を申請・活用し、該当クラブに経済的負担を
かけぬよう配慮する。

連携回数が
○６回以上：A　 　　　○５回：Ｂ
○４回：Ｃ　　 　　　　　○３回以下：Ｄ

昨年度の連携は確保しつつ、１１月に茶道部がいこいこま
つりと地元自治会へ、３学期に演劇部・コーラス部合同で
老人福祉施設への派遣を計画中。

いこいこまつりへの茶道部参加、近隣の老人福祉施
設へのコーラス部・演劇部の訪問と、新しく２つの事業
を展開することができた。ただし年度途中からの計画
であったので、まだまだ検討の余地があると思われる。

次年度は新規事業を行う場合、年度当初の計画の段
階からよく考え、それに見合う行政からの補助金等を
潤沢にして、ことにあたりたい。

文化祭の内容や時間配
分を精選し、生徒の動き
や活動時間を再考す
る。

従来の展示・発表・バザー等の時間配分や出店場所を
再考すべく、第三学年食品バザー会場の分散化、出店時
間の延長を行う。第２学年の舞台発表においては、さらな
る制限時間の厳格化を徹底する。また、第１、２学年展示
発表では、発表内容のレベルアップを図るべく、文化委員
に担任との連絡を密にとるよう指導していく。

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

Ａ 生徒のアンケートは、良かったとの評価が多くＡ判定とした
が、委員会組織の積極的な活用ができなかった。

見た目は無事に終わったが、部としての仕事の割り振
りに偏りが存在した。また本年は、事故防止のための
細かい配慮が、いささか欠けていたと自認している。ア
ンケートにもあったが、委員会単位での生徒への指導
や仕事の割り振りはあまりできなっかた。

年度当初の計画段階で生徒委員会の仕事内容や割
り振りを見直し、早い段階から生徒へのアプローチを
おこないたい。特別活動部の誰もが、文化祭指導がで
きる体制を整えたい。

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100回以上：Ａ　　　　○年間90回以上：Ｂ
○年間80回以上：Ｃ　　 　　○年間80回以下：Ｄ

Ａ 9月末日の時点でのホームページ更新回数は１７７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47ページです。昨年度は2月と3月で約
25ページの作成実績がありましたので、1年間で約
249ページの作成予想です。

今年度は新ホームページへの移行に伴い各方面から
積極的にHP更新が行われ、更新回数が1学期中にほ
ぼ目標に達しました。次年度は時期に関係なく全体の
更新回数増加を図る。

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
○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(5/28～6/13)実施。図書館便り
(4,5,6,7,8月)発行。貸出冊数は、9月末現在で549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4１回)実施。読書感想文コンクールに4作品、読書
感想画コンクールに５作品応募してそれぞれ1作品が
佳作に入賞、校内読書感想文集も作成できた。図書
館便りは、5回(12月末現在）発行。貸出冊数は1月2
８日現在で1219冊であり、年間1300冊には達する
と思われる。

実施期間を調整してきた朝の読書は、本年度の形を
継続し、定着を計る。広報活動やイベントをいっそう充
実させる。新年に試行した福袋が好評だったので、本
格実施を検討する。

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
境の整備を行う。

予算内での一層の光熱水費の削減、節電、節水の慣行
等啓発に努め、適切な執行管理を行う。また、施設管理
については安全点検と保全を行う。

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

Ｃ
夏期は昨年より高温の日が少なく、特に水道料金について
は、昨年比78.4％だったが、電気料金の特約割引額の増
により昨年並みになった。

消費税増税もあり、光熱費は昨年比99.6％であった。
昨年度の台風で被害を受けた渡り廊下とバックネット
の復旧工事も無事終了した。

職員の省エネルギーに対する取組は日常的になって
おり、体調面に気を配りつつ、引き続き省エネルギーに
努めていく。

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、文書、
物品の管理を行う。

来客者や電話での対応については的確な対応を心が
け、玄関や事務室周辺の環境整備に努める。

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

Ｂ 来客、電話対応、証明書の発行、就学支援金に関する保
護者への対応等スムーズにできている。

来客対応、事務処理について支障なく対応できた。事
務室周辺も散逸することなく、環境を整えられた。

廃棄物品の仕分けを分かりやすくし、引き続き、物品管
理を続けていく。

事務室の皆さんには、いつも
丁寧に対応してもらっている。
可能な範囲で省エネにも取り
組んでほしい。

Ｂ

Ｂ

学校の情報発信は大切であ
る。学校の活動がよく分かるの
で、今後もホームページを充
実させてほしい。

地域の文化祭に茶道部に協
力いただいたが、非常に評判
が良かった。
地域の活動にいろいろな部が
参加してくれている。地域と良
い関係を築いていってほしい。

Ａ

評価項目
具体的目標

（評価小目標）
具体的方策

事　務

Ｂ

特別活動

Ｂ

Ｃ

A

Ｂ

Ｂ

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


