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平成３０年度 学 校 評 価 総 括 表 奈良県立青翔中学校・青翔高等学校

学 校 運 営 計 画 （ ４ 月 ） 総合評価

本校の教育は、法に定められた根本精神と、本県学校教育の指導方針に基づき、豊かな人間性や社会性を培うとともに、科学的な
思考力と創造性を身につけ、科学技術の発展と進歩に寄与する心身ともに健全な人間の育成を目指す。
(1) 豊かな知性と感性をもった思いやりのある人間性を育てる。

教 育 目 標 (2) 科学的な思考力を培い、自ら学び、自ら考える力を育てる。
(3) 個性の伸長に努め、意欲的な進路実現を目指す。
(4) 日々の生活の中から共生の精神を養い、幅広い社会性を育てる。
(5) 生涯にわたって、自らの健康と安全を維持できる実践力を育てる。

全教職員の持てる力を結集し、明るく元気でさわやかな学校づくりを目指す。そして、あらゆる機会（Chance）を生かし、自分を
運 営 方 針 変革し高め(Change)、粘り強く挑戦する(Challenge)生徒の育成を目指す。

また、開校５年目の青翔中学校のスムーズな運営と特色ある学校づくりに向け、教育委員会とも連携して取り組む。
平成２９年度の成果と課題 本 年 度 重 点 目 標 具 体 的 目 標
全国初の理数科単科高校として 開校５年目を迎えた青翔中学校の存在価値と評価を確立す 県教育委員会指導のもと、青翔中学校の施設・設備、教育課程、そ

開校して１４年が経過、この間、 るため、中高一貫教育校としての将来を展望した魅力と特色 の他教育環境等を整えていく。６年間を見通した中高一貫教育の内容
理数科の特色ある様々な教育活動 ある学校運営をめざす。 を明確にし、特色ある学校の教育情報を、ホームページの充実等を通
の取り組みと成果が評価され、文 じて積極的に発信し、小学生及びその保護者、県民等への広報活動を
部科学省から２期目のスーパーサ 展開する。
イエンスハイスクールの指定を受 教職員は、教育専門職としての自覚のもとに、常に研鑽に 研修に対する意識の高揚を図り、公開研究授業を実施し、情報の共有
けた。また、タイ国の王立サイエ 努め、指導力の向上を図るとともに、各々のもつ特性を生か 化と共通理解を推進する。青翔中学校と青翔高等学校を一体としたリー
ンスハイスクールの姉妹校との共 して、中高一貫教育を展望した特色ある学校づくりに努める。フレットの作成、学校だよりの発行、Web Siteの充実等による積極的な
同研究および国際学会での発表な 広報を展開する。また、教員の学会発表など外部での発表を推奨して
ど理数教育を中心に国際的な交流 いく。
を進めてきた。 自ら探究する力や伝える力を身につけさせ、生徒が夢を実 探究活動の充実に努め、各種学会発表・コンテストにも積極的に参
ＳＳＨ指定研究を軸として、学 現できる学校づくりに努める。 加する(延１２０人)。また、本校独自の理数科教育システムを活用し、

校設定科目「スーパー探究科学」 ＳＳＨの取組の一環として、タイのサイエンスハイスクー 国公立大学及び難関私立大学理系学部への進学者２０名以上を目指し Ｂ
の成果を各学会において発表し、 ルとの交流を発展させる。 組織的に進路指導に取り組む。
各種コンテストにも積極的に参加 地域との連携を一層充実させ「地域の学校」を目指す。 タイのサイエンスハイスクールと共同研究を実施し、生徒・教員の
するとともに、実績を着実に積み 中学校において、ＳＳＨの取組を段階的に取り入れ、生徒 交流に積極的に取り組み、タイ姉妹校で行われる「発表会」に参加す
上げつつある。 が興味関心を抱くようにする。 る。また、国際学会にも参加する。
併せて規範意識の高揚、生徒会活 中学校でのＳＳＨ事業の展開の仕方について検討し実践する。
動、課外活動、部活動など生徒の 生徒の自主性を育て、互いに認め合い高めあう集団づくり 生徒一人一人の人権感覚・人権意識を高め、人間としての生き方やあ
活動の活性化に向けての取組を引 に努める。豊かな知性と感性をもった思いやりのある人間性 り方を考えさせ、明るく温かい人間関係を醸成する。
き続き推進していく。生徒の努力 を育てる。 ＨＲ活動を充実させるとともに、学校生活のあらゆる場面で、基本
もあり、本年度の国公立合格者は 人権を尊重し合える集団の確立と、自他を敬愛する心や公 的生活習慣の確立ときめ細かな生活指導を行う。
６名であった。 共心・道徳心、規範意識および国や地域社会を愛する心の高 全教育活動に道徳教育の観点を入れ、規範意識を高め国や地域社会
ＳＳＨ２期目３年目を迎え、実 揚に努める。 を愛するための地域活動、ボランティア活動等にも積極的に参加する。

績・成果を目に見える形にし、さ 外進生の募集停止により６年制を見通した高校カリキュラ 家庭学習の定着を目指し、基礎学力とともに高度な学力を計画的に
らに成果を発展的に積み上げる努 ムの改善を進めていく。 育成する。土曜・長期休業中の学力向上講座、ステップアップ講座、
力が求められるとともに、教科間 教科指導力を高め、ねらいを明確にした授業及び指導法の 学力補充講座、勉強合宿等を実施する。課外活動（授業）「青翔アラカ
の連携、教科横断的な取組、地域 研究・実践に努め、生徒の基礎学力の定着と応用力の向上を ルト・ワークショップ」を実施し、科学的な思考力の育成に努める。
との連携等に力をそそぎ、奈良県 図る。さらに、教科指導を通じ、科学的な思考力の育成に努 また、教材研究、指導法や評価について指導主事の招聘や教育研究所
中南部の進学拠点校としての役割 める。 の講座を活用し積極的に研修に努める。
を果たす必要がある。 日常の教育活動を点検し、学校・家庭・地域の連携をさら 生徒が抱える問題の早期発見、早期解決に努める。生徒理解に努め
また、奈良県初の併設型県立中 に深める。生徒の実態を的確に把握して、個に応じた適切な 潜在能力を発見し引き出し、実体験をとおして｢努力｣が｢よろこび｣や

学校の学校経営を軌道に乗せ、魅 指導・支援に努め、健全な発達を促す。 ｢やりがい｣につながる成就感や達成感を体得させるとともに、探究心
力と特色のある中高一貫教育校と や向上心を育む。
なるよう取り組まなければならな 学校経営・運営上のあらゆる場面から課題を見直し、その対 部活動の活動状況や部員数等から、中学中心の活動にシフトする。
い。 策に取り組む。 進路指導・教科指導法等ダブルスタンダードに対応できる、教員の

意識改変と「力」の育成に努める。
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評価項目 具 体 的 目 標 具体的方策・評価指標 自己評価結果 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等 学校関係者評価（結果・分析）

（評価小項目） 及び改善方策

中高一貫教育の６ 中高６年間の生徒の特徴や発達段階を視野 教育課程検討委員会を開き、中高６年 来年度はすべての生徒 中高一貫６年間を見越した学習

年間を見通し、生徒 に入れた学校行事の計画や効果的な教育課程 Ａ 間の発達段階を視野に入れた教育課程を が中高一貫で学ぶ。発達 とＳＳＨの理数教育をともに考え

の発達段階に応じた の作成に取り組む。 作成し改訂をすすめた。 段階をふまえた中高一貫 た教育課程の編成に取り組み、選

指導法と制度の確立 中学１期生と２期生が高校に入学するなか Ａ 中学校での先取り学習を考慮した学習 の効果的な教育課程の内 択科目の設定により幅広い生徒の

を図る。 で、先取り学習等も含めた中高一貫の効果的 Ｂ 内容と効果的な指導法について研究し、 容とその実践についてさ 希望に対応した教育実践をすすめ

な指導法の確立に取り組む。 授業実践した。 らに研究をすすめる。 ている。

ねらいを明確にし 授業公開を行い、自己の授業を振り返ると ２回の授業公開を行い、他の教員の授 年間２回の授業公開 年２回の授業公開に加えて、外

た授業を実践し、思 ともに、他の教員の授業を参観し、研修を深 Ｂ 業を参観し、自己研修を行った。参観し 期間だけでなく日常的に 部講師による評価についての研修

教 務 考力・応用力を高め め、指導力の向上に取り組む。 た教員は１回目45.2％、２回目25.8％で 授業見学を行い、知識伝 を行っている。観点別評価やルー

る指導に取り組む。 日々の授業のねらいを明確にし、分かる授 Ｂ Ｂ 昨年より減少したが、授業公開期間外で 達だけでなく、ものごと ブリックを取り入れた評価をもと

業を実践し、指導法や評価についての研修を Ｂ も授業見学する様子が見られた。 の考え方や見方を身に付 に生徒の学習への意欲を高める実

深めるとともに、情報の共有化と共通理解を 一部教科において、ルーブリックを取 けさせる深い学びを実践 践に取り組んでいる。

図る。 り入れた評価を実施した。 していく。

生徒の基礎学力の 個別指導や学力補充講座等を実施し、きめ 長期休業中の集中授業や学力補充講座 主体的に学習する態度 生活アンケートを実施し、生徒

定着を図り、学習意 細かい指導により、生徒個々の基礎学力を高 Ｂ を実施し、基礎学力の向上に努めた。生 を育成するために、生徒 の日々の状況を把握し、主体的に

欲を高め、主体的に める。 活アンケートを実施し、生徒の様子を把 に学習への興味・関心を 学習する態度の育成に取り組んで

学習する力の向上を 生徒の生活実態を的確に把握し、課題の提 Ａ 握し、以後の指導に活用した。平日少し 高められる授業の実践を いる。

図る。 出・点検等により、主体的に学習する態度を でも学習する生徒は、中学生で８４％、 行う。

養う。毎日、家庭学習をする生徒80％以上を Ａ 高校生で７９％であった。考査前は共に

めざす。 ９０％を越えていた。
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評価項目 具 体 的 目 標 具体的方策・評価指標 自己評価結果 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等 学校関係者評価（結果・分析）

（評価小項目） 及び改善方策

現在取り組んでい 校門指導・昇降口指導・校内巡視などを毎 昨年度に行った「青翔マナーアップキ 各種集会を効果的に利 全ての教職員が日々の校門指導

る全校体制による生 日行い、生徒とのコミュニケーションを図る Ａ ャンペーン」から見えてきた本校の課題 用して、規範意識を向上 昇降口指導、校内巡視等を行い、

徒指導をより一層、 中で、生徒理解に繋げ、規範意識高揚を図る。 の改善に取り組んだ１年だった。問題行 させるような働きかけを 生徒とのコミュニケーションを取

強化・推進し、基本 時間厳守の精神を徹底し、遅刻や入室遅れ 動や特別指導は少なく、生徒たちは落ち 行う。マナーアップキャ りながら生徒理解を図り、規範意

的生活習慣の定着と の絶無を目指す。挨拶を励行し、元気できび Ｂ 着いた学校生活を送っているが、「想像力」ンペーンを全校体制で行 識の向上に取り組めている。マナ

規範意識の積極的啓 きびした生活習慣の確立を図る。 の欠如から自分の言動が周囲に与える影 うことで教員側に「率先 ーアップキャンペーン等を含め、

発を図る。その結果 様々な行事や集会等の機会を通じて、帰属 Ａ 響に思いが至らない生徒が多いのも現実 垂範」の意識を以てもら 取組のさらなる充実を期待する。

として、生徒自身が 意識と愛校心の高揚を図る。 である。引き続き、集団の中における自 いたい。

誇りをもてる学校づ Ａ 分を見つめさせ、愛校心の喚起と帰属意 教員間の情報交換や保 今年度は、学校指定カバンにつ

くりを目指す。 識の発揚を促したい。 護者との連携を効果的に いての校則改定を生徒会と連携し

不注意による入室遅れはほぼ皆無と言 行う。特に初期対応に際 ながら、良い方向で進めることが

えるが、朝の遅刻はなかなか減少しない。しては、迅速かつ慎重を できていた。

基本的生活習慣確立のため、家庭との連 期す必要がある。

Ｂ 携をさらに密にしたい。

生徒指導 中１から高３まで カウンセリングマインドをもって、生徒の 家庭内の問題や交友関係に適応できず、 学校や生徒を取り巻く 生徒の実態をアンケートなどで

の学年の幅にわたる 悩みを積極的・共感的に受け止め、これに応 Ｂ 日々の生活に支障を来している生徒に対 環境が刻々と変化する現 よく捉え、教職員間で共通理解の

生徒が安心して登校 える指導や助言を与える。人権教育部・養護 して、効果的な指導や助言を行う難しさ 在、教員向けの生徒指導 下、連携協力して生徒指導に取り

し、生活できる学校 教諭との連携を密にする。 を感じている。１学期末の県一斉のいじ 研修会を積極的に企画 組んでいる。

を目指す。 教員と生徒の人間的ふれあいを大切にし、 めアンケートに加え、２学期末には本校 し、今にふさわしい生徒

生徒一人一人の個性・特徴を生かし、大切に 独自のいじめアンケートを実施した。学 指導の構築を目指した

して、内面に迫る指導を心掛ける。 年主導で丁寧な聞き取り調査を実施して い。 いじめ等に関しては、教職員に

もらったが、現在のところ深刻なケース 朝夕の校門指導・昼休 よる観察や生徒とのコミュニケー

は報告されていない。ほとんどの生徒が みの校内巡視・定期的な ション、アンケート等による積極

Ａ Ｂ スマートフォンを使用しているため、Ｌ 校外巡回指導などに加 的な把握に努め、いじめの防止及

ＩＮＥなどのアプリによるトラブルも数 え、マナーアップキャン び指導に取り組んでいる。

件報告があった。コミュニケーションや ペーンを定期的に行い、

対人関係、創造力などについて考える機 全校体制で学校を挙げて

会を持たせたい。 の生徒指導に取り組んで 薬物の乱用防止教室やネット犯

朝の校門指導と昼休みの校内巡視を全 いきたい。 罪、制服の着こなし等の講演会を

校体制で行っている。全教員が交代で校 もつなど、計画的に規範意識の高

門に立ち、昼食時に生徒に声かけをした。 揚を図っている。

生徒たちの表情と内面の変化を早期に捉

えることができた。
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評価項目 具 体 的 目 標 具体的方策・評価指標 自己評価結果 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等 学校関係者評価（結果・分析）

（評価小項目） 及び改善方策

体育活動を通し、健 教職員自らが健康の維持増進・体力づくり 体力面では、個々の生徒は着実に伸び 生徒の自主性を伸ばす 授業や行事を工夫して、体を動
康の意義を踏まえ、 の必要性を共通理解し、授業の安全性を踏ま Ａ ているが全体としてまだまだ低い状態に 指導が求められる。行事 かす楽しさを体感させることで、
健康の維持増進、体 え積極的な工夫改善に努める。 あり、授業の改善等が必要である。 等の計画段階から関わら 生徒の体力向上に努めている。
力づくりを基盤に「生 せることによって、物事
きる力」を育む。 運動・スポーツに主体的に取り組むことに 各行事において運動を楽しみつつ、他 の進め方を学ぶととも
授業を通して、体 より、体を動かすことの大切さや喜びを体感 者との連携を図りながら進めることがで に、リーダーシップの育

育行事への積極参加 するとともに、自らの健康を維持できる実践 きたが、自主的に計画をたてて、活動す 成をはかる。
と主体的な行動を促 力を育てる。とくに体育行事へは、１００％の Ａ Ａ るには至っていない。地域の催しなどに 体力面では体育の授業
す。 参加率を目指す。また、社会の一員としての もクラブ単位ではあるが積極的に参加す の体力づくりに今まで以 学校安全計画や防災計画に基づ

役割を意識させ、地域の催しやボランティア ることができた。 上に力を入れるとともに き、避難訓練等を適切に行い、非
活動への参加を促す。 体育的行事や部活動の活 常時に適切な対応ができるよう、
中高一貫教育の特性を踏まえ、集団での 全体的に集団としての行動はできるよ 性化を図る。 日ごろからの安全管理に努めてい

保健体育 「個」を自覚させ、協調と責任ある行動をと うになってきたが、リーダーシップをと る。
れるよう中学、高１の集団行動を徹底する。 Ｂ ることのできる生徒の育成が不十分であ
また、高校２・３年生においては主体的かつ Ｂ った。
能動的な取組を促す。

保健活動をとおし 各種検診（健康診断）の受診率１００％を目 学校医の協力を得て欠席者健診の機会 中高一貫校の特性を生 欠席者検診の機会をつくったこ
何よりも「健康」で 標に日程や時間帯の調整を図り、受診しやす Ａ をつくり、全員が受けることができるよ かし、６年間を見通した とにより、ほぼ全員の生徒が内科
あることの大切さを い環境づくりに努める。 うに努めている。 保健指導と健康管理を行 検診等、健康診断を受診すること
自覚し、自らを改善 生徒の健康保持・増進のため、生活実態調 定期健康診断結果による治療勧告後の う。健康診断の意義を認 ができた。
していく資質と能力 査を行うとともに、保健だより等により健康 受診率も年々向上している。中学生に対 識し、早期発見・早期治
を育む。 管理の重要性の周知や各検診の完全受診を促 Ｂ Ｂ しては集団指導を実施、疾患を持つ生徒 療のために健康診断を主

す。また、個々の生徒へのアドバイス・個別 に対しては個別指導をしている。保健だ 体的に受ける態度を養 きちんとした基本的生活習慣を
指導の充実を図る。 より等ににより、全体への啓発を行った。う。 確立させる指導を継続し、心身と
欠席者サーベイランスを活用し、各種感染 インフルエンザの流行により、中学生 感染症予防の取組を進 もに健康な生徒の育成に努めても

症へ迅速に対応する。また、カウンセリング Ｂ では学級閉鎖の措置をとった。スクール めるとともに、集団発生 らいたい。
の推進・充実を図り、生徒の心のケアに努め カウンセラーと連携し、生徒の心のケア 時には迅速に対応する。
る。 にあたっている。

様々な人権問題に 様々な人権問題についての研修を深め教職 職員研修は校内１回「ＬＧＢＴについ 多様な生徒を理解し、 中・高６年間を見通した人権教
ついての認識を深め、員が共通理解を持って人権教育に取り組む体 Ｂ て」実施。高校３年生の人権ＨＲの教員 よりよい関わりや指導が 育が行われており、生徒の人権意
より充実した実践に 制を構築するため、年１、２回の職員研修を の事前学習にもなった。その他校外の研 できる研修を企画する。 識が向上してきており、今後さら
努める。 実施し、校外の研修にも参加する。 Ｂ 修も、人教部を中心に随時参加。 中学、高校６年間の系 なる取組の充実を図ってもらいた
生徒が精神的な成 生徒の実態に即した人権ＬＨＲを企画・立 人教部で作成した指導案を基に各クラ 統立ったＬＨＲを立案 い。

人権教育 長をするような関わ 案する。さらに中学、高校６年間で系統立っ Ｂ スで、趣向を凝らしたＨＲを実施した。 し、中学では道徳教科と
りをする。 た人権教育の構築を目指し、内容の充実を図 人権委員会で文化祭の展示を行った。 連携しながら人権教育の

特別支援教育 る。人権委員会等の生徒の活動の活性化。 Ｂ さらなる充実を目指す。
支援が必要な生徒 生徒一人一人の実態や状況を把握し、それ 不登校、いじめ、人間関係、家庭状況、 様々な課題に対して、 担任、学年主任、統括主任とス

を支える学校の体制 ぞれの生徒の成長を促す関わりに努める。課 Ａ 学習面、問題行動等、生徒が抱える課題 適切な対応ができるよう クールカウンセラー、コーディネ
づくりに努める。カ 題を抱える生徒には、早期に個別の対応を関 を把握し、担任･学年主任･スクールカウ に研修を深める。 ーターとの連携が図られており、
ウンセリングの充実 係者と連携して進める。 Ｂ ンセラー等と連携しながら対応した。 不登校や発達障害等に 生徒の悩みや問題等に適切に対応
を通して、的確な生 スクールカウンセラー、担任、家庭、外部 カウンセラーのアドバイスを受けなが ついては専門的な外部機 できている。今後も教職員の共通
徒理解と適切な支援 機関などと連携して、支援を必要とする生徒 Ｂ ら個々の生徒に適切な支援ができるよう 関との連携を深めながら 理解を図りながら、対応力の向上
に取り組む。 等のケアに努める。 に努めた。 対応する。 に努めてもらいたい。
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評価項目 具 体 的 目 標 具体的方策・評価指標 自己評価結果 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等 学校関係者評価（結果・分析）

（評価小項目） 及び改善方策

文化祭をとおして 文化委員がクラスの中心となり、まとめて 舞台発表はクラスの一体感が感じら 昨年度から生徒数減に 全生徒が積極的に関わり、達成
文化教育の充実と活 いく存在となるよう文化委員会の活性化を図 れ、鑑賞態度も良かった。模擬店のマナ より生徒会費や育友会費 感を得られる文化祭であった。
性化を図り、クラス る。また、できるだけ生徒の意見を企画・運 Ａ ーも良く、生徒がつくりあげる文化祭に の総額が減っている。そ
の団結力を一層強め 営に反映させながら、生徒自らが作り上げる なりつつある。展示については集客が良 の金額に見合う予算を立
る。 文化祭を目指す。 くなく、改善の余地がある。 て、準備に時間をかけさ

せる。
文化図書 読書指導の充実を 新入生への図書室オリエンテーションを実 「図書室だより」には図書委員の推薦 図書室文化講座のテー

図る。 施する。年９回の「図書室だより」の発行等、 図書を掲載し、生徒による運営ができた。マは、次年度も教科等と 読書が好きな生徒も多く、読書
図書委員会活動の活性化を図る。 Ａ Ａ 図書室利用のマナーも良く、生徒や教 充分に相談のうえ決定し 感想文や感想画コンクール等で優
学級文庫を配置する。また、生徒の要望に 員からの寄贈図書が増えた。学級文庫は たい。 秀な賞を獲得している。

添った図書を購入することで生徒の読書意欲 Ａ 配置しなかった。 今後も読書指導に力を入れてい
を高める。図書室に「テーマによる展示コー 文化講座を２回開催した。テーマが、 ってもらいたい。
ナー」を設け、生徒の関心を高める工夫を行 生徒の興味を引くものであったので、多
う。 くの生徒が集まり、知的好奇心をかき立

てることができた。

自主的な清掃活動 日常の学校生活で、ゴミの持ち帰り等のゴ 日々の清掃は熱心にやっている。行事 昨年度から学級数減に 清掃活動やボランティア活動の
を推進し、生徒の美 ミの減量化や分別を徹底する。リサイクル運 前の大掃除ではやり残しのないように、 より、清掃分担区域を統 充実に力を入れていることは大変
化意識向上を図り、 動に取り組み、環境美化の意識を高め、快適 Ｂ 前々日から徐々に取り組むことができ 合している。計画的に清 すばらしいことである。今後も継

環境整備 学校環境の美化を推 な学校環境の実現を図る。 Ａ Ａ た。 掃に取り組む。 続していってもらいたい。
進する。

年３回の通学路清掃を通じて、生徒の美化 天気や学校行事との関係で、年２回の 委員数減に応じて有志
意識の向上を図り、地域との関わりを深める。 Ａ 実施となった。生徒会役員や運動部有志 生徒に呼びかける。

も清掃活動に参加した。

適切な広報活動を 小学校及び塾などを訪問し、全職員の協力 本校職員が県内の学習塾訪問し、学習 訪問すべき塾はほぼ精 教職員や生徒の頑張りが新聞等
展開する。 のもと、県内の小学生・保護者等に本校の特 Ａ 内容や入試について説明した。塾により 選され、本校職員全体で で取り上げられることが多くな

色や活動内容をよりよく知ってもらう取り組 青翔の知名度等は様々であるが、年々周 県内の広報活動を進める り、青翔の名が県内外に広く知ら
みを重ねる。 知されてきているようである。 体制が整った。来年度の れつつある。ホームページの充実

広報活動 訪問計画を早期に立て も含め、今後も広報活動の充実を
学校新聞「青翔Spirit」や育友会会報「翔 Ａ Ａ 「青翔Spirit」を年３回、「翔揚」を る。 図ってもらいたい。

揚」を発行し、保護者・生徒・地域との交流 Ａ 年２回発行し、保護者・生徒・地域との
を深める。また、パンフレット等を作成し、 交流を深めた。
広報活動を活性化させる。

育友会活動の充実 年に２回の広報紙「翔揚」を発行して、広 行事ごとに役員のまとまりができ、運 来年度に育友会規約を 育友会ならびに同窓会の円滑な
と活性化を図る。 報活動の充実と研修会等の活性化を図り、保 営が円滑に進んだ。体育大会や文化祭で 改定し、引継ぎを円滑に。運営を今後も期待する。

護者との連携を密にしながら育友会行事への Ａ は生徒や教員との交流が深まった。役員 する。
積極的な参加を促進する。これによって、保 の引き継ぎ方法に若干の問題を残した。 まほら会では、卒業生

渉 外 護者と教職員の協力体制による教育活動を実 Ａ Ａ 数が半減したため、収入
践する。 に見合う活動内容を精選

同窓会（まほら会） まほら会評議員とクラス幹事との連携を強 ６月にまほら会の総会を開催した。「桃 する。
活動の充実と活性化 め、卒業生の同窓会行事への積極的な参加を Ｂ のルーツに迫る」の発表等を盛り込み、
を図る。 促し、同窓会活動の充実を図る。 参加者に好評であった。
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評価項目 具 体 的 目 標 具体的方策・評価指標 自己評価結果 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等 学校関係者評価（結果・分析）

（評価小項目） 及び改善方策

個々の生徒の個性 学力推移調査・スタディサポートにより生 高３進学補習の参加者が昨年以上に少 日々の授業を大切に きめ細やかな進路指導ができて

の伸張に努め、意欲 徒の学力・学習習慣を的確に把握し、進学補 Ｂ なかったが、その分、生徒一人ひとりに し、家庭学習の時間の確 いる。中・高６年間を見通した計

的に進路実現をめざ 習、校外模試により計画的に学力伸長を図る。 Ｂ 目の届くきめの細かい指導ができた。膨 保ができる生活習慣を身 画的・組織的な進路指導の充実を

せる環境づくりに努 進路資料等の整備・充実を図り、生徒への 大な進路情報から生徒にマッチしたもの につけさせることをあら 図ってもらいたい。

める。 的確な情報提供に努め、進路実現に向けて高 Ｂ を精選し、混乱のないよう配慮し、的確 ためて意識して学習指導

進路指導 い意識をもてる環境づくりに努める。 に提供することができた。 にあたる。

理数科単科高校の 個々の生徒に応じた受験指導により、多様 Ｂ 早期からの計画的な取組により、国公 一般入試での難関校突 これまで培ったノウハウを生か

特色を活かした進路 な受験方式で国公立大学及び難関私立大学の Ａ 立大学合格者を８名をはじめとして数値 破に向け、大学入試問題 しつつ、今後、中学入試で入学し

指導に努める。また、理系学部への合格者数を２０人以上にする。 目標は概ね達成できた。中学でのキャリ の分析等、各教科指導に た生徒の国公立大学及び難関私立

中高６年間を見通し 中高一貫教育校として、校種間や学年間で Ｂ ア教育では、職場体験、大学研究室訪問、おける意識改革、質の向 大学進学を中心とした進路実現を

たキャリア教育を推 密接に連携をとりながら、発達段階に応じた Ｂ 職業人講話等の取組を通して、多くの刺 上を全職員が心がけ、生 期待する。

進する。 ６年間のキャリア教育を推進する。 激を受けさせることができた。 徒の学力伸長を図る。

自ら探究する力と ｢青翔スパイラルアップ・プログラム｣に基 中高一貫への移行のため、ＳＳＨ主対 生徒の科学への興味・ ＳＳＨの取組により、理科・数
伝え合う力を高める づき、本校ＳＳＨの根幹となるＰＤＣＡサイ 象生徒数が減少しているが、各種学会参 関心が高まるとともに、 学だけでなく、英語についても生
「青翔スパイラルア クルを重視した科目「スーパー探究科学」（中 加生徒は昨年並みであった。ただ、アン 科学技術系グローバル人 徒の興味・関心が伸びてきてい
ップ・プログラム」、 学校では「数学探究」「理科探究」）の更なる Ｂ ケートによると、生徒の科学への興味・ 材となるべき様々なリテ る。今後も生徒の総合的な学力向
科学英語の実践的な 研究及び実践を行い、各種学会・研究会等で 関心は若干低下しており、ＳＳＨ科目や ラシーとコンピテンシー 上を目指して、事業のさらなる改
活用能力を高める「青 延べ８０名以上の生徒を発表させる。 行事についての検討が必要である。 を付けるＳＳＨ事業の在 善・工夫を期待する。
・ラーニング・プロ ｢青翔グローバル・コミュニケーション・ ＳＳＨ関連の英語科目において、すべ り方について、再検討を
グラム」を体系的に プログラム｣に基づき、ＳＳＨ科目｢スーパー ての班が探究活動の内容を英語で口頭・ 行う必要がある。ＳＳＨ
結びつけることで、 サイエンス英語｣「グローバル・コミュニケ ポスター発表をすることができた。また、中間評価の結果を真摯に
科学技術系グローバ ーション」に関する更なる研究及び実践を行 Ａ Ｂ 「ＳＳＨアメリカ研修」についても、高 受け止め、探究活動や行
ル人材を育成する。 い、海外姉妹校との交流を推進する。海外研 校２年生の全員参加、ホームステイの導 事の改善を図りたい。 ＳＳＨの取組により、生徒たち

修をとおして、英語検定準２級以上の取得者 入、現地大学との全面連携など成果があ は様々な体験活動ができることは
数を昨年度よりも増加させる。 り、参加生徒の満足度も非常に高かった。 大変有意義である。
｢青翔エクスペリエンス・ラーニング・プ 新科目「スーパーロジック国語」につ

理数ＳＳＨ部 ログラム｣に基づき、ＳＳＨ科目｢スーパーア いては、大学との連携を図りながら、ペ
ナライズ数学｣「スーパーロジック国語」に Ｂ Ｂ アワークの導入やルーブリックの構築な
関する研究と実践を行う。課外活動｢青翔ア ど、成果が見られた。「ＳＡＷ」につい
ラカルト・ワークショップ（ＳＡＷ）｣の生 ては、生徒・教員とも多忙なため、講座
徒の選択率を昨年よりも増加させる。 数・受講生徒数とも昨年より減少した。

ＳＳＨ第１期から ７月に行う「サイエンス・ギャラリー」に 「サイエンス・ギャラリー」において 最近数年の傾向から分 ＳＳ探究科学研究発表会をはじ
の成果を県内外の中 ついては、連携校及び来場者の数を昨年度よ は、本校の発表班数は増加したが、他校 析すると、ＳＳＨ行事の めとする数々の成果発表会におけ
学校・高等学校に普 りも増加させる。２月に行う「ＳＳ探究科学 Ｂ の参加数は減少した。また、「ＳＳ探究 成否は、開催時期と宣伝 る日本語、英語による発表内容及
及し、全国でも数少 研究発表会」については、発表内容の一層の 科学研究発表会」についても、本年度は 手法にあるようである。 び発表態度は評価が高く、新聞等
ない理数科単科高校 充実を図るとともに、来場者数を昨年度より やむを得ず平日開催となったため、保護 来年度も多くのＳＳＨ行 各種メディアにも大きく取り上げ
としての特色を明確 も増加させる。 者や他校教員等の参加が激減した。 事を通して、本校が奈良 られている。今後も指導の充実に
にする。 Ａ 県南部の理数教育の拠点 努めてもらいたい。

６月に行う｢青翔サイエンスクエスト」に 「青翔サイエンス・クエスト」につい としての役割を果たせる
ついては、出題内容の研究を図るとともに、 Ａ ては、早い段階からの宣伝効果もあり、 ように努力したい。
参加小学生の数を昨年度より増やす。 参加小学生の数が大幅に増加した。
本校教員が、県内外の学会や研究会におい 教員のＳＳＨに関する実践発表につい
て、本校ＳＳＨの取組に関する内容を延べ1 Ａ ては、理科・数学のみならず、英語・国
0本以上発表し、成果普及に努める。 語の教員の発表も増加した。
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評価項目 具 体 的 目 標 具体的方策・評価指標 自己評価結果 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等 学校関係者評価（結果・分析）

（評価小項目） 及び改善方策

基本的な生活習慣 全員がしっかりと挨拶ができるようにな 積極的に挨拶ができる生徒が増えてき 規則的な生活習慣を確 家庭と連携しながら、よりよい
を確立し、集団の中 る。 ている。 立するために、家庭とも 集団づくりに取り組んでいる。集
で目的をもって活動 「早寝・早起き・朝ごはん」をモットーと 朝食を毎日食べている生徒は８６％ 協力して指導を継続する 団行動のルールやマナーを身につ
できるようになる。 し、健康な体をつくり、十分な睡眠と朝ごは Ｂ で、昨年(82%)と比べ上昇している。 必要がある。 け、落ち着いた学級集団となって

んを100％摂って登校できるように指導する。 規則正しい生活習慣が身に付いてきて 集団の中で自分の役割 いる。
欠席、遅刻をしないように指導する。遅刻 いるが、遅刻は年間で１組が31回、２組 を責任をもって果たし、

は全員で年間60回以下にする。 が43回であり、目標を達成できなかった。より良い集団を作ってい
クラスの役員、係の自覚をもち、全体のた Ｂ クラスや学校全体のために努力する意 くことができるように引

めに努力する態度を養う。 識が芽生えてきた。 き続き指導する必要があ
掃除に真面目に取り組む態度を養う。自ら 学校への満足度も高く、８６％の生徒、る。特に、通学マナーや

考え工夫しながら、教室や学校全体の美化に Ｂ ９０％の保護者が満足と答えている。 ＳＮＳ上でのトラブル防
中 学 取り組む。 Ｂ 様々な経験を積みながら、集団生活の 止に向けて継続的な取組
第１学年 クラスや高校生との関わりの中で集団生活 ルールやマナーを学び、自分たちで品格 みが必要である。

のルールやマナーを学ぶ。 を高める努力ができるようになった。
将来について考え、 授業を中心に据えて学習する習慣を付けさ 授業を大切にし、自ら学習する習慣が 保護者の協力を得なが 継続的な指導により、規則正し

目標をもって、計画 せる。 Ｂ 身に付きつつあるが、まだ不十分である。ら、家庭での学習習慣を い生活習慣に基づいた学習習慣が
的に学習に取り組む 授業の復習を大切にするように指導する。 課題等の提出を忘れる生徒が固定化さ 定着させることが最重要 定着してきている。
態度を養う。 課題やレポート等の提出を徹底させる。 れてきた。 課題である。

大学への進学を前提とし、将来の進路や自 Ｂ ほとんどの生徒が、毎日何らかの形で 将来に向けて目的を持
信の適性について考え、目的をもって学習に 家庭学習に取り組めるようになった。 って自ら学習に取り組む
取り組めるようにする。 Ｂ ただ、平日に家庭学習を２時間以上し ように指導するととも
家庭学習の習慣を定着させる。家庭での学 ている生徒の割合は１４％であり、昨年 に、宿題や課題をきっち

習の開始時刻を固定させ、毎日計画的に家庭 (28%)に比べて大きく低下してしまった りとこなすように粘り強
学習に取り組む態度を養う。 ので、学習量の面で課題を残した。 く指導を続けたい。

基本的な生活習慣 「早寝・早起き・朝ごはん」をモットーと 職場体験等の経験を積み、場面に応じ 規則的な生活習慣を確 今後も、基礎学力の定着に向け
と礼儀作法を身に付 し、健康な体をつくり、十分な睡眠と朝ごは た言葉遣いができるようになった。 立するために、家庭とも て家庭学習を習慣化させる指導を
け、集団の中で互い んを100％摂って登校できるように指導する。 朝食を毎日食べている生徒は８８％で 協力して指導を継続する 家庭の協力を得ながら、粘り強く
に助け合い、高め合 しっかりと挨拶ができ、場に応じた言葉遣 Ｂ 昨年(76%)と比べ向上している。 必要がある。 続けてもらいたい。
うことができるよう いで話すことができるようになる。 規則正しい生活習慣が身に付いてきて 集団の中で自分の役割
になる。 欠席、遅刻をしないように指導する。遅刻 いるが、遅刻は年間で１組が47回、２組 を責任をもって果たし、

は全員で年間60回以下にする。 Ｂ Ｂ が45回であり、目標を達成できなかった。より良い集団を作ってい
クラスでの自らの役割をしっかり果たし、 ２年生になり随分と落ち着いて行動で くことができるように引

クラスや学校のために協力できる態度を養 きるようになってきた。 き続き指導する必要があ
う。 様々な行事のなかで、集団行動のルー る。
クラスの仲間を大切にし、互いの個性を認 Ｂ ルやマナーを習得してきている。 安心安全で充実した学

中 学 め合い、高め合える集団づくりを行う。 その一方で、まだまだ公共心や他者に 校生活を送ることができ
第２学年 学校のルールを守り、上級生としてふさわ 対する寛容の心を身に付けなければなら る集団になるよう継続指

しい態度で学校生活を送らせる。 ない生徒もいる。 導していく。
主体的に学び、計 授業の予習、復習を徹底し、基礎学力を定 全国学力推移調査では、国語、英語の 授業の予習、復習に取 生徒の学力をさらに伸ばせるよ

画を立てて学習する 着させる。 Ｂ ＧＴＺは昨年と同レベル(Ｂ１)を維持で り組むことができている う、指導のさらなる充実を期待す
姿勢を身に付けると 課題やレポートに計画的に取り組ませ、提 きたが、数学が低下(Ｂ１→Ｂ３)してし 生徒が増えてきている る。
ともに、思考力や表 出期限を守らせる。 まった。数学の学力向上は急務である。 が、この習慣をさらに定
現 将来の進路目標について具体的に考えさせ Ｂ 平日に２時間以上家庭学習に取り組ん 着させていきたい。

るとともに、自らの考えや意見を適切に表現 でいる生徒は１１％であり、昨年(0%)よ
し、伝える基礎力を養う。 Ｂ りは改善しているが、まだ不十分である。
日々の家庭での学習内容を充実させるた

め、毎日１時間半以上の学習を習慣化させる。
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評価項目 具 体 的 目 標 具体的方策・評価指標 自己評価結果 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等 学校関係者評価（結果・分析）

（評価小項目） 及び改善方策

集団の中で互いに 全員がしっかりと挨拶ができるようにな 敬語や挨拶だけでなく、場面に応じた 高校進学に向け、基本 心と体を鍛え、よりよい青翔高
助け合い、高め合う る。 対応ができるようになってきた。 的な生活習慣を確立する 校生となれるよう、継続的な指導
ことができるように 「早寝・早起き・朝ごはん」をモットーと 朝食を摂っていない生徒が８％いる。 ことを最優先課題とす に取り組み、よりよい学級集団に
なる。 し、健康な体をつくり、十分な睡眠と朝ごは Ｂ 遅刻は年間で163回と非常に多く、目 る。家庭とも協力して指 育ってくれている。

んを100％摂って登校できるように指導する。 標を大きく超えてしまった。 導を継続する必要があ
欠席、遅刻をしないように指導する。遅刻 不登校の生徒もおり、特定の生徒の遅 る。

は全員で年間30回以下にする。 刻、欠席の多さが目立っている。 集団の中で自分の役割
クラスの役員、係の自覚をもち、全体のた 最上級生として、中学校の様々な行事 を責任をもって果たし、

めに努力する態度を養う。 Ｂ Ｂ の中でリーダーシップを発揮した。 より良い高校生となれる
クラスの仲間を大切にし、互いの個性を認 落ち着いて判断し、行動することがで ように引き続き指導する

め合い、高め合える集団づくりを行う。 きる生徒が多く、学校生活をとおして集 必要がある。
中 学 学校のルールを守り、上級生としてふさわ Ａ 団行動のルールやマナーをきっちり習得 安心安全で充実した学

しい態度で、学校生活を送らせる。 している。 校生活を送ることのでき
第３学年 中学校の最高学年としてリーダーシップを クラス内でそえぞれの役割をしっかり る集団になるよう継続指

発揮し、学校生活のあらゆる場面で中核的な 果たし、助け合いながらお互いを高め合 導していく。
役割を果すことができるように指導する。 う心を身に付けている。

将来の進路や自身 授業を中心に据えて学習する習慣を付け、 授業の予習復習に毎日取り組んでいる ６年制の学校の多くが 難関大学進学を見据えた生活・
の適性について考え、授業の予習と復習を大切にするように指導す 生徒は３学年で最も少なく、家庭での学 が抱える「中だるみ」と 学習指導により、生徒の学力は着
目的をもって学習に る。 習習慣が課題である。 いう最大の問題を抱えて 実に向上してきている。
取り組めるようにす 課題やレポート等の提出を徹底させる。 Ｂ 学力推移調査のＧＴＺは、国語と数学 いる。大学進学や自己の
る。 学力推移調査では各教科とも全国偏差５０ でＢ２からＢ１に上昇し、英語も同レベ 将来像を見据えた学習が
進路実現のため目 以上を目指す。 ル（Ｂ１）を維持できた。学習量が増え できるように指導してい

標をもって、計画的 ると更なる学力アップが期待できる。 きたい。
に学習に取り組む態 大学への進学を前提とし、将来の進路や自 Ｂ Ｂ 自分の将来や大学進学について少しず 成績上位者の成績も更
度を養う。 身の適性について考え、目的をもって学習に つ考え出しているが、目的や目標をもっ に伸びるように指導して

取り組めるようにする。 て学習に取り組めるようになっている生 いきたい。授業を中心に
日々の家庭での学習内容を充実させるた Ｂ 徒はまだ少数である。 据えて大学入試に対応で

め、毎日２時間以上の学習を習慣化させる。 平日に２時間以上家庭学習に取り組ん きる実力をつけていきた
各種コンテストや検定に積極的に参加す でいる生徒は３％しかおらず、考査前で い。

る。 も１１％にとどまっており、家庭での学
習時間が不足している。
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評価項目 具 体 的 目 標 具体的方策・評価指標 自己評価結果 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等 学校関係者評価（結果・分析）
（評価小項目） 及び改善方策
高校生としての規 挨拶の励行と時間厳守の習慣を身に付けさ 基本的な規範意識はある一方で、遅刻 その場の雰囲気に流さ 基本的生活習慣の確立と社会性

範意識を確立し、責 せる。また、学校や社会のルールを守る規範 や欠席といった基本的な生活習慣は確立 れ、後先考えずに行動し、の育成に継続的に取り組み、生徒
任をもった行動のと 意識を養い、実践できる力を付ける。 Ｂ しておらず、次年度の大きな課題である。他人の痛みがわからなか の意識は高まってきている。。
れる生徒を育成する。 遅刻、欠席をしないように基本的な生活習 敬語・挨拶だけでなく、場面に応じた ったり、ルールを守れな

慣について指導する。遅刻は全員で年間30回 対応ができるようになってきた。 いことがあるので、周り
以下にする。 Ｂ をみて落ち着いて行動で
学級活動、学校行事や校外活動への積極的 多くの生徒が積極的にいろいろな活動 きるように指導していき

高 校 な参加を促し、集団行動を通じて仲間づくり Ｂ に参加している。その経験を周囲に伝え たい。
第１学年 の大切さを認識し、社会性やコミュニケーシ ていくことが求められる。

ョン力を養う。 Ｂ
自己を見据えた進 授業や家庭学習の大切さを理解させ、継続 家庭学習ができていない者や課題提出 考査前の学習はよくで 大学入試への意識付けと学力向

路目標の実現に向け、的な課題に取り組み基礎学力の定着を計る。 Ｂ が遅れがちな者が定着してきた。半数近 きるようになってきた 上に取り組み、着実に成果をあげ
様々な学習活動に積 また、成績向上に向けた積極的な姿勢も養う。 くの生徒が予習復習ができていない。継 が、日々の学習を増やさ ている。
極的に取り組む姿勢 課題やレポート等の提出を徹底させる。 続して努力する姿勢を養いたい。 ねばならない。個人の到
を育成する。 授業やホームルーム活動、ＳＡＷ、進路講 Ｂ いろいろな活動に積極的に参加してい 達度を把握し、個に応じ

演会などを通じて、生徒全員に目標を設定さ Ａ る。また、校外で行われる行事や各種コ た指導を心がける。達成
せ、積極的に学習に取り組む態度を養う。 ンテストや検定においても成果をあげて 感を感じさせ、自発的な
各種コンテストや検定に積極的に参加す いる。将来についても考え始めており、 学習の継続につなげさせ

る。 目標も設定しつつある。 ていきたい。
自己の行いを客観 挨拶の励行と積極的なコミュニケーション 挨拶の習慣は、全生徒が身につけたよ 生活習慣の確立の状況 学校行事や学級活動をとおして

的に捉えることがで の習慣を育む。学校や社会のルールを守るこ うに思われるが、さらにコミュニケーシ がそのまま学習状況に反 社会性や規範意識が向上してきて
きると共に、周囲と との大切さについて理解させ、実践できる力 ョン力や規範意識を高める必要がある。 映している。特に家庭で おり、今後も継続的な指導が望ま
の関係を理解し規律 を養成する。 Ｂ 襟元がだらしなくなってきており、常 の生活をただしていきた れる。
ある行動のとれる生 遅刻、欠席をしないように基本的な生活習 に注意喚起しなければならない。 い。
徒を育成する。 慣について指導する。遅刻は全員で年間30回 Ｂ 遅刻欠席も徐々に増えてきており、基 思春期特有の悩みを抱

以下にする。 本的な生活習慣を確立させたい。 える生徒が多く、サポー
クラスでの活動および部活動や学校行事へ 参加型学習に積極的に取り組み、社会 トが必要である。悩みか

高 校 の積極的な参加を促し、社会性を養成する。 Ａ 性を大きく高めることができた。 ら一歩を踏み出せるよう
第２学年 Ｂ 見守りたい。

進路目標の実現に 授業や家庭学習の大切さを理解させ積極的 理科・社会に対する取組が残念ながら 高い目標を設定し、自 中・高一貫の青翔中学・高等学
向けて、様々な学習 に取り組む姿勢を育成し、基礎学力の定着と 不足した。 ら学ぶ姿勢をもたせるよ 校１期生として世間の注目を浴び
活動に積極的に取り 大学入試合格のための応用力を養成する。本 Ｃ 与えられたことだけ学習すればよいと うに指導していきたい。 ていることを自覚させ、より高い
組むことができる生 年度は、特に理科・社会の取り組みの重要性 いう受け身的な学習態度である生徒が多 「継続すること」の大切 進路目標をもたせ、その実現を図
徒を育成する。 に気付かせる。 Ｂ い。 さを理解できるよう、サ ることができるよう指導に当たっ

授業やホームルーム活動や面談を通じて、 安易な目標設定が目立つ。不安を感じ ポートする必要がある。 てもらいたい。
またオープンキャンパスにも積極的に参加を ている生徒が多いので、入試に関する情
促し、進路の目標を設定させる。さらに第一 Ｂ 報をもっと生徒と共有し、前向きになれ
希望大学の合格に向けて、学習計画を立て粘 るような進路指導を展開したい。学習計
り強く取り組める力を養成する。 画作成に当たっても、生徒と一緒に組ん

でいきたい。
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評価項目 具 体 的 目 標 具体的方策・評価指標 自己評価結果 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等 学校関係者評価（結果・分析）
（評価小項目） 及び改善方策
最高学年としての 最高学年としてリーダーシップを発揮し、 最高学年としてリーダーシップを発揮 最高学年としての自覚 最高学年としての自覚を持ち、

自覚を持たせ、自立 積極的に高校生活を送り、下級生の模範とな し、積極的に高校生活を送り、下級生の は３年間の高校生活で学 下級生の模範となってくれてい
と自律を促し、責任 れるよう自覚を促す。指標は、生徒指導に関 Ａ 模範となった。指標による評価は、生徒 んだことの結果として得 た。特に中学生に対しては優しく、
ある行動を実践させ わる自己中心的な言動を行う生徒の割合を５ 指導に関わる自己中心的な言動を行う生 られたように考える。進 ていねいに指導してくれていた。
る。 ％以下とする。 徒は、ほとんど見られなかった。 路実現の現実に立ち向か 目標とした評価指標をほぼ達成し
集団への帰属意識 Ｂ う中で、社会性も培われ たことはその裏付けでもある。

の確立を促し、社会 学校行事を通して、学校や社会のルールや 社会人として求められる規範意識は、 たようである。
の一員となるに向け マナーについて考える機会を設け、一社会人 向上した。１２月に実施した生活状況ア
て、人間としてさら として求められる規範意識と人間力の養成を Ｂ ンケートでは、本校に入学して良かった

高 校 なる成長を図る。 図る。指標は、充実した高校生活を送れたと (４０％)と普通(３５％)と答えた生徒
第３学年 考える生徒の割合を８０％以上とする。 で、７５％とほぼ指標の値となった。

Ｂ
進路目標の実現に 授業・HR・集会等の機会を利用し、生徒た 目標実現に向けて授業に集中を促すな 進路目標の実現にあた 進路目標を実現させるための手

向けた高い意識の養 ちの進路実現に向けた意識を喚起する。また、 かで、授業に集中を欠く生徒が一部見ら っては、自己の可能性の 厚い指導が行われており、その結
成と取組を実践し、 面談等を充実させ、生徒の進路目標に合った Ｂ れた。しかし、進路実現に向けた意識は 限界に応じて高い目標を 果が目標指標の達成につながった
個々の生徒の進路希 指導を行う。指標は、進路実現に向けた意識 向上し、自己の可能性の限界に応じて高 もって取り組み、第一希 と考えられる。今後も大いに期待
望を尊重し、自己実 を欠く生徒の割合を５％以下とする。 い目標をもって取り組み頑張った。 望に合格する生徒の割合 できる。
現が可能な進路選択 Ａ は８０％となり、指標の
を援助する。 ステップアップ講座などの進路対策学習の 進路対策学習の継続的な取り組みを促 値を達成した。

継続的な取組を促し、積極的な姿勢で学習さ し、積極的な姿勢で学習させた。進路の
せる。指標は、進路の第一希望を実現する生 Ａ 第一希望を実現した生徒の割合は８０％
徒の割合を８０％以上とする。 であった。


