
奈良県立添上高等学校

目指す生徒像 :

目指す学校像 :

本年度重点目標

Ｂ

昨年度から引き続き、スポーツサイエンス科説明会（ＳＳ科主催）とオープンスクール(広報プロジェクト主催)の２本立てで開催した。『学校案内』と案内
チラシも作成されて、より効果的な案内ができている。今年は広報プロジェクトが主催する新たな企画で昼食を準備したりＰＴＡの協力も加わった。結果
２８４名の参加を得た。

　スポーツサイエンス科説明会とオープンスクールの２本立ては、今後も継続していくのがいいと思われる。課題はオープンスクールの内容。中学生に
より魅力的なオープンスクールを検討していく。

・普通科、スポーツサイエンス科それぞれでオープンスクールを開催し、多数
の参加者が集まった。「行きたい、行かせたい学校」につながるよう、魅力ある
内容の工夫、検討を進めていきたい。

Ａ

ＰＴＡ活動は活発に行われている。役員会や評議員会への参加者も多く、本校の教育活動に協力的である。学校行事にも会長等の呼びかけにより好
意的に活動していただけた。

　ＰＴＡの常任役員・評議員の人数が昨年より減り、より動きやすい適正な人数になりつつある。また、各クラスからの評議員選出方法の工夫が必要で
ある。ＰＴＡ行事の内容をより充実したものにしていくことが課題である。

・本校教育活動に対して理解のある保護者が多く、育友会役員を精査し、ス
ピード感のある活動を心がける。

Ａ

関係４団体の事務局活動にについては、その実務を確実に行い、各団体とも円滑な運営ができた。 　同窓会常任幹事会への参加者が減少傾向にある。同窓会総会への参加者も少ない。どのように参加者を増やしていくか、検討していく必要がある。
４団体の連携について、工夫と検討が必要である。

・同窓会長も今年度、新たに就任され、活性化を図るために苦慮いただいてい
る。生徒と合同の取り組みを模索中である。

B

・定期考査四日間から五日間にすることで、生徒たちの考査や学習に対する
意識や姿勢に良い影響がでるよう期待する。

B

・大幅な年間行事計画の見直しを図り、精査することで、授業時間を確保する
とともに煩雑な成績処理を丁寧に行うことができるようにする。

B

・学力補充指導や追認指導の方法を見直し、あらためて、生徒への指導を徹
底できるようにしたい。

B

・学校朝会等の各集会において、挨拶の必要性を訴えた結果、積極的に挨拶をする生徒が増えた。 ・朝の校門指導等を有効利用をしてさらに徹底をする。 ・人より先に挨拶することを心がけ実践している生徒が多いが、挨拶がただの
儀式でなく、心からできる生徒を育てたい。

B

・「マニュアル」をもとに共通理解を図り、ある程度は徹底できた。 ・「マニュアル」をもとに共通理解を図る。特に学年間、クラス間にばらつきが出ないように徹底する。特に服装については、女子のベストの着用を考え、
端正な制服の着こなしをめざす。

・生徒指導のマニュアルや規定を見直し、全職員で共通理解を図ることで、生
徒への丁寧な指導につなげたい。

B

・各種集会で集団生活の大切さを訴え徹底できた。 ・前後のSHRで身の回りを点検し、毎日の清掃活動を積極的に取り組ませる。さらに各種集会で集団生活の大切さや思いやりの心を育てる。 ・さりげなく、校内に落ちているゴミを自主的に拾うことができる生徒を育てた
い。

B

・生徒の実態把握をして共通理解を深め事前に個々に対応できたことは良かった。 ・共通理解を深めることは大切である。常に情報を共有して指導にあたる。 ・朝のSHRで、担任からの講話などができる時間的ゆとりを持ちたい。

A

・生徒の実態把握をして共通理解を深め事前に個々に対応できたことは良かった。 ・共通理解を深めることは大切である。常に情報を共有して指導にあたる。 ・４月以降の生徒の成長度を把握し、９月の個人懇談を位置づけていきたい。

A

・有効利用の点においては、できてなかった。 ・カウンセラー室の有効利用と指導体制をさらに確立する。 ・教育相談同様、心のケアを必要とする生徒が急増している現状があるので、
相談室の充実と専門書の購入や、専門家の意見もいただける環境の整備が
必要である。

A

・定期的に教育相談委員会を開催して、生徒の実態把握をすることにより、共通理解を深めることができた。さらに共通理解を深めることにより事前に
個々に対応できたことは良かった。

・指導体制をさらに確立する。

A

・生徒の実態把握をして共通理解を深め事前に個々に対応できたことは良かった。 ・職員研修等で、「マニュアル」をもとに共通理解を図る。

B

・アンケートによるいじめの把握は実施できたが、放送によるアピールはできなかった。例年実施している人権の日に人権作文を読むことで、いじめ問
題への取り組みは一定できたと思われる。

いじめに関するアンケートの実施を増やし、さらに生徒理解に努める。そしていじめに関する人権作文のアピールの仕方を考える。 ・常日頃からの教員相互による情報交換を行い、正しい生徒理解につとめて
いく。

A

デートDVをテーマにしたミニ講演会、在日三世の講師先生によるチャング体験、高齢者擬似体験等、実施でき成果をあげることができた。実施方法も
年を重ねることで改善されていき、より良い方向に進んでいるように思われる。

人権LHR等、ほぼうまく実施されていると思われるので、多少の変更はあるかもしれませんが、本年度通りに来年度も実施していきたいと計画してい
る。

・各分掌、教科、関係団体等との連携をはかり、より効果的な人権学習の推進
につとめる。

A

人権教育部を中心に中学訪問を実施した。その結果を一年生の先生方、教育相談部で共有し、生徒の指導に活用し教育上の配慮もできた。奨学金が
必要な生徒には案内をすることができた。

さらに一層教育的成果が上がるように、趣旨を理解してもらいながら、工夫して実施していきたいと考えている。 ・各分掌、中学校、関係団体との連携を密にし、ただしい生徒理解につとめ、
よりよい学習環境の構築につとめる。

B

･進路指導部による企業訪問により、企業と求人の情報を収集し、必要に応じて生徒に伝えた。　・夏休みを利用して応募前企業見学を実施、一人３事
業所の見学を目指した。　　・面接練習計画に基づく面接練習と管理職、運営委員を含む全職員での個人面接練習を実施した。　・キャリアカウンセラー
によるキャリアカウンセリングと面接・履歴書等の助言と指導を行った。

・早い時点での生徒への就職に対する意識付けと試験対策に自発的に取り組む姿勢を待たせる指導の工夫。 ・キャリア教育に対する意識づけを学年集会やHR活動の中で早期に行う。

B

・１年生を対象に職業に関する職業内容と職業選択に関するキャリアセミナーを実施した（５月）。　２年生対象に予備校より講師を招聘し、進学説明会
を実施した（１２月）。　・１，２年を対象に各種学校より講師を招き、学習会を実施した（２月）。　・進学関係資料の配布を適宜行った。

・会議を重ね、より体系的、系統的なキャリア教育を立案・実施し、改善を重ねる。 ・基礎学力向上策を目指し、体系的、継続的、計画的に取り組む。

B

・校内実力テストは年間４回（４月、５月、１０月、１月）実施した。生徒の学力把握に活用できた。しかし、学力向上と学習指導の為の結果分析と指導法
の改善という点では大いに課題を残した。
・模擬試験は基本的には希望者を対象に年間８回（土曜日実施）実施した。進学希望者の実力判定と受験指導には役に立った。

・各模試、実力テストの分析と研修会の実施。
・データを元にした前向きな進路指導の実施と各担任への適切なアドバイスの実施。

・校内実力テストの活用時期と内容を見直す必要があるが、特に１・２年生の
活用方法・活用内容について改善する必要がある。

B

・１年生を対象に職業内容と職業選択に関するキャリアセミナーを実施。　・全学年希望者に、自衛隊、消防、警察より講師を招き説明会を実施。　・１，２年生を対象に職業感、就労意識
育成のための進路ミュージカルを実施。　・３年生就職希望者はジョブサマースクールに参加。　・県教育研究所主催のインターンシップや看護体験、警察学校体験、各種見学会等に多
数参加。・生徒に対するアンケートで  「Ａ．進路に関する補習や個人指導が十分に行われている」の項目は６８．６％であった（１４年度は６８．２％、１５年度は７３．７％）。目標の８０％以
上には及ばなかった。

　・インターンシップ、各種職業体験、体験入校等への参加啓発を強化する。 　・インターンシップ、各種職業体験、体験入校等への参加啓発を強化する。

Ａ

・体育授業には積極的に取り組む生徒が多い一方、運動嫌いの生徒にいかに関心を持たせ、楽しさを味あわせることが出来るかが永遠の課
題である。
・体力テスト、健康診断により生徒の実態を把握させ、教科指導と関連を持ちながら、部活動等をとおして体力の向上と健康の保持増進を
はかった。体力テストも結果は、依然として全国平均以下であり二極化しているが、概ね成果があった。

・教科指導、部活動指導と連携し、自らが体力向上の意義を理解し、生徒が主体的に積極的に活動できるように更に工夫する必要がある。
運動クラブ生以外の生徒には、教科指導を通して体力を高めなければならない。体力の向上と健康の保持増進をはかる事が下の項目の競技
力の向上にもつながる。

・生徒の実態把握に努め適切な運動処方につとめる。また、健康診断後の医
療受診率、治療率の向上につとめる。

Ｂ ・行事を通して基本的生活習慣の重要性を理解させ、集団行動の必要性を理解させ行動させた。 概ね成果があった。 ・体育大会等体育行事において継続して指導すると共に、日常の学校生活全体においても教職員全体で取り組みたい。

・集団生活での基本的生活習慣の重要性を理解させることにより、自己の健
康安全を向上させ、他者理解につながることを理解させる。

Ｂ

・健康や安全に関する知識路理解については、継続指導する必要がある。また、実践するように指導する必要がある。体調不良や感染症で
の欠席も多かった。
・献血では、セミナーの効果が良かったのか157名の希望者（122名の実施者）があった。

・保健室（養護教諭）、家庭科とも連携をとり、継続した指導が必要である。

・食にかかわり、家庭科との連携をはかり、食育の推進につとめる。（食育委
員会との連携）

Ａ
・クラブ員集会等をとおして、クラブ員の意識の高揚を図り、顧問、教職員が研修を重ねた。インターハイには５８名が出場し、昨年度に
比べて増加した。そして、４名の全国大会の入賞者が出た。

・部活動の活性化を図る為に入部率を上げ、もっと多くの生徒の入部を図りたい。
・来年度はインターハイ出場者６０人以上を目標にし、入賞者を増やしたい。そのためには顧問、教職員が更に研修を重ね、生徒の個性、
長所を伸ばし、競技力を高める指導が必要がある。

・日常の活動と意識付けをより精度の高いものへと引き上げ、より多くの全国
大会出場者を出せるよう取組む。やや意識の低い生徒がいることは否めず、
今後も心の成長を含め更なる取組みを進たい。

Ｂ
清掃区域の担当に当たっている先生方の指導もあり、生徒たちはきちんと清掃活動を実施している。しかし、自分の身の回りの環境整理ができない生
徒もいた。

先生方の清掃担当区域の徹底を図るのは勿論、職員朝礼での注意喚起を担任・副担任の先生から細かい指導を徹底していただく。

・１年間を通じて、計画的な校内環境整備の企画、実施を進める。

Ｂ 扇風機・ストーブの使用については概ねきちんと使用することができたが、ゴミの分別にていては、まだまだ注意喚起を徹底しなければいけない。

ゴミの分別についてやトイレのマナー等(その都度タイムリーな話題があれば) については、全校朝会を利用して毎回ではなくてもいいので、生徒たちに
注意を促すのも良い方法であると思う。

・環境、美化に対する意識向上につながる指導の推進をはかる。

Ａ 大掃除時のあとの安全点検については、修理箇所の把握と修理が迅速にできたので成果はあると思われる。 例年通り実施していきたいと思います。

・より安全な学習環境・条件の整備をはかり、事務室との連携を密にする。

A

・教科や学年（総合学習「奈良タイム」の調べ学習のため）と連携し、必要な資料を広く県内の図書館より準備して生徒一人一人の学習に応じて提供し
た。　　・図書費の増額により生徒の興味関心に応じた書籍を購入し、図書の貸し出し冊数が一昨年、昨年に比べて倍増以上（４００％）となった。

・図書費をさらに増額し、生徒の興味関心にかなう書籍をそろえる。
・教科と連携し、生徒の主体的な調べ学習を促す資料を準備できるように積極的に教科に働きかけていく。

・教科、他分掌との連携をはかり、生徒の学習意欲の向上を進めるための体
制と環境づくりにつとめる。

B

・教科学年の協力と準備があったため、カルタ大会では生徒の積極的な取り組みが見られ、盛り上がった。
・校内作文集「日日新」に多くの三年生の作品を掲載し生徒個人の創作表現を発表し伝える冊子とした。これからも添上に学ぶ者が愛着の持てる文集
にしていきたい。

･カルタ大会をやりがいのあるものにするために、優秀な成績を収めた生徒に賞状だけでなく他の表彰方法を工夫する。
・作文集「日日新」の生徒作品を三年生だけでなく、一，二年生の作品も掲載したい。（学習成果を発表する場として位置づけたい）

・美術部をはじめ、文化部活動の意欲的な活動と成果が顕著である。更なる
取組みを願う。

B

・毎月「朝読週間」を設定し、今年度は７回実施することができた。今年度は初めて月曜から金曜まで続けて行った。アンケートによると、朝読に集中で
きた生徒は９０％を越えた。（昨年度は８０％）１週間続けたため、本をスムーズに読み進めることができたという声が多かった。朝読の時間以外にも読
書する生徒も増えた。

・朝読週間の初日に本を忘れたり、遅れてくる生徒がいるため、学期の最初の朝読の時間に、校内放送で物語等の朗読を全校一斉で聞く時間を設定
する。　　　　　　　　　　　　　・今年度と同様に朝読週間にあわせて「図書室だより」を発行し、生徒図書委員の記事をさらに充実させていく。

・「朝の読書」を定期的に実施し、放送で朗読を実施したい。

A

・１、２年生の入部者が増加し、学校全体の入部率が７０％を超えた（４月調査７２．５％、２月調査７１．８％）。
・さらなる入部率（および部継続率）の向上を目指したい。

・部活動アピールを入学時に限らず年間を通じて幅広く行う。 ・生徒会指導部・体育部・文化部が一体となった入部率向上につとめる。ま
た、継続的な活動が行えるようサポートしていきたい。

B

・生徒総会を３５年振りに開催することができた。次年度以降、評議員会、学級会へと生徒会活動を拡大したい。
・文化祭、３年生を送る会等の運営において生徒会の活動範囲が拡大された。
・地域清掃は月１回の目標に対して、年数回程度しか実施できなかった。

・次年度は生徒会規約の改定を予定している。これに関わって学級評議員会および学級会を開催し、学校生活に対する生徒の関心を高めたい。
・地域清掃をはじめとする活動を定期的に行える生徒会の体勢作りを進める。

・さらに、地域との連携を密にした活動を目指す。生徒会指導部

・部活動の活性化に努める。
・新入生歓迎会、部紹介、部活動体験を実施することにより、新入生に対して部活動への参加を促す。
・表彰を始めとする校内広報活動を充実させることにより、在校生に向けた部活動アピールを充実させる。
・部員数調査を年に2回実施することにより、本校生の部活動加入状況を把握する（昨年度平均加入率67%　目標70%）。

A

・活発な生徒会活動を展開することにより、
　自立的で活気ある校風作りに寄与する。

・生徒会活動（生徒会総会、文化祭、３送会、対外活動、その他）を生徒主導で行わせることにより、自主自律の気風を高める。
・年度毎に独自の活動を考案・実践することにより、生徒会活動のいっそうの活性化を図る。
・生徒会新聞を発行することにより、在校生および保護者の学校に対する関心を高める。
・地元と連携した地域奉仕活動を年1回以上実施する。

文化図書部

・図書館活動の活性化と適切な運営。
・各教科と連携し、学習活動に必要な書籍資料の収集整理を行い、利用者のサポート体制を充実し、生徒の自主的な学習を促
進する環境づくりに努める。

B
・先人の創った芸術文化を尊重し、生徒自ら創
造する心の育成。

・文化的行事（芸術鑑賞会、文化祭、カルタ大会）に参加し、自ら取り組ませて、生徒の情操を豊かにする。
・文化クラブを活性化するため、文化部部員同士の交流を密にするよう図る。

・生徒の読書活動の推進。

・「朝の読書」週間を月に１回設定し、生徒の読書習慣の定着を図る。
・図書委員自ら「図書室だより」を発行するなど委員会活動を活発化し、読書の楽しさを学校全体に発信させ、読書活動推進の
中核的存在として活躍させる。
・さまざまな読書案内を発行し、読書に親しむためのイベントを企画する。

環境安全部

・身の回りの整理整頓と自主的な清掃活動。

・毎日の清掃活動をきちんと行い、身の回りの環境を整えさせる。

Ｂ
・生徒一人一人が、ゴミの分別・収集を徹底する。環境安全委員には、夏期並びに冬期の扇風機やストーブの使用法を徹底さ
せる。　　　　　委員会活動の活性化。

・施設・設備の充実、安全点検の実施。 ・修理箇所を把握するために、全職員による大掃除・安全点検を月１回実施する。

保健体育部

・体力の向上と健康の保持増進を図る。
・体力テスト、健康診断により生徒の実態を把握する。保健体育の授業をとおし、体つくり運動の実践や、各種の運動に親しみ、
積極的に体力の向上や健康の保持増進に努めさせる。

Ａ

・基本的生活習慣を身につけさせる。 ・基本的生活習慣の重要性を理解させ、集団行動を重視させ、積極的に規律のある行動を身につけさせる。

・健康、安全に関する知識、理解を深める。
・保健学習、保健指導をとおして健康、安全に関する知識、理解を深める。朝食の重要性や栄養指導等とおして食育の充実を
図る。

・全国大会への出場者を増やし、また入賞
　者も増やす。

・クラブ員集会等をとおして、クラブ員の意識の高揚を図る。クラブ顧問が実力校との交流、研修を重ね指導力を高める。
  平成２8年度のインターハイ出場者は23名、平成29年度は55名を目標とする。

・教育上配慮の必要な生徒の実態の把握、支
援に努める。

・教育相談係の先生と連携し、中学訪問を実施し、必要な生徒の実態、環境の把握に努め、状況に応じて教育上配慮を行う。
特に経済的支援が必要な生徒には奨学金等の案内を行う。

進路指導部

・就職希望者に対する十分な情報提供と受験
対策指導の充実。
・進学希望者に対する十分な情報提供と受験
対策指導の充実。
・生徒の学力測定と分析、学力補充の充実。
・キャリア教育の推進。

・就職希望者への企業情報の提供と応募前企業見学の充実と計画的で体系的な面接指導計画の策定。

B

・進学希望者に対する、十分な資料提供、校内学校説明会、進路学習会や講演会の充実。

・生徒の学力の分析と補充について、定期的、計画的な実力テストと模試を実施。学力強化に向けて進路特別講座を実施。

・職業についての学習会等の実施。職業倫理や勤労意欲を育む進路行事の実施。
・進路指導についての総合評価として、生徒に対するアンケートで  Ａ．進路に関する補習や個人指導が十分に行われているを
80％以上（70％）を目標とする。

・スクールカウンセリングカウンセラーの有効活用

・特別支援を要する生徒、学校不適応生徒等に対する支援体制の確立。

・教育相談委員会の位置づけを明確にし、職員間での情報交換を徹底し、全
職員が一丸となって全ての生徒の指導にあたる態勢を整えたい。。

・教職員の連携を密にし、情報を共有。

人権教育部

・よりよい人間関係作りに向けて取組む。
・アンケート調査等を通していじめの早期把握に努める。HR等でいじめのないなかまつくりに努める。9月の人権HRでは放送に
よるアピールを行う。

A
・在日外国人、障害者、部落差別等諸問題
　の理解を進める。

・月に一度ある人権ＨＲでそれぞれのテーマに沿ってHR展開を行い、自分自身の課題として取り組む。また1年生の３学期には
講師を招いてチャング体験を実施し朝鮮半島の文化の理解に努める。2年生では3学期に車いす体験を実施し障害者理解に努
める。

生徒指導部
（教育相談）

・礼儀正しく、けじめのある、溌刺とした
　生活態度を培う。

・挨拶の徹底と心のこもった挨拶の習慣化。

B

・校則の遵守、時間厳守、制服の着こなしの徹底。

・日常的な身の回りの整理整頓と自主的な清掃活動。

・学期に一度、一定期間において、担任・副担任でのSHR実施。

・生徒一人ひとりに対応できる指導体制を構築
する。

・生徒個人懇談の実施。（４月・９月）

A

教　務　部

・基本的学習習慣の確立。 ・授業への確実な参加、授業の準備の点検、当然成すべき事柄を確実にやっているかの点検等で不備の部分は生徒に返す。

B・学力伸長度合いの向上。 ・テストや提出物等より学力を把握し、授業のレベル向上を図り、必要があれば個に応じた学習機会を提供する。

・学力不振者の絶無。 ・長期的視点を持ち、教科担当・担任・保護者等の連携を図る。

学校関係評価（結果・分析）及び改善方策
（評価小項目）

総　務　部

・学校の魅力を積極的に発信する。 ・関係部署と連携して、魅力あるオープンスクールを創っていく。

Ａ・保護者との連携を深める。 ・PTA活動への支援と協力を積極的に行い、PTA及び保護者との信頼関係を構築する。

・関係各団体との連携を深める。 ・関係団体（同窓会をはじめとした4団体）の定期的開催に努力し、その意見を学校運営に反映させていく。

評価項目
具体的目標

具体的方策・評価指標(昨年度の数値） 自己評価結果 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

○ボランティア活動の機会を設け、生徒が主体性、自主性をもって参加し、社会性や連帯性を学ばせる。

・進路希望の実現
○３年間の見通しをもったキャリア教育を行い、生徒一人一人が希望する進路の実現を目指す。

○組織的な進路保障のための補講を行う。

・特色ある学校づくり

○部活動の教育的意義を啓発しより多くの生徒が部活動に参加する環境づくりを推進する。

○スポーツサイエンス科設置校の特長を生かした取り組みを推進する。また、より魅力あるスポーツサイエンス科となるために、科の改編を検討する。

○本校が地域の一員として、地域との協働事業を推進する。

○ホームページの充実やマスコミを活用し、地域や県外への情報発信を充実させる。

教職員個々の専門性を十分生かした指導を行い、高い知性、健康で逞しい身体、豊かな情操の調和のとれた人間の育成に努めるとともに、地域社会に「夢と感動・元気」を発信することができる学校。

平成28年度の成果と課題 具体的な手立て

・本校で長年にわたり教育課題として取組んでいる「確かな学力」と「けじめある生活」を重点目標の核として、
自立した社会人の育成を目指し、ここの課題に取り組んだ。

・「確かな学力」では、進路保障のために必要な学力を身につけさせようと、生徒の実態に応じて取組み、就
職、進学ともに一定の成果はあったが、より計画的な取組みを推進することで、さらなる成果が期待できる。
補講については、部活動生徒が参加しやすい体制づくりが急務である。

・本校の特色である部活動への加入率を上げるために、生徒会を中心に取り組みを進めたが、依然課題とし
て残っている。

・地域とともにある学校づくりでは、地域の幼稚園や小学校、公民館、商工会、長寿会等様々な団体と多くの
交流事業や協働を行うことができた。学校も地域の一員としての自覚を持ち、「地域に生徒を育ててもらう」と
いう認識のもと今後も取り組みを進めていきたい。

・確かな学力の育成
○授業規律の徹底　：　授業規律の共通化と同一指導体制の確立を図る。　　○研究授業等により授業の質を向上させる。

○教師間の連携を密にした指導体制の確立　：　生徒一人一人の特性・進路等に応じた指導方法の工夫改善。　生徒の実態に即した授業・評価方法の検討。

・けじめある生活　～当たり前の事を当たり前に～

○校内外における挨拶の励行や正しい身だしなみ、10分前行動、５分前完了などの集団行動を身に付けさせる。

○規範意識の醸成し、社会や家庭、学校生活におけるルールを遵守できる生徒を育成する。

１　考査期間の変更
　本年度は、2年文理型の考査期間について、中間・期末両考査を4日間から5日間に変更した。これにより生徒の負担も軽減され、学習の理解度に好
影響を与えたと考えられる（２年文理の欠点数の激減）。また、自らの努力が成績に表れることで励みになり、学習習慣の確立へとつながると考える。
２　日々の業務について
　年間時間割の作成、時間割の変更、行事黒板の記入など、教務部の日々の業務・集中業務については、滞りなく進められた。ただし、学期末等スケ
ジュールが非常に錯綜したことが多々あり、先生方にはご迷惑をおかけした。今後も多くのご意見を頂き、よりよい業務を心がけていきたい。
３　学力補充指導の合格率の低迷
　学力補充指導の合格率が低く、また、学年が低いほどそれが顕著に表れている。「安易な遅刻・欠席」「考査点の低さ」がその原因としてあげられる。
100％の合格を目指した先生方の取り組みもありながらの、この現状を何とか改善しなければならない。

◯　生徒の学力の保障という観点を踏まえて、定期考査について「考査5日制」の実施を進めたい。

◯　年間計画において、学期末の成績処理・会議日程等に少しゆとりが持てるようにしていきたい。

◯　学力補充指導について、その位置づけ・あり方を明確にし、生徒に伝達を徹底し、生徒の学力の伸長に努めたい。

平成２９年度　学校評価総括表
教　育　目　標 自立した社会人の育成　　～社会に役立つ仕事のできる　仲間とともに働くことができる　心身ともに鍛えられた生徒の育成～ 総合評価

運　営　方　針

未来に「夢と志」を持ち、その実現に向けて剛直な精神と勇気で挑む、活力と自信に満ちた生徒

B

伝統と新しい息吹を備え、「行きたい、行かせたい」と思えるような魅力ある学校


