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本年度重点目標

　

C

まとめプリントや小テストの実施回数が少なかった。英語表現等実施しにくい教科があった。英語表現等実施しにくい教科があった。小テストは
単元終了後、考査前、作業プリントに置き換えなどして実施・教科の特性として、難しい面がある。進度を考えるあまり、ほとんど小テストができ
なかった。進度を考えるあまり、ほとんど小テストができなかった。科目によっては毎時間の小テストがそぐわない。必要に応じて実施した。小テ
ストは実施していない。発問形式で復習している。

単元毎のまとめ、小テストの実施を心がける。すべての教科で実施することではない。座学においては実施していきたい。見通しを立てて教材
研究し、小テストの時間を確保する。見通しを立てて教材研究し、小テストの時間を確保する。小テストの実施を意識し、できる限り行うことを心
がける。保健学習等で必要であれば実施する時間を確保する。

小テストは生徒の授業に対する理解度を知り、授業内容を確実に定着さ
せる有効な方法である。教科の特性に合わせて毎時間実施してほしい。
合わせて、「学びなおし」を全教科に導入する取組を進めている。

B

1そう思う2どちらかといえばそう思う57.5％
シラバスとおりの進度はとれなかったが、本校生徒の実態に応じて発問の工夫は出来た。生徒にとって魅力ある授業とは思われないこともあっ
た。シラバスを作成し、生徒の実態に応じ内容・方法を工夫した。一部落ち着きに欠けるクラスもあるが、概ね真面目な姿勢で授業に臨み、自発
的に発言する生徒も増えている・実習時は、常に生徒の進度を確認し、巡回指導を行っている。教師一人で対応するには限界を感じる。気にな
る生徒を中心に発問をしながら説明し全体を進めていった。発言する生徒が偏り、発言しないことが多い生徒もいた。担当者ごとに工夫を行っ
ている。４単位の科目を３時間で実施しているものについては、計画通りに進めることが難しい。できる限り疑問を投げかけながら話を進めた。
シラバスを作成し、本校生徒の実態と、本校の施設に応じた内容で自主的・主体的に取り組めるように工夫した。

シラバスの内容を再検討し、不足している分野を補う。基本的な思考力、基礎学力が必要な場合があり、その面での方途を考える。更なる魅力
ある授業を目指したい。生徒学習支援管理ソフトの効果的な使用法を研究する。各生徒の様子をよく確認し、多くの生徒に発言の機会をつくる
ように授業を進める努力をする。教科内の交流を多様な形で実施していく。授業プリントをさらに工夫したり、生徒の実態に応じて授業内容を精
選する。シラバスの内容の検討を行い、より楽しい授業の展開を図る。

生徒に対するアンケートで  Ａ．どの授業も落ち着いて受けられる雰囲気
がある。との質問に対して、1そう思う2どちらかといえばそう思うを含める
と57.5％という結果に対して目標は　70％以上なので低い数字といえる。
現在、年間2回の授業アンケートを実施しており、結果を全教職員にフィー
ドバックしている。次年度に向けて更に研修を深めてほしい。
シラバスの内容については、毎回の教科会議や研究授業、年度末総括等
の課題を反映し、生徒の実態に合っているかを毎年検討していく必要があ
る。

B

プリントの内容と板書を工夫し、提出を毎時間させることで集中力を保った。落ち着きのないクラスもあった。内容を工夫して行った。授業だけで
なく、昼休み、放課後必要に応じ、実施。進学補習・成績不振生徒に対する試験対策指導を行う・実習では、習得の遅い生徒に会わさなければ
ならないので、早い生徒の集中力が途切れがちである。授業中に騒がしくなったり寝たりする生徒がいた。生徒が多様化し、集中の困難な生徒
が存在する。状況や内容によっては集中を欠き、指導をしなければならない場面があった。居眠りしている生徒は必ず起こし、授業に参加する
よう促した。体育実技ではもちろんのこと、保健の授業においても授業内容・指導方法を工夫した。一定の授業規律、緊張感を保ち授業展開し
た。
授業への取り組みは全般的に熱心であった。担当教員の工夫により、かなり改善が見られる。

集中できない生徒へ個別指導を実施する。集中できる環境作りと教材の工夫。個別指導を続ける。遅い生徒、早い生徒にあわせた内容を行え
ばよいが、１人の教師では無理である。授業を受ける姿勢を指導し、取り組みやすい授業の展開を考える。わかりやすい授業・メリハリのある授
業を心がけること、姿勢や態度の指導を徹底すること。より興味・関心を満たせる授業内容・指導方法を工夫する必要がある。教材や展開方法
を工夫し、より集中度を高める。 授業がに進路確定するためのステップであることを常に意識させる。更に研鑽を重ね、授業に生徒を引きつけ
る工夫をする。

授業に集中させるために、授業内容を工夫し、発問の方法、机間巡視等、
多様な方法を用いる必要がある。授業内容については形骸化しないよう
教材研究の充実を図る。教職員相互の連携を図る。上記内容と同様、年
間2回の授業アンケートで結果を全教職員にフィードバックしている。次年
度に向けて更に研修を深めてほしい。

B

1そう思う2どちらかといえばそう思う60.0％
実習等の遅れは、その週のうちに取り戻す時間を取るよう配慮をした。考査前に心配な生徒を計画的に呼び指導した。授業だけでなく、昼休
み、放課後必要に応じ、実施。放課後に補習を実施。クラブ活動との兼ね合いが課題。気になる生徒には授業中に声をかけ、放課後にもわか
らないことを聞きに来るよう促し指導をした。一部教科で前進があった。特に考査前には、重点的に補習を実施した。特定の生徒が複数の教科
で呼び出されることにより、十分な補習にならない場合があった。積極的に取り組む生徒が多い反面、運動種目により消極的になる生徒もい
る。

個人的に質問したり、指導を受けやすい雰囲気をつくる。成果は上がっていると考える。クラブとの連携強化。教科全体でテスト前の補習等を行
えるよう検討する。考査前だけでなく、普段の授業直後等にもフォローを行う。運動に親しみ運動することに楽しみを見いだせるように授業内容
と指導方法を工夫する必要がある。

本校生徒の実態、特に低学力生徒の状況を全職員が共通理解し、個別
指導とシステム化の両面から対応することが必要である。上記内容と同
様、年間2回の授業アンケートで結果を全教職員にフィードバックしてい
る。次年度に向けて更に研修を深めてほしい。

B
幼稚園実習において、体育実技の発表の場を持てた。新入生歓迎体育大会、スポーツ大会、長距離走大会、体育実践発表会等に向けてＳＳ
科の授業で取り組んだ。

どの時間で発表させるか、場面設定の見直しをする。学校内外を問わず、より多くの発表の機会を設けて技能の向上を図る ＳＳ科の体育活動を体育大会で披露している。地域の方々も見学に来て
いただいている。「地域と共にある学校づくり」の取組も踏まえ、今後も外
部にアピールできる方法を検討し、生徒の活動意欲を高める。

B

1そう思う2どちらかといえばそう思う74.5％
１時間に１枚のプリント作成を心がけ、時間の終わりに提出させることができた。板書、プリント等で工夫して授業を行った。板書、プリントの工夫
によりスムーズ化された。１年生を中心に自発的な発言を行う生徒が見受けられるようになった・教育支援サイトを利用。見やすい板書を心が
け、生徒の質問に対しては生徒が理解しやすい説明の仕方を考え行った。プリントを作成して授業を実施した。ノートの作り方も指導すること
で、ノート提出での評価は良くなった。授業内容を精選し、板書を見やすくしたり、パワーポイントを使用したり、独自のプリントを作り。生徒が理
解しやすいように工夫した。

板書の量と内容を再検討する。成果は上がっていると考える。よりわかりやすく工夫する。マンネリズムに陥らぬよう担当者間で情報交換の機
会を設ける能動的に利用できる・教育サイトの研究。プリントによる学習の時間もつくり、授業が単調にならないように工夫する。教科内の交流
を多様な形で実施していく・担任や部活顧問とも連絡を密にすることで、生徒の状況を把握し、教科指導に生かす。更に工夫が必要であるが、
学習環境の整備も必要である。黒板は平面なので、両端の前の席は見えにくい。

授業内容を精選し、見やすい板書、丁寧な説明を心掛けることにより、生
徒に「わかる喜び」を体験させる必要がある。上記内容と同様、年間2回の
授業アンケートで結果を全教職員にフィードバックしている。次年度に向け
て更に研修を深めてほしい。

B

情報交換を常に行った。お互い研修を深める。必要に応じて随時実施・教科会議以外でも各クラスの様子を情報交換できた。教科会議は定期
的に実施し、活発な意見交流ができた。教科会議を定期的に行い、教科内での連携は密に取れた。研究授業は教育実習生に向け、定着して
いる。

成果は上がっていると考える。研究授業も必要に応じ、考えていきたい。お互いの授業の様子を確認できる時期を設ける。教科内で、互いのス
キルアップにつながる研修の機会をもつ。

教科会議で、より深く意見交換をおこない、連携の強化が図れるよう日程
等の調整をする。

C

課題1そう思う2どちらかといえばそう思う37.0％　家庭学習(1時間以上)1そう思う2どちらかといえばそう思う34.5％
家庭学習については、教科の特性上、夏休みの課題のみとなった。課題提出においては全生徒に課題を出さすことはできなかった。家庭にお
いて、予習（ことば集め、作品作り、練習など）させた。語句の意味調べ、本文写し等が主な家庭学習内容となっている毎回の授業で課題を出す
ことはほとんどなく、定期テストや長期休暇のときの課題ばかりとなってしまった。課題提出については、全員が提出するまで指導することを心
がけたが、完全ではなかった。宿題、長期休暇中の課題は課していない。

授業の単元毎に家での課題を提供できるように工夫する。学校に来ることに魅力を感じない生徒に学校の大切さをまず考えさせる。長期休業
中の作品作りなど、考えていく。少しでも授業で課題を出し、生徒自身が取り組む機会を増やす。担任との連携を密にし、授業での様子や提出
物の状況をその都度伝える。家庭学習の時間があれば、他教科に使ってほしい。

生徒アンケート結果から、家庭学習時間0時間の生徒が40.0％（昨年
48.9％）、30分程度25.5％（21％）、1時間程度17.7％（14.5％）また、課題・
宿題の出ることが多いかという質問に対して、1そう思う、2どちらかといえ
ばそう思うの答えが37.0％（32.6％）の結果を受け、家庭学習を習慣づける
ために、提供する課題の内容・量を各教科等で検討していく必要がある。

C

1そう思う2どちらかといえばそう思う69.5％
教科に関する推薦図書の紹介の時間がとれなかった。読書習慣は地道な努力が必要でこのまま続けたい。書物や作品について、その都度、
話した。教材を通じて関連作品等を折に触れ紹介している・読書に対する呼びかけをあまりできなかった。担当者ごとに工夫を行っている。授業
内容に関わる資料や本を必要に応じて提示・紹介したが、機会は少なかった。7割近くの生徒は読書の習慣がある。

生徒の実態に応じた推薦図書を紹介できるように工夫する。成果は上がっていると考える。教科に関する書物など紹介する。書かれたものを読
む習慣作りを工夫していきたい。呼びかけをし、読書をすすめる。授業者の感度を上げ、機会を逃さないように心がける。「朝の読書の時間」の
意義や実施方法を再検討し、よりよいものにする。

生徒が「朝の読書」に取り組む姿勢を点検し、使用する書籍の検討及び、
「朝の読書」の方法を再点検することで、よりいっそうの効果を図る。今年
度は一週間を通して行う「読書週間」を年間2回設定した。今年度も工夫を
しながら実施する方向で進めている。長期的な取組における効果に期待
する。

C

補習時間確保のため、関係教員との連携をとった。連携して行った。学習と部活の優先順位に逆転が見られる場面がしばしば見受けられる。各
先生と連携を取り、生徒の実情を把握した上で指導を行った。些細なことでも連絡するよう、担任・部活顧問との連携は常に心がけた。教務時
間割係を中心に教科担当、担任と連携して授業時間の確保を行った。

部活動の実態を詳しく知る努力をする。密にしていきたい。各先生との連携を欠かさない。生徒に関わる者が、生徒の状況を多面的にとらえる
ことができるよう、普段から連絡を密に取ることを心がける。教務時間割係を中心に教科担当、担任と連携をより密にして授業時間の確保に努
める。

授業時間の確保のために、教務部、教科担当、担任、部活動顧問のより
一層の連携が必要である。アンケート結果を受け、家庭学習を習慣づける
ための方策を講じる必要がある。

A

全校生徒、きちんと挨拶ができる。形だけの挨拶になっている生徒がいた。挨拶の大切さを話し、徹底させた。授業において開始・終了の挨拶
をきちんと行えている。挨拶が絶え間なくできている。毎時間、きちんと挨拶するところから始めた。体育・保健の始業前後の挨拶については徹
底させたが、他教科については疑問である。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。
教科（授業）、部活動の中では概ねできているが、他教科、普段の生活の中では不十分なところもある。

生徒への返事をしっかりできるように心がける。挨拶をする意味を考えさせたい。根気強く取り組みたい。自ら挨拶の徹底を心がける。引き続
き、指導を継続する。全ての教科で、最低限始業前後の挨拶については徹底させる必要がある。朝の校門指導等を有効利用をしてさらに徹底
をする。学校生活全てにおいて、実践されるよう更に徹底した指導が必要である。

人より先に挨拶することを心がけ、実践している生徒が、アンケート結果で
83.4％（昨年82.8％）と高い水準にある。挨拶がただの儀式でなく、内側の
精神も大切にできる生徒を育てたい。多くの生徒達が挨拶を行うが、それ
に慢心せず、今後とも継続した指導が必要である。

A

校則1そう思う33.4％　2どちらかといえばそう思う42.8％　基本的な生活習慣を身に付ける1とても積極的2やや積極的60.0％
概ね、守られていると思う。比較的よくできたと考えられる。その都度、声かけを行った。遅刻や授業の準備が遅いなど、時間にいい加減な部分
がある。チャイムの前に教室に入り、チャイムと同時に授業を始めた。生徒に対しても時間を見て行動することを指導した。服装違反については
見つけ次第注意・指導を行った。授業、業間をとおして、違反者に対しては注意をしているが、まだまだ徹底できていない。今後もルールを守ら
なければならないことを、根気よく理解させながら指導していく必要がある。「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。

一部生徒に見られる服装、言葉使いのみだれをその場で注意できる人間関係を作る.成果は上がっていると考える。大切なことは何かを話し、
指導を続ける。前もって声をかけ時間前の準備を促す。引き続き、指導を継続する。教職員全員が一枚岩となって指導していく必要がある。「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。

社会人としての着こなし、言葉遣いなどのマナーを含めた講座を外部講師
を招いて開催している。3年生のみならず、将来の進路に係わる試験等に
係わるものである。直前の付け刃ではなく年次ごとの計画的な取組を推進
する必要がある。

B

校内を美しく保つ1そう思う25.7％　校内の環境1そう思う32.9％
常に身の回りの整理を心がけた。できない生徒がいたように思われる。授業における準備、片付けを声かけでやらせた。進んで清掃活動を行う
生徒と、声をかけてもなかなか取り組めない生徒に分かれている。授業が始まる前に机上の整理をさせた。教室内のゴミも始末してから授業に
入った。授業、業間をとおして、整理整頓・美化活動を促進しているが、まだまだ徹底できていない。校外、通学路では平気でゴミをする生徒が
いる。各種集会で集団生活の大切さを訴え徹底できた。

実習室の不要物を点検する。清掃の大切さを訴えていく。環境作りの大切さを学ぶ。清掃活動の意義を指導し、自らもその姿勢を示す。引き続
き、指導を継続する。教職員自らが率先して行い、根気よく指導していく必要がある。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。

アンケート結果から生徒に対するアンケートで  Ａ．校内を美しく保つことを
意識している。25.7％　校内の環境がいつも美しく整備されている。32.9％
という結果。「校内の環境がいつも美しく整備されている」に対して、「清掃
活動や落ちているゴミを拾うなど、校内を美しく保つことを意識している」で
低い意識。一人ひとりの心がけが低い実態である。今一度校内美化につ
いて生徒一人ひとりの心がけの大切さを訴えていきたい。

B
遅刻、欠席は担任、副担任の努力だけは減らなかった。挨拶はきちんとできるまで何度もやり直しをさせた。欠席や遅刻が多い者は、早めに担
任に連絡するよう心がけた。新鮮、緊張感があって良いと思う。

家庭の協力が最も必要ではないかと考えられる。引き続き、指導を継続する。 朝のSHRで連絡だけで終わっているクラスが多く、毎日の担任の講和や学
習ができる時間的ゆとりを持ちたい。

A

遅刻や欠席をなくす指導　71.8％（68％）　基本的な生活習慣を身に付ける（遅刻をしない、挨拶をするなど）とても積極的57.4％（54％）
授業の欠席、遅刻者に、必ず声かけ、指導をした。遅刻・欠席の生徒に対し、繰り返し指導を行った。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は良かった。

声かけを続けていく。他の先生と連携して指導を行う。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。 遅刻をしない指導と、生徒たちが実践する基本的な生活習慣を身に付け
る（遅刻をしない、挨拶をするなど）等の行動は比例している。年間を通し
て継続した指導が効果を発揮するものとして実践する。

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。 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、学年後半（将来）の展望を話し合う意

味での９月の個人懇談の位置づけを重要なものとしてとらえたい。

B
1そう思う2どちらかといえばそう思う56.5％
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。

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であるの
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が
必要である。スクールカウンセラー配置を要望する

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。 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。

生徒によるアンケートで  Ａ．遅刻や欠席をなくすための適切な指導が行われている。80％以上（68％）Ａ．基本的な生
活習慣を身に付けること（遅刻をしない、挨拶をするなど）とても積極的80％（54％）

具体的方策・評価指標(昨年度の数値）

教育相談委員会をもとに、全職員に行き届くまでの情報交換を徹底し、職
員が一丸となって全ての生徒の指導にあたる。

毎授業時間に可能な限りの小テスト実施

　地域とともにある学校づくり　～みんなが顔見知りの地域を目指して～

シラバスに基づく魅力ある授業を工夫し、時間内に１回以上の発言、発問とチェックを実施
 生徒に対するアンケートで  Ａ．どの授業も落ち着いて受けられる雰囲気がある。70％以上（50％）

教科別個別指導、補習、講習を組織的、計画的に実施
生徒に対するアンケートでＡ．分かりにくい内容を質問したり、個人指導を受けたりすることができる。75％以上（62％）

SS科における技能向上のための高度な体育授業の工夫と発表の機会の設定

説明、板書、発問の工夫、及び習熟度別の授業内容の工夫（プリント作成等）
生徒に対するアンケートでＡ．授業への熱意のある先生が多い。80％以上（72％）

学校での読書活動を推進し、読書の習慣を身に付ける
 生徒によるアンケートで  Ａ．本や雑誌を週に２日以上読んでいる。80％以上（67％）

全国大会・近畿大会等への出場者数、入賞者数の増加：　部活動に所属するうえにおいては、身体や技能、精神力を鍛え、自己の能力を最大限に発揮し、より高い目標を持って取り組む。県内はもちろん近畿地区や全国レベルの高い目標を持って取り組む。

スポーツサイエンス科設置校の特徴を生かした取組の推進：　恵まれた環境を活かして本校生徒の活性化はもとより、地元や地域に根ざした活動を展開する。

地域との交流事業の推進：　本校が地域の一員としての自覚を持ち、所在する地域において生徒や教職員がスポーツ活動やボランティア活動、その他の多くの体験授業を行い「みんなが顔見知り」の地域になることを目指す。

ホームページの充実：　毎日の学習活動をはじめ、学校行事や部活動等の教育活動全般において関係の校務分掌が担当してタイムリーかつ広く広報する。

「天理市広報」や「地元公民館だより」の活用：　地元の天理市や櫟本町のご協力を得て掲載されることになり、地域の一員としての情報発信に心がける。

教科指導力の向上（授業の創意工夫）：　授業アンケートの実施により生徒からの声をフィードバックし、各授業担当者が指導力の向上に結び付ける。

教科内、教科間の連携：　教育課程・学力向上委員会を月に1回開催し、各教科会議での取組をもって、教科間の連携を図り、本校全体の学力の育成に努める。

「学び直し」の実施：　すべての教科において「学び直し」を取り入れている。各教科の原点、基礎基本を大切にしながら学力向上に結び付ける。

挨拶の励行、時間厳守：　部活動指導を基盤とした基本的生活習慣の徹底。校内外における挨拶の励行や、十分前行動、五分前完了などの集団行動を身に付ける。

授業態度：　学校生活の基本である授業を大切にし、けじめある生活態度や姿勢を身に付ける。

教職員の連携を密にし、情報を共有

学校関係評価（結果・分析）及び改善方策

アンケート等の活用、教科会議の定期開催、研究授業の設定

B

学期に１度一定期間において、担任・副担任二人での朝ＳHR実施

A

A

A

社会や家庭、学校等のルールの遵守：　自立した社会人を目指すなかで、校内のみならず校外においては地域社会に貢献できる行動や態度を身に付ける。

ボランティア活動や学校行事を通して、社会性や規範意識の醸成：　校内規則やルールの遵守を多くの行事や活動を通して身に付けることによって社会性や基本意識の向上につなげる。

部活動加入率の向上：　部活動に所属することによって体力や技能並びに精神力の向上や、健康の保持増進、また、お互いを思いやる心、仲間を大切にする気持ちなどを培う。

けじめある生活の励行：　学校行事、学習活動や部活動に参加する事によって、規律正しくけじめを持った生活態度を構築する。

改善方策等

授業への集中（50分）

けじめある生活　～当たり前の事を当たり前に～

部活動の活性化

２．礼儀正しく、基本的な生活習慣を身につけるでは８割以上の生徒が心がけており、今後も継続し
た取組を進めるものである。

３．心のケアを必要とする生徒が急増している現状を踏まえ、学校カウンセラーの配置など専門家の
意見もいただける環境が必要である。校内の教育相談委員会では一昨年から組織を整備し2年間で
体制づくりができた。

平成２５年度の成果と課題 具体的な手立て

礼儀正しく、けじめのある、溌剌とした生
活態度を培う

生徒一人ひとりに対応できる指導体制を
構築する

自己評価結果

B

１．成績不振者に対しては、担任、教科担当等連携した学習指導ができた。授業に集中させるために
授業内容を工夫し、発問の方法等の工夫や、授業を形骸化しないよう授業研究等の取組を進める。

学校、家庭での学習習慣を身につける

生徒指導

教育相談

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

課題の提供、提出を徹底し、家庭学習の習慣づけをする（家庭での学習時間１時間増）
 生徒に対するアンケートで   Ａ．宿題や課題の出ることが多い。60％以上（32％）Ａ．あなたの、1日の平均家庭学習
時間はどのくらいですか。1時間程度以上60％（31％）

学習時間確保のため、教科担当、担任、部活動顧問との密なる連携と情報交換

平成26年度　学校評価総括表

学習指導

個々の生徒に対応した学習活動の実施

教　育　目　標

運　営　方　針

日常的な身の回りの整理整頓と自主的な清掃活動
 生徒に対するアンケートで  Ａ．校内を美しく保つことを意識している。６０％以上（２０％） Ａ．校内の環境がいつも美し
く整備されている。５０％以上（２７％）

６．学期ごとに「保健だより」を発信し、感染症予防や健康生活への知識と理解を深めた。家庭での食
生活に大きなウエイトがあり、家庭との連携をより一層深めていく。

７．清掃ボランティア活動は各学期に一回の頻度で実施しており夏期休業前の地区別奉仕活動では
全校生徒あげて、出身中学校に出向き清掃活動が伝統的に実施している。今後とも取組を継続し、
とりわけ地域との取組とも連携した内容を検討している。

具体的目標
（評価小項目）

挨拶の徹底と心のこもった挨拶の習慣化

C

総合評価

B

自立した社会人を目指して、心身ともに鍛えられた人間の育成

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

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

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をめざす。

４．キャリア・進路相談カウンセラーとの連携で難関先にも合格できた。今後とも講師等を招き、キャリ
アデザインを描かせる手助けとなる講演会やＨＲ活動を通じキャリア教育を進める。

５．放課後の部活動に所属する生徒を集めて年会７～８回の集会を実施し、より高いレベルの意識付
けを行っている。様々な教訓を受けて、人としてのレベルアップが競技力向上へつながり、結果として
全国大会への出場に結びつけられるよう取り組む。

確かな学力の育成

評価項目 成果と課題（評価結果の分析）

生徒個人懇談の実施（４月、９月）

カウンセラー室の有効利用と教育相談の実践
生徒によるアンケートで  Ａ．悩みがあるとき、悩みを相談できる場所がある。70％以上（54％）

校則の遵守、時間厳守、制服の着こなしの徹底
　Ａ．校則を守っている生徒が多い。 ７０％以上（３０％）  Ａ．遅刻回数   Ａ．基本的な生活習慣（遅刻をしない、挨拶を
する）を身につけることに積極的。８０％（５４％）



B

1そう思う2どちらかといえばそう思う26.2％
キャリアセミナーの実施(職業人に聞く)は生徒に好評だった。進路面に不安があったり、心に悩みのある生徒に関してキャリアカウンセラーの活
用は、有効であった。

キャリア教育は教育活動全体で取り組むことが基本である。キャリア教育推進委員会を立ち上げ、「その活動を通して、どのような人間に育てた
いのか」をすべての教育活動に推進していく必要がある。、

キャリア・進路相談カウンセラーの来校日を増やし、学年集会やHR活動に
参加してもらう機会を増やす。

B

実力テストの日程を調整することにより、全国集計に結果を入れることができた。模試を受験する生徒数が減少している。 進路指導部から模試に関する情報提供が必要であるが、クラスで展開できる環境をつくることが必要。 定期テストでは基礎学力については把握できないにもかかわらず、校内
実力テストの結果をうまく活用できていなかった。３年間を視野において、
日々の学習と基礎学力向上策をうまくリンクさせるような取り組みをした
い。また、大学への進学を希望している者に対しては校外模試を出来るだ
け多く受験させたい。

B
３年生は「指針」を持ち歩くほど有効活用できた。１・２年生は過去のデータを参考にした。 進路の指針」を１年生用、２年生用、３年生用に見やすく改訂する方向で検討。 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。

A
1そう思う2どちらかといえばそう思う73.7％
進路補習は早い時期から開始したので、就職内定率が昨年度より上昇した。進路相談の定期的及び随時、実施できた。保護者に十分に連絡
が届いていないことがあったので、次年度は改善したい。

来年度の新３年生は就職希望者が多く、また、学力が低下しているので、できるだけ早く就職向けのガイダンスや補習が必要だと思う。
進学希望者についても、確かな学力を身に付けさせる必要がある。

公募制推薦試験で進路先を決定するのか、一般試験を視野に入れた受
験をするのかを早い段階から指導する必要があるが、進路相談会を定期
的に開催したり、その気にさせる指導の改善や工夫をする。

出場者数　延べ67名　入賞者数　延べ7名
インターハイ等全国大会出場者は、昨年度より少なくなった。各部とも活動そのものは活発に行われており、全国には至らぬ部も野球部を始め
よく健闘している。

原因分析を共有することがあっても良い

全国大会入賞者も、昨年度より少なくなった。

B
大会やコンクールには日頃から熱心に活動し積極的に参加している部もあるが各部の事情によりすべての部ではない。 年度当初に文化部の顧問会議を開催し、活動の充実を図る。 近年、文化部の意欲的な活動と成果がうかがえる。　更なる取組みを願

う。
県主催の公的行事のみならず、地元地域活動への参加も積極的に行って
いる。

A
部活動加入率68.4％
部活動加入率も年々低くなっている。文化部は部員数が少ないところもあるが、男女にかかわりなく所属し存続を維持している。

魅力ある部活動にし、楽しさと共に、競技力を向上し、本校生徒・中学生に添上ブランドをアピールする。新入生に対するアピールをしｔげ文化部
への勧誘を行う。

クラブ員生徒の意識高揚にとどまらず、他生徒の規範意識を向上させるよ
うな取組みを期待したい。生徒会指導部を中心に、一昨年より「クラブ体
験」期間を設けるなどして入部率向上に取組んでいる。

A

各部とも積極的に参加している。吹奏楽部演劇部など関西（近畿）大会に出場し、地域活動も行っている。 県主催行事のみならず、多くの行事に参加する。部員数の少ない文化部は、合同で行事に参加することを検討する。 常日頃から元気に活動している生徒の姿には好感が持てる。良く努力し
た生徒を心から応援出来るような態勢にも期待したい。県主催の公的行
事のみならず、地元地域活動への参加も積極的に行っている。

B

1そう思う2どちらかといえばそう思う69.0％
現在の普通科が２年次から３つの型に分かれるやり方は入試の多様化や生徒のニーズの変化に十分に対応しきれていない面が出てきだし
た。その克服のための教育課程を考える。

新一年生から新しい教育課程をスタートさせるが、熟慮の結果出来上がったものとはいえ、実態に即した修正をする。 「添上プロジェクト」による教育課程や校務分掌改革の取組みには一定の
成果が見えてきたようである。引き続き課題解決に向けた取組みを推進し
ていきたい。なお、来年度入学の1年生からは改訂した教育課程に添って
履修する事になる。引き続き、検証を重ねながらよりよい方向性を探って
ゆく。

B

市内の２小学校と授業交流・支援を行った。生徒たちにとっても良い経験となった。 年度の初めに日程調整等を行いたい。 スポーツサイエンス科の地域との関わりを一層深めることにより、本校とし
ての取組を校外へさらにアピールする。昨年度より、授業の一環として地
元の小学校に出向き、体育の授業補助を行っている。継続した取組とした
い。

A

今年は久しぶりに有名選手を招いて、体育講演会を実施した。芸術鑑賞会は人権部の講演会との発展的な共同開催となった。 来年度以降も講演会を定着させたい。複数の分掌が協力して行事を行うために緊密に協議し連携していく。 「為すことによって学ぶ」実践力を身に付けるために、各学校行事の更な
る充実が必要と思われる。さらには、「地域と共にある学校づくり」の取組
を継続推進する。

C
更新までに事務処理や検討事項が煩雑でタイムリーにできなかった。担当部署の明確化で、担当の動きがスピーディーになった。HPを活用す
る事により、保護者への連絡が徹底できた・オープンキャンパス等の行事のアップができた。保体部のＨＰについては、適宜更新できた。

記録やデータを収集し、外部の閲覧者を意識して制作する。更新内容の整理により、更にスピードアップを図る。自動的に情報が届くメールを
もっと活用してほしい。学校全体として活用できるようにする。・担当者の明確化。更に充実した、中身（レイアウト、コメント）にしたい。

ＨＰは学校の取組を身近に又素早く知ることの手段としては非常に役に立
つものである。今年度より担当部署を整理し、担当者によってタイムリーな
更新に心がけたが、来年度に向けてもタイムリーな内容を掲載する。

A

スポーツ教室では多くの小中学生の参加があり、好評であった。 各競技のスポーツ教室開催について、ビラを作成し天理市内及びその周辺の小中学校を中心に配布した。同時に、本校ホームページに掲載し
て広く県内の小中学生に呼びかけるなどして一人でも多くの参加者を募っている。

毎年、年間を通して運動各部活動顧問が中心になって開催している。多く
の小・中学生が様々な競技を経験し更にその成果として運動好きな子ども
たちが一人でも多く興味を抱いてくれることをのぞむとともに本校の受講
生増に結びつくことが望まれる。

A

体力テストの支援や、教師の出張授業は数多く行った。出張授業では一部の先生に負担がかからないよう心掛けたが、一部の先生の負担も大
きかったのも事実である。
また、３年ＳＳ科の生徒の市内の２小学校との授業交流（支援）を持てた。

３年ＳＳ科の生徒による小学校との授業交流（支援）は好評だったので、来年度以降も定着させ、更に充実させたい。出張授業では一部の先生
に負担がかからないよう分担したい。

新たな取組みの一つとして、地元の小学校にはとても喜んでいただいてい
る。今年度のみならず継続した取組が必要であり、同じく継続した条件整
備を行う必要がある。

C

家庭科教科と連携を取り、食育週間を中心に自分で作る食事を指導している。・部活動などでの怪我が多いように感じられる。食育がなされて
いない結果であると感じられる。クラブ員集会やＳＳ科集会で具体的な食育指導を実施し、クラブ顧問や担当教員をとおして全校生徒へ指導し
た。

朝食は摂っているが内容と量についての調査も必要。何を摂取することが体力向上に繋がるか理解させる。食育の指導内容が生活全般にお
いて、いかに重要であるかの理解を深める。

家庭での食生活に大きなウエイトがあり、家庭との連携が重要である。食
育の指導内容が生活全般において、いかに重要であるかの理解を深め
る。外部講師を招き、より専門的な見地から指導する。

A

各学期ごとに保健たよりを発信し、感染症の予防や健康生活に対する知識と理解を深めた。
・保健便りを必要に応じて頻繁に出されており、健康へ目を向ける機会が増えているのは良いことである。「保健だより」の活用や日々のＨＲを
通して、こまめに啓発指導を継続した。
寝坊や体調不良による遅刻・欠席が多く見られた。モバイル機器の普及に伴い使用時間が急激に増加し、規則正しい生活が崩れつつある。睡
眠時間が減少した。

基本的生活習慣を確立させる。保健学習学習を通して、健康についての知識を深めるとともに、保健指導を充実させ、感染症の予防や自己の
健康管理を徹底させる必要がある。手間のかかる事ではあるがこのまま情報発信をぜひ続けて欲しい。正しい生活習慣の確立とともに、健康・
安全に関する知識を深める。運動後の体力・抵抗力の低下について、更に充実した指導を行う。また、生徒指導部と連携を取りながら、携帯電
話等の使用について指導していく。

育友会などの団体とも連携しながら、家庭との関係がより密になるように
してほしい。家庭での食生活に大きなウエイトがあり、家庭との連携が重
要である。

B
毎月の安全点検を全職員あげて取り組んでいる。各担当者は、それぞれの担当部署において不備な点等を報告し、業務員さん等を通して修
理、改善が図られている。安全点検については実施できたが、安全教育はできなかった。

安全教育を充実させたい。今年度も引き続き耐震工事が実施されるので、それをふまえて災害の心構え等の指導が必要。 災害時、学校は避難所にもなるため、日頃から地域との交流が大切であ
る。学校行事等への参加も含めて検討を要する。

C

地域の幼稚園、高齢者施設での実習で大きな成果があった。活用できなかった。コミュニティーチャーの活用ができなかった。具体的な活動が
できなかった。実施できていない。地域と連携した授業作りについては、考えられていない。３年S文型の授業で、市のグランドゴルフ協会の方
に来ていただき、２回の交流を持ち、技術指導を含め、グランドゴルフ大会を行った。今年も昨年度と同じように、地域の方とグランドゴルフで交
流を持てた。地域の教育力の有効な活用方法を検討する。

コミュニティーチャー事業を活用し、幼稚園、高齢者施設実習における事前指導に役立てたい。特に必要性を感じない。前向きに考えていく。検
討していく。身近な地域の、活用できる人材や団体を開拓する。来年度も定着させ、一層中身の濃い交流会にしたい。来年度以降も定着させ、
一層中身の濃い交流会にしたい。地域の有効な教育力発掘のため常に情報収集に努める。学校全体で活用できるようになる。学校全体で出
来るようになる。

生徒達にどのようなことが必要なのかを分析し、必要に応じて実施してい
く。現在の日程では実施する時間を捻出することが大変難しい状態であ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今まで以上に『地域
に根ざした学校』を目指すためにも地域人材を積極的に活用して欲しい。

B

1とても積極的2やや積極的37.9％
幼稚園・自治会との交流機会を持つことができた。２年Ｓ文系を中心スポーツマインドの授業で実施し、大変好評であった。また生徒会や家庭ク
ラブ、その上全校生徒を対象にボランティアを募った。長期休業を利用した櫟本幼稚園の預かり保育ボランティア活動を行ったところ予想を上回
る延べ100名近い生徒が参加してくれた。今後はアンケート回答にも片影できるよう取組を進めていかなければならない。県の取組や、学校独
自の取組などの呼びかけに関心が持てる取組を進めて行かなければならない。

参加者はそれぞれ大変意欲的に活動しており、今後も時間の許す限り続ける。 園児達や地元の地域の方々も友好的に、そして大変喜ばれており恒例と
なっているので大切に育てていきたい。また、地区別奉仕活動の取組みで
は中学校の先生方は本校に進学して元気に過ごしている卒業生を頼もし
く見ていただいている。中学校との連携にも一躍かかわっている。

B
定期的会合を持つことができ、意見を伺う機会となった。 今後とも定期的開催に努力し、参加者を増やす工夫を行う。 意見が言える環境条件が揃ってきている。形骸化しないように、各年度に

おいて意見聴取の内容に工夫が必要である。多方面からの意見聴取に
心がける。

A
育友会の広報部と緊密な協力を行った。生徒指導面においては連絡を密にすることができた。・育友会は活発に活動され、本校教育活動にも
協力的である。一斉メールなども活用して学校からの情報発信を模索していることもあり、学校行事などへの保護者参加は多く、学校理解の手
助けとなっている。

育友会の新聞発行に関わり情報交換を通じて信頼関係を築く。・育友会活動への支援と協力を積極的に行う。体育祭、文化祭だけでなく他の
行事にもより一層多くの保護者が来校していただける場をつくりたい。今後もきめ細かく連携強化を図っていく。今後とも育友会活動への支援と
協力を積極的に行う。

学校からのメール文書の頻度が増えて工夫が見られた。HPの更新が遅
いところがあり、改善や画面に工夫が必要。

特色ある行事の充実と行事への全員参加

各種大会、コンクール等への積極的な参加と地域への貢献

普通科類型の「特色ある教育内容」について検討
生徒に対するアンケートで  Ａ．進路希望や興味関心に応じた選択教科・科目が設定されている　80％以上（65％）

スポーツサイエンス科の授業・実習の工夫と検証、カリキュラムの再編を検討（地域実習を実施）

B

本校生徒による幼稚園等への「運動、遊び」の支援（学期に１度）、ボランティア活動の実践
 生徒に対するアンケートで  Ａ．ボランティア活動に積極的に参加している。70％以上（36％）

クラブ員集会を通して、クラブ員の意識を高揚。　各種大会等の表彰伝達と発表時間の確保日々の充実した部活動と全
国大会出場、優勝、入賞
　Ａ．全国大会出場者数 60名以上（41名）   Ａ．全国大会入賞者数　延べ30名以上（延べ18名）

文化系部活動の更なる活性化と大会、コンクールへの参加

部活動加入率UP
 生徒に対するアンケートで  Ａ．部活動加入率　85％以上（71％）

キャリア教育事業の実践、 キャリアカウンセラーの活用、キャリアセミナーの実施
 生徒に対するアンケートで  Ａ．進路や将来について考える機会が多い。５０％以上（２８％）

各関係団体会合の意見を学校力向上に活用（育友会、評議員会他４団体の定期開催）

連絡を密にした保護者との信頼関係の構築と教育方針の発信

保健たより等、健康、体力についての情報発信とうがい手洗いの励行、睡眠時間確保等、基本的生活習慣の確立

全教職員による月１回の安全点検の実施。　ＬＨＲ等における安全教育の徹底や訓練の実施

HPの充実（更新スピードと内容の充実）

小中学生対象の本校ＳＳ科生徒によるスポーツ教室、出前発表会、出前指導の実施

体つくり運動や基礎運動の小・中学生への支援

栄養指導や朝食摂取の重要性など、食育の充実を図る

地域の教育力（高齢者や専門知識、技能を備えた人）の活用［コミュニティーチャー事業活用など］

A

B

A

A

部活動、検定等

地域、保護者、各関係団体との連携を深
める

学校、地域、家庭、
学校関係組織連携

安全管理

教育課程

学校行事

特別活動

文化やスポーツの活性化に努める

ＰＲ活動の充実
「行きたい、行かせたい」学校づくり「魅力
ある学校づくり」推進

学科、類型等、学校の特色化を図る

健康・安全に関する知識・理解を深める

全国大会への出場、入賞等の増加

進路指導

キャリア教育

生徒の希望する進路実現に向けた取組
の強化

キャリア教育の研究をする。

B

B

B

（評価小項目）

B

「進路の指針」等を活用した計画的なHRの実施

進路補習、相談の定期的な実施と保護者との密なる連絡
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。80％以上（70％）

B

校内実力テスト、校外模試の有効な活用とデータに基づく指導

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、より多くの出
場者等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める。

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 学校関係評価（結果・分析）及び改善方策


