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○自ら学び、自ら考える力を育成し、創造的な能力を培い、健康で心身ともにたくましい生徒を育てる。
教 育 目 標 ○真理を見極める目を養い、正しい判断力と強い意志のもと、自律的な生活態度を育てる。 総合評価

○人権尊重の精神を培い、自他敬愛に基づく人間関係を深め、社会連帯の精神を培う。
○本校の「自主自立、自由闊達」の校風と「文武両道」の伝統を受け継ぎ、新しい時代の流れを踏まえ、進取で創造的な教育を推進する。

運 営 方 針 ○全教職員が、目指す学校像・生徒像を共有して組織力と個々の技量を最大限に発揮する中で、教えることと教えられることに喜びと感動のある学
校づくりを推進する。
○生きる力を育成することを目指して、課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育み、生徒の言語活動の充実や主体的に学習に
取り組む態度・学習習慣の定着を図るとともに、人間としての在り方生き方に関する教育を一層推進する。

平成30年度課題と成果 本 年 度 重 点 目 標 具 体 的 目 標
学力向上と生徒自ら学 授業力をはじめ幅広い指導力の改善と 指導方法等の研究と改善に学校をあげて取り組み、指導力の向上を図り、生徒に応じたきめ細かな

習に臨む姿勢を育成する、 充実に努め、生徒一人一人の学力を具体 指導を計画的に進めながら、基礎・基本の定着と主体的で意欲的な学習の促進し、一層の学力の伸長
組織的な研修を更に推進 的に伸ばして夢と希望の実現を図る。 につなげる。また、早い段階から生徒の将来設計や自己実現への意識付けを図り、生徒の可能性と進
する必要がある。 路選択能力を高めながら、進路第一希望の実現に向け組織的かつ計画的な指導を推進する。
新学習指導要領に向け

ての教育課程の見直しや進 自律的な生活態度を確立し、自己管理 学校生活における生徒の実態や意識を把握･分析し、一人一人に自らの在り方を考えさせながら、組
路選択に応じた講座編成を 能力の育成を図る。 織的・計画的に指導を進める。その中で、規範意識の向上を図り、自主性や自己を律する心を育てると Ａ
探る取組が行われた。 生 ともに、けじめと節度ある生活態度を確立する。また、様々な危険や事案に対しても、生徒が自らの判断
徒に対する指導が丁寧に で危険を回避し、適切に行動できるよう主体的な力を育成する。
取り組まれ、自らで判断し
行動できる生徒の育成が 「地域と共にある学校づくり」を進めなが 幅広い学習活動や特別活動、部活動やキャリア教育に関する活動などの充実や地域に貢献する教育
行われた。規範意識向上の ら、社会性や奉仕の精神を養い自立した社 活動を工夫し、自他を尊重する態度、社会性や奉仕の精神など豊かで幅広い人間力を養い、自立した
ため、更なる取組の継続が 会人を育成する。 社会人を育成する。
必要となる。
また、生徒一人一人に対 各分掌・学年等の組織として対応する力 校務各分掌・学年・教科等の組織として対応する力を高めるとともに、各分掌等の有機的な連携を図

して面談等を含め、きめの の充実を図り、マネジメントサイクルを有効 って学校全体の組織力を強化する。
細かい丁寧な取組が続け に機能させて確実に改善と充実を進める。 また、学校評価や学校改善アンケート等を活用し、PDCAサイクルに基づいて具体的で効果的な計画
られた。さらに、スクールカウ と実施、検証と改善を進めることにより、すべての教育活動の一層の充実を図る。
ンセラーとの連携や教育相
談体制の構築も順調に推
進された。
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教科学習や 生徒・保護者の進路希望を 学校改善アンケートで 「信頼や願いに応える学校づ 生徒・保護者のニーズ 新学習指導要領に
特別活動 ・部 正確に把握し、その実現に向 「信頼や願いに応える学 くりができているか」の質問に対 に応えつつ、不確定な時 伴うカリキュラムマネー
活動等を通じ け、「変化の激しい不確実な時 校づくりができているか」 A し、90．０％の賛同を得た。 代を生き抜く力を育む教 ジメントの研修や観点
て、主体的に学 代を生き抜く力」の育成を目指 の質問に対し、90％以上 概ね保護者にはご理解いただい 育について保護者に理解 別評価の実施と、授業
び、生涯にわた した教育を行う。 の賛同を得る。 ていると考える。 を求めていく必要がある。 改善に向けた取組が
って学び続ける 生徒の興味関心や進路の 生徒による授業評価ア A ２学期末のアンケートで授業 新学習指導要領に向け 推進されている。
学習者の養成 多様性を踏まえ、「めざす学校 ンケートで「生徒が授業に に意欲的に取り組んでいる生徒 て大幅な教育課程の改革 授業力の向上を図
を推進する。 像・生徒像」を具体的に反映す 意欲的に取り組んでいる A が７７．２％であった。生徒の興味 が必要である。生徒が主 るため、「授業研究の

る教育課程を工夫し編成する。 か」の質問に対して75％ 関心を高める授業を目指し、教 体的に学べる授業になる 週」の取組の充実に期
以上の賛同を得る。 科指導のスキルアップを向上さ よう工夫が今後も望まれ 待する。また、「授業見

せたい。 る。 学」の事後研修の取

学習指導 基礎・基本の 課題テストにより生徒個々の 学校改善アンケートで 「学力向上を図るため、適切 授業はもちろん授業以 組も充実させて欲し
より確実な定着 基礎学力を把握し、生徒が能 「学力向上を図るため、 な授業を行っているか」の質問 外でも生徒自ら学習に臨 い。教職員が研究・研
と、生徒の意欲 動的に学習できるよう授業改 適切な授業を行っている B Ａ に対し、81.0％の賛同を得た。 む姿勢を育成する取組を 修に励み、自らがその
的な学習の定 善に取り組む。 か」の質問に対し、85％以 実践する必要がある。 専門性を高め、その内
着化を図る。 上の賛同を得る。 Ｂ 容を深めることは、生

授業を大切にするとともに、 家庭学習時間調査を行 2回の家庭学習時間調査の 全般的には家庭学習時 徒の学習意欲にもつ
家庭学習の重要性を伝え、「予 い、１・２年生の家庭学習 Ｂ 平均は、1年104分、2年１０２分 間は増えてきている。今後 ながる。
習→授業→復習」の学習サイ 時間の平均を２時間以上 であった。学習の習慣を身に付 は質、量ともに高い学習を
クルを習慣付ける。 にする。 ける指導を継続していく。 行うよう指導していく。

授業力の充実 「授業研究の週」を年間５回 教員による授業見学 新学習指導要領に伴うカリキ 新学習指導要領を踏ま
と生徒の「確か 設定し、「主体的・対話的で深 （校内外）を全員が５回以 ュラムマネージメントの研修を8 えた教育課程の研究を今
な学力」の伸長 い学び」の視点に立った授業 上行う。また、校内研修を A A 月に実施した。これを基に教育 後も継続していく。
を図る。 改善を行うことで、教員の授業 年間２回行う。 課程委員会、観点別評価プロジ

力を向上させる。 ェクトチームで熟議していく。
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教員間の生 教員からの積極的な挨拶や 登校時、校門での挨拶 １００％に近づけられるように クラス・クラブ等でも呼 生徒指導が確実か
徒指導に対す 声かけにより、挨拶の徹底を図 の自己評価を90％以上に Ａ 指導を継続していく。 びかけさらなる徹底を図 つ丁寧に取り組まれ、
る共通理解と る。 する。 る。 基本的な生活習慣が
共通指導を図 チャイム着席と遅刻生徒の個 遅刻を前年度比25％ 前年比約１６％減のため、目 全体指導とともに、個別 確立されている生徒が
る。 別指導を行い、時間厳守の徹 減にする。 Ｂ Ａ 標達成に向けてゆとりある登校 指導を徹底し、時間厳守 多数いるように感じる。

底を図る。 ができるよう指導していく。 の意識を醸成する。 規範意識の向上に向
清掃活動の徹底・自転車駐 校内のゴミをゼロにす 全体には良好だが、部活動場 委員会活動をさらに活 けても、さらに努力を続

輪場の整理整頓など生活マナ る。自転車の整然とした駐 Ａ 所周辺の清掃や整理整頓の意 性化し、マナー向上に努め けて欲しい。また、面談
ーの向上を図る。 輪状態を保つ。 識改革を図っていく必要がある。 る。 等の取組が複数回、丁

規範意識の 定期的な身だしなみ点検を 身だしなみの自己評価 良好な状態を維持できている 自己評価１００％に近づ 寧に行われている。
涵養を図る。 実施し、服装・頭髪等を整えさ を90％にする。 Ａ と思われる。 けるよう継続指導していく。 生徒と教職員が一

せる。 生懸命に取り組む姿

生徒指導 立哨・乗車指導等により、公 マナーの自己評価を90 Ａ Ａ 概ね良好だが、車や自転車等 イヤホン装着や歩きスマ 勢を今後も維持される
共交通機関や通学路における ％にする。 Ａ の通行の妨げにならないよう周 ホの危険性を指導し、その ことを願う。今すぐに顕
マナー指導を徹底する。 囲へ配慮する意識を指導する。 撲滅を目指す。 著な結果が得られなく

事故防止と SNSや防犯、交通安全につ 登下校時の事故や犯罪 十分な全体指導ができなかっ 全体指導の機会を増や とも、生徒には確かな
緊急時の適切 いての講演会等を行い、危機 被害をゼロにする。 Ｂ たので定期的・計画的に実施で し、危機管理意識を高め 取組に対する自信が
な対応力を養 管理意識の向上を図る。 きるようにする。 る。 醸成される。
成する。 交通安全や情報機器等にお 生徒のアンケートにおい Ａ ＨＲや集会等での呼びかけや 新たな問題等について

ける問題について啓発文書等 て、自己評価を90％以上 Ａ 指導の成果は感じられるがさら の情報提供を随時行い、
を配布し、意識向上を図る。 にする。 に啓発していく。 意識向上に努める。

教育相談体 スクールカウンセラーと協力 悩みを抱える生徒や不 連携をとりながら進めることが 情報交換の機会をさら
制の充実に努 しながら、生徒や保護者との人 登校傾向生徒等につい できているが、よりよい成果が見 に増やしながら、適切な対
める。 間関係を深め、心身の悩みを て、早期の適切な対応と Ａ Ａ られるように工夫していく。 応ができるようにする。

抱えた生徒の早期発見と適切 改善を図る。
な指導を行う。
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早い段階か 模試の前後に担任や教科担 模試の事前学習（過去 模試の２週間前に過去問配 復習とデジタルサービス 進路説明会や進路
ら進路に対する 当と連携して、模試デジタルサ 問への取り組み）と復習を 布をし、実施後はノートに復習を については、ポートフォリオ セミナー、キャリアガイ
高い意識をも ービスの利用も含めて事前準 する生徒を90％以上にす B するように指導した。デジタルサ の活用を含めて、担任や ダンスを通して、さらに
たせる。 備や復習をするよう啓発する。 る。 ービスの利用は、１．２年生ともに 教科担当と連携を密に取 キャリア教育を推進し

6割弱であった。 り、事後指導を強化する。 て欲しい。
進路委員の活動として、生徒 ニューズレター「進路の A 生徒による生徒のためのニュ 進路委員の活動として、 また、「大学共通テ

向けの進路ニューズレター「進 すゝめ」を年間３回、発行 ーズレターとして、1学期は学校 生徒の意識を高めるため スト」に向けた取組や
路のすゝめ」を発行し、生徒自 する。 A 生活、２学期は模試対策やオー にも、調べ学習や調査など １、２年次における実力
らの力によって、キャリア発達を プンキャンパス等について発行し に継続して取り組ませた 養成講座の早期実施
促す。 た。３学期は入試に臨む姿勢に い。 等も確実に実施されて

ついて発行した。 いる。生徒の進路目標
確かな学力 ＨＲや集会等をとおして家庭 １・２年生の家庭学習の 家庭学習の平均時間は、１年 定期考査前だけでなく、 の実現に向けての課

を身に付け、生 学習の大切さを理解させて、部 平均時間を２時間以上に 生が１０４分、２年生が１０２分で 模試前にも学習する大切 題も多いが、意欲的な
徒の進路実現 活動顧問とも連携をとりなが する。 B あった。 さを、進路便りやポートフォ 取組を期待している。
を確実なものに ら、家庭学習の習慣化を図る。 リオを活用して認識させ、
する。 A 部活動との両立を図る。

進路指導 GTEC（４技能）を実施し、英 夏期休業中の課題とし 夏期休業中にGTEC「ステッ 大学入試改革を見据え
語科や学年と連携しながら、１・ て付属の教材を配布し、テ プアップノート」を課題とし、10 て、GTECの３技能実施は
２年生の生徒の英語力を向上 ストに備えさせる。また、入 A A 月の３技能テストに備えさせた。 継続したい。
させる。 試改革に対応するため１、 スピーキングは１１月に実施し

２年生においてスピーキン た。
グテストを実施する。

放課後や休日に実施する実 ３年生の実力養成講座 夏期休業中は経済会館と本 来年度も夏期休業中は
力養成講座を充実させ、進路 (夏期及び２学期)の出席 A 校で実施した。平日及び休日や 経済会館で実施予定であ
実現に向けて生徒の意欲を持 率を90％以上にする。 冬期休業中も、欠席する生徒は る。学習環境を整えて、生
続させる。 少なく、概ね意欲的であった。 徒の意欲を高めたい。

一人一人の 進路説明会や進路セミナー 進路目標が「未定」で １年生の進路希望「未定」は 各学年の進路説明会、
適性等に基づ の開催、オープンキャンパスの ある生徒の割合を、３学期 １７％、２年生は３％であった。 キャリアガイダンス、進路
く進路選択をさ 紹介等により、将来の進路につ に調査し、１年生で10％ B セミナーを充実させ、将来
せ、進路目標の いて考える機会をつくり、進路 以下、２年生で５％以下に の進路に向き合う機会を
実現を図る。 目標を持たせる。 する。 A 提供していく。

生徒・保護者向けに「進路だ 「進路だより」を学年ご 各学期に２回ずつ発行し、タイ 従来通りに生徒や保護
より」を発行して、進路に関する とに、１、２学期それぞれ２ A ムリーな情報提供ができた。 者のニーズに合った情報
情報を発信し、進路目標の実 回発行する。 を発信していく。
現につなげる。
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環境美化に 通常清掃や美化を徹底する。 通常清掃、大掃除とも １学期末にアンケート調査を 今後もアンケートなどを 耐震工事のための教
対する生徒の 大掃除において重点目標を設 学期ごとにアンケート調査 実施できていない。２学期末に 通して、要望を聞き、問 室移動に伴う避難経路
意識を高める。 ける。 をし年度末に清掃に対す A 調査し、清掃に対する評価を実 題を解消できるように取 の見直しや校舎点検、

る評価を実施する。 Ａ 施した。 り組む。 避難訓練等が定期的に
通学路を中心に数コースに 第２学期に１回設定し １学期中間考査最終日の地 予備日を設定して、天 実施され、防災教育が
分かれて地域清掃を実施する。 実施する。 域清掃は無事実施できた。２学 候に応じて実施する。 計画的に推進されてい

A 期中間考査最終日の地域清掃 る。
も予備日に行った。

防災教育の 火災避難訓練を消防署の指 避難開始後７分以内に ５月実施予定の避難訓練は 予備日を設定して、天
環境美化 充実を図る。 導のもとに早期に実施する。 避難を完了する。 雨天のため、講話を実施した。７ 候に応じて実施する。年

シェイクアウト訓練・緊急地 A A 月のシェイクアウト訓練は予定通 間３回避難訓練を実施す
震速報訓練を実施する。 り実施できた。１１月に再びシェ る。（消防署よりの指導）

A イクアウト訓練を実施し、その後、
避難訓練を行った。

美化委員会 学年ごとに地域関連事業、 各学年２種類の活動に １年生は地域清掃とチューリッ 今後も教員と生徒との
活動の活性化 防災に関する啓発活動、校内 取り組む。 プ球根植え付け、２年生は地域 連携を密にして、充実さ
を図る。 の緑化・美化活動について自 A A 清掃と防災啓発活動、３年生は せていきたい。

発的に計画し実施する。 地域清掃と群鳩祭食品バザー
のゴミの処理とそれぞれ２種類
の活動に取り組んだ。

清掃用具・ 学校施設設備の安全点検を 一斉安全点検を年７回 一斉安全点検を、奇数月の初 耐震工事による変更も
用品の充実及 定期的に実施し，事務室と連携 実施する。 日に実施している。不備の箇所 増えるので、更に連携を
び営繕の迅速 を取りながら修理・改善を図 B B を事務室と連携して修理・改善 密にしていきたい。
化を図る。 る。 しているが、トイレを中心に不備

が継続している。
新体力テスト 体育の授業においては、体つ 新体力テストのＡ評価 新体力テストのＡ評価は、全 からだ作り運動等を継 耐震工事が継続され

の結果を踏ま くり運動を積極的に取り入れ、 を、全体の10％以上にす Ａ 体の１２．７％であった。 続して実施し、生徒個々の る中、学校安全に十分
え、体育の授業 個々の体力の向上を図る。 る。 体力の向上に努める。 な配慮をして欲しい。天
・体育行事の内 体育系部活動の加入率を向 体育系部活動の加入率 体育系部活動の加入率は 体育系部活動のより充 候不順で体育行事の実
容の充実を図 上させる。 を50％以上にする。 Ａ ４８．３％であった。 実した活動を実践し、文武 施には苦慮したが、概ね
り、体力の向上 Ａ 両道を図らせる指導に取 よい結果を得られた。授
やスポーツライ り組む。 業中や部活動におい
フを継続する資 体育行事を、生徒が自主的 体育・ｽﾎﾟｰﾂ好きの生徒 授業アンケートにおいて、意欲 体育行事がより充実し て、事故等が起こること

健康安全 質や能力を育 に企画・運営できるように、実 を90％以上にする。 Ａ 的に参加している生徒は、86.5 たものになるように、改善 がないように注意、指導
てる。 施種目を考えさせる。 Ａ ％であった。 を図っていく。 を徹底しなければなら
生涯をとおし 健康診断により健康状態を 精検受診率を昨年より 内科検診心臓疾患の精密検査 情報提供や、医療勧告 ない。

て健康な生活 把握し改善に努め、自己管理 向上させる。(内科・心臓 A 受診率は、５０%であった。 書の再配布により、健康の
を適切に管理 能力を高める。 疾患50％) 保持増進に取り組めるよ
していく資質や Ａ うに努める。
能力を育てる。 生徒対象の救急法の講習を 運動部員の90％以上 運動部員の9３％が受講し、長 救急法の必要性を多く

実施し、ＡＥＤの使用法や心肺 受講させる。 Ａ 時間活動の文化部員も参加し の生徒に理解させるため
蘇生法等を理解させる。 た。 内容の改善を図る。
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・分析)及び改善方策（評価小項目）

生徒一人一 生徒会執行部が中心となり 「生徒会だより」などを 「生徒会だより」を２回発行 発行してからの広報活 地域活動として行わ
人の自主性・創 学校行事の内容やボランティア 通じた広報活動を年に10 し、また文化祭を中心に、３回協 動にも力を入れ、また積極 れている小中高の連
造性・協調性を 活動等を企画し、全校生徒に 回以上行う。 B 力を呼びかけた。新聞の発行な 的・直接的な呼びかけが 携は有意義な取組で
育成し、学校行 協力を呼びかける広報活動に ど新たな試みも行った。 必要である。 あり、内容充実のため、
事の活性化を 積極的に取り組む。 Ａ 工夫を凝らして継続す
図る。 耐震工事期間中に行う文化 事後アンケートで文化祭 生徒の文化祭全体への肯定 耐震工事・天候を含め る必要がある。

祭が安全に実施できるよう計 に対する生徒の肯定的な
A

的評価は99.1%であった。アン て総合的にかつ綿密な準 また、様々な広報活
画を立て、生徒全員参加の魅 評価が95%以上になるよ ケートの内容を精査し、改善・改 備が必要である。 動を通じて学校の取組
力的な内容を創り上げる。 うにする。 良に取り組む。 を発信していって欲し

生徒に 「地 生徒会執行部が中心となり それぞれの活動をトータ 挨拶運動を８回、募金活動を 生徒会や関係する委員 い。
域と学校とのつ 学校周辺地域での挨拶運動、 ルで企画し、年間10回以 A ６回、清掃活動を２回実施した。 だけでなく、多くの生徒の

特別活動 ながり」を意識 募金活動、学校行事等の広報 上実施する。 緊急で関東地方の台風被害へ 参加を呼びかけていきた
・部活動 させ、社会への 活動などに取り組む。 Ａ の支援募金も行った。 い。

貢献意識 ・参 地域連携委員会が主体とな 対象施設と連絡を密に Ａ 交通安全のマスコット配布に 小・中・高、あるいは地
加意識、奉仕の り、地域の小学校・中学校・高 し、年間５回以上実施す 協力し、小・中・高が連携した取 域との連携には、日程の
精神を培う。 校・病院等と連携し、地域の清 る。 A り組みを３回、地域の関係機関と 調整、児童・生徒の安全面

掃活動や交通安全運動等の活 の連携した取組を３回行った。 など綿密な事前打ち合わ
動を更に推進し、生徒の規範 せが必要である。
意識を醸成する。

部活動をと 部活動集会や部活動キャプ 部活動生徒を中心に、 部活動集会を通じて挨拶運 部活動だけでなく、学校
おして生徒の テン会議等をとおして、生徒に 挨拶できる生徒を100% 動をさらに呼びかける。各部活 全体で取り組みを継続し
規範意識を高 規律やマナーの大切さを指導 にする。 動顧問の共通理解を図りながら ていく。
め、社会で生き し、挨拶や部室周辺の清掃、節 B Ｂ 取組を継続していく。
る基本的な力 電などを徹底させる。
を身に付けさせ
る。
ＨＲを通して人 人権教育ＨＲにおいて、今日 知識の導入だけでなく 感性に訴える視聴覚教材等を 視聴覚教材を使った教 視聴覚教材をＨＲや
権感覚を身に 的なテーマ（ＳＮＳを巡る問題、 感性に訴える視聴覚教材 使用することで、心に響くＨＲの 材の開発を、人権教育部 講演会で使用したこと
付けさせ、生徒 セクシャルマイノリティなど）を ・補助資料を各学年１回 Ａ 充実を図ることができた。ただ耐 を中心に継続的に進める。 で生徒の感性に訴え
参加の人権啓 取り上げ、心に響くＨＲの充実 以上活用する。 震工事中のため、視聴覚機器を ることができた。また、
発活動の充実 を図る。 完備している教室が不足してい 学年別に実施したこと
を図るとともに、 た。 によってコンパクトに展
教職員の実践 ヒューマンハート委員会・ヒュ 関係団体行事への生徒 予定通り、年間の活動を実施 生徒の活動をさらに活 開できている。保護者
力を ーマンライツ部の年間活動内 の参加を年２回、人権啓 した。また生徒の意見を活動内 性化させるため、生徒の意 には、幅広く、早い段階
高める。 容を示し、生徒の意見を反映し 発標語とニューズレターを Ａ Ａ 容に反映させ、活動の活性化を 見を活動内容にできるだ で案内する工夫が必

ながら、活動を充実させる。 各５回（年間計10回）発 図った。 け反映させる。 要である。
行する。

各種研究団体が行う講演会等 各種研修会、講演会への 人権教育関係の研修会へは、 全教員が均等に研修会
人権教育 の年間一覧表を作成し、教職 参加率を60％以上にす 積極的に参加した。（80％） に参加できるよう配慮す

員の各種研修会への参加を促 る。 Ａ Ａ る。
し、実践力の向上を図る。

ＰＴＡとの連携 教職員･ＰＴＡ合同研修会、 保護者の参加を60名以 校内で実施する研修会への 研修会の実施期日の告
を深め、保護者 人権教育講演会への保護者の 上にする。 Ｂ 参加を案内したが、予定人数よ 知をできるだけ早くする。
とともに人権啓 参加を増やす。 りは少なかった。（26名）
発の充実を図
る。 校内人権作文集を配布し、 保護者の感想文の提出 Ａ 11月上旬に人権作文集を発 保護者への人権作文集

保護者からの感想文の提出を を50件以上にする。 Ａ 行し、配布後保護者に感想文の の周知を徹底できるよう、
通し保護者への啓発を進める。 提出を依頼した。（51件） 案内方法等を工夫する。

奨学金の取 奈良県高等学校等奨学金、 個々の事情に応じた適 高等学校等奨学金や奨学給 迅速かつ正確に業務を
扱いについて 高校生等奨学給付金及び大学 切な対応を申請希望者全 付金、大学予約奨学金、その他 遂行できるよう、複数の教

奨学金 確実・迅速な対 予約奨学金の事務手続きを迅 員に行う。また、日本学生 Ａ Ａ Ａ の奨学金業務を迅速かつ正確 員であたる。
応を図る。 速かつ正確に行う。 支援機構における新たな に行った。

制度への対応を滞りなく
行う。



- 6 -

学校関係者評価(結果評価項目 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
・分析)及び改善方策（評価小項目）

読書習慣を 図書広報紙「知新」の発行 「マーサータイム」に呼 「マーサータイム」や夏の読書 ＨＰや電子掲示板を活 芸術鑑賞会を創立
定着させ、図書 やＨＰへの新着案内、本の紹介 応してＨＰへの新着案内を 感想文提出に呼応して、ＨＰへの 用し、広報に努め、読書に 百周年プレ行事として
館利用を推進 ＰＯＰ展示をとおして、読書週間 行うとともに「知新」を春 案内を５回行った。また、「知新」 興味が持てるよう工夫を 実施し、大きな成果を
する。 「マーサータイム」を充実させ、 夏秋冬４回、発行する。ま A を春夏秋冬４回発行した。知新 続ける。 上げた。来年以降も今

読書に興味を持たせる。 た適宜図書委員による本 館内に図書委員による本の紹介 年出た課題を考えな
の紹介ＰＯＰを展示する。 POPを展示した。 がら、継続させて欲し

国語科や芸術科、HR担任と 読書感想文または読書 読書感想文または読書感想 本をとおして自分の思 い。
連携し、読書感想文または読書 感想画のねらいを確認し、 A 画の提出率は９７％で、本年度 いを文章や絵画で表現す
感想画を１・２年生の夏期課題 提出率を95％以上にす は読書感想画の提出が６１点と る力を育成するべく、継続
として提出させる。 る。 例年より多かった。 して続ける。

１学期の「知新のつどい」と 「人をとおして本を知 Ａ ビブリオバトルに参加した生 参加者を増やす方法を
読書指導 して、ビブリオバトルを開催し、 る」「本をとおして人を知 徒数は３４名。参加者は和気藹 検討し、継続して続ける。

読書に興味を持たせる。 る」ことによって、読書への B 々と本を紹介し合い、一定の成
文化学習 興味関心を喚起し、参加 果はある。しかし、図書委員以外

生徒数を45人以上にす で参加したものは少なく、参加者
る。 数を拡大することが課題である。

新聞を複数配置し、活字情 知新館および南館２Ｆ、 各場所に新聞の複数配置を 講座等の実施方法を検
報に触れる機会をつくり、新聞 ３Ｆ階段付近と食堂に複数 行っている。新聞の読み方講座 討する。また、新聞の配置
の読み方講座を行う。 の新聞を配置して利用を A を３学期に実施した。参加者は４ を引き続き続け、「新聞が

促進し、講座への参加人 Ａ ８名であった。 身近にある」環境をつくっ
数を３５人以上にする。。 ていく。

芸術・文化へ 創立100周年プレ行事の一 事前指導を行い、鑑賞 行事後のアンケート結果は、 来年度の実施にあたり、
の理解・関心を 環として芸術鑑賞会を実施す のマナーや公共交通機関 満足度９５％であった。集合場所 事前学習時にマナーの啓
深める。 る。 利用のマナーを意識づけ A や会場内でのマナーの徹底が 発に力を入れる。

る。また、事後アンケートを 課題である。
行い、鑑賞後の満足度を９
５％以上にする。

第１学年及び国語科と連携 事前に小倉百人一首か 第1学年で3学期にかるた大 古典に親しむ機会とし
し「新春小倉百人一首かるた るたの和歌を覚えるよう促 会実施した。 20首以上覚えた て継続して実施する。少し
大会」を実施し、古典に親しむ し、関心を高め、奈良にゆ C Ａ 生徒はわずか８％、10首以上覚 でも生徒が興味関心を持
機会とする。 かりのあるかるたを中心 えた生徒が１５％で、古典に親し って取り組めるよう、紙面

に、２０首以上覚えた生徒 む機会が激減していることを痛 や掲示で広報し、行事を
を７０％以上にする。 感した。 盛り上げる。

「知新のつどい」を生徒が主 １学期は、ビブリオバト ビブリオバトル本戦は特に盛 生徒が興味関心をもっ
体的に運営できるよう働きか ルを、３学期は生徒参加型 り上がり、参加者がイベントの一 て取り組めるよう、実施方
け、多くの生徒が関心を持って の講座をそれぞれ開講し、 A 員として参加できた。３学期は新 法、内容の検討を続ける。
参加できるようにする。 参加生徒事後アンケート 聞の読み方講座を実施した。参

の肯定的回答を80％以 加生徒事後アンケートの肯定的
上にする。 回答は９０％であった。

社会や世界 専門家の招聘と現地学習の 外部講師の活用と校外 十分実施している。その成果を 生徒の学習意欲を高 外部講師の招聘に
に関心を持ち、 充実により学習意欲を高める。 活動を１回以上実施する。 Ａ 検証して、より適切で的確な外 め、より充実した学習にな は苦慮いただいている
主体的に学習 部講師特別授業や校外学習を るよう適切な計画を立て、 が、来年度も維持して
に取り組み、よ

A
計画する。 実施する。 欲しい。また、校外学習

りよく課題を解 コースの特色に応じて「奈良T 年間計画の中で、奈良の 各コースの特色に応じて実施し 各コース工夫をし、特色 の引率は安全に留意
総合的な 決していく態度 IME」の取り組みを実施し、地 文化や歴史、地誌や環境 Ａ た。 ある活動ができた。 さら して欲しい。
探究の を育成する。 域に根ざした学習を行う。 に関わる学習を実施する。 に内容を検討し、改善に努
時間 A める。
（「探究」） 対話的 ・協 グループ学習を活発に行わせ 各学期においてグループ 各コース多種多様な形で、グル より自主的で協働的な

働的な学習を る。 での活動を必ず実施する。 Ａ ープ活動を実施している。 発表ができるよう丁寧で
とおして幅広い A 具体的な指導を目指す。
能動的なコミュ 発表活動を重視し、レポート発 各学期において発表活 様々な形式の発表活動を実施 課題解決のプロセスを
ニケーション能 表やスピーチ、実演など多様な 動を必ず実施する。 Ａ している。最終発表会は３学期に 重視し、意欲を喚起させ、
力を養う。 形式の発表を行わせる。 実施した。 主体的な発表にしていく。
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・分析)及び改善方策（評価小項目）

学校ホーム ５月に職員研修を実施し、技 ホームページのログ等 職員研修を実施することはで 更新回数が1月までで
ページで、より 術的なサポートを行いながら教 で更新回数や閲覧回数を きたが、職員室のインターネット 1６０回であった。次年度は
迅速で正確な 職員に活用してもらう。また、部 集約する。また、年間240 にアクセスする回線の環境が十 各分掌や各部活動で更新
情報の発信を 活動の公式戦などの時期に合 件以上の更新回数と、毎 B B 分でなく実際の操作ができにく 担当者を決め、職員研修
行う。また 、閲 わせ「更新強化月間」や「ホー 月10000件以上の閲覧 かった。 で実際に更新まで進めた
覧回数が増え ムページ更新強化日」を設定 回数を目標とする。 更新回数は9月末までの半期 い。
るよう更新回数 する。 で108回、閲覧回数は達成でき 閲覧回数は概ね達成で
を増やす。 ている。 きた。
『学校案内』 最も重要と思われる、表紙の 完成時期をできれば５ 卒業生のコメントと写真等の 各ページの写真を次年
の完成を従来 写真の選定を急ぐ。また、卒業 月末、少なくとも６月初旬 依頼と提出は進路指導部の協 度はできるだけ新しいもの
よりも早め５月 生のコメントと写真等の依頼と までを目標とする。 力を得て早めることができた。 に差し替えていきたい。耐

広報活動 中の完成を目 提出も早める。 A A A 次年度に向け、行事や部活動 震工事の終わった北館は
指す。 の写真を新しくするために、素材 よい素材になると思われ

を集めていきたい。 る。
オープンキャ 部活動の見学では耐震工事 体験型の企画が昨年比 雨の影響で、屋外の部活動の 次年度の耐震工事は、

ンパスにおい 中であることを考慮しながらも で100％以上実施できる 見学ができない日があった。 南館の3階になることから
て、入学希望者 体験ができる企画が減らない ことを目標とする。 A A 同窓会館が、本館から行け 校舎内での体験の場所を
に本校の教育 よう場所を確保する。 ず、そのことを案内することも十 工夫して確保していきた
活動を理解し 分でなかったため、職員室前で い。
てもらう。 個別に案内することが多かった。



- 8 -

学校関係者評価(結果評価項目 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
・分析)及び改善方策（評価小項目）

主体的に学 個人研究やグループ研究、 各学習活動に対する生 主体的・対話的な学習活動に 生徒が主体的・対話的
ぶ姿勢を促進 ディベートやスピーチ大会等を 徒アンケートにおいて、 取り組めるよう個人研究やスピ に学習するための様々な
させ、コミュニケ 実施し、生徒が主体的に、かつ 「（大変）よかった」と肯定 A ーチ大会、集団討議等を実施し 学習活動を実施し、その充
ーション能力や 協働して取り組む学習活動を 的に回答する生徒の割合 た。各学習活動に関する生徒ア 実を図る。
幅広い教養を 充実させる。 を80％以上にする。 ンケートにおいて、肯定的な回答
身に付けさせ は96.9％であった。
る。 大学や外部団体等からの出 各学年、年間２回以上 大学（奈良教育大、京都教育 引き続き教育連携大学

張講義や教育機関への訪問学 （全体で６回以上）実施す Ａ 大、京都女子大、佛教大）や県 や県教育機関、地域等と
習を実施し、体験的な学習を充 る。 立野外活動センター、奈良県社 連携し、協働しながら実施
実させる。 会福祉協議会からの出張講義 していく。

A や県立教育研究所や奈良教育
大学への訪問学習を実施した。
第１学年は６回、第２学年は２回、
第３学年は３回実施することが
できた。

教育・教職に 大和高田市内の小学校にお 生徒アンケートにおい 外部講師による「児童心理」 生徒にとって「小学校体
対する理解を いて、「小学校体験実習」を実 て、肯定的に回答する生徒 や「体験実習」についての講義 験実習」は、有意義な学習

教 育 ア ン 深めるとともに 施する。 の割合を80％以上にす を受講後、小学校での実習を全 活動であるので、受入先
ビシャスコ 郷土の教育へ る。 A 日実習２日、午後実習４日と運 小学校の学習活動等とさ
ース の興味・関心を Ａ 動会補助実習を実施した。生徒 らに調整しながら実施して

高める。 アンケートにおいて、肯定的回答 いく。
率は100％であった。

教育アンビシャスコース生徒 生徒アンケートにおい 県教委主催「奈良県次世代 第２学年教育アンビシャ
を、校外での活動である「奈良 て、「奈良県教育への興味 教員養成塾」（月１回実施）に第 スコース生徒は、来年度も
県次世代教員養成塾（前期プ ・関心が大変高まった」 Ａ ２学年教育アンビシャス生徒全 「奈良県次世代教員養成
ログラム）」に主体的に参加さ 「高まった」と回答する生 員が主体的に受講した。第３学 塾」を継続して受講する。
せる。 徒の割合を合わせて80％ 年コース生は、１名を除き修了認 講座受講と「教育探究Ⅱ」

以上にする。 Ｂ 定を受けた。 生徒アンケートに の学習を連携させ「奈良
おいては、「奈良県教育への興 県教育への興味・関心」を
味・関心」の高まりよりも教育全 高めさせる。受講において
般への興味・関心の高まりが多 は、引き続き部活動等との
かった。受講に際して、部活動等 両立を図る。
の課外活動との両立が難しい月
があった。

大学との連携 高大教育連携大学からの招 生徒アンケートにおい 高大教育連携大学を中心に 高大教育連携校とより
を深め、進路実 聘講師による出張講義等を実 て、肯定的に回答する生徒 出張講義を実施した。生徒アン 連携を深め協働し、内容
現に向けた取 施し、学習活動を充実させる。 の割合を80％以上にす Ａ ケートにおいて、肯定的に回答し の充実に努める。
組を充実させ る。 た生徒の割合は、97.5％であっ
る。 た。

教育系大学及び教育系学部 小論文や面接、集団討 Ａ 「教育探究Ⅱ」の授業を中心 ２年次から３年次へと段
に対応した学習活動を充実さ 議等、大学入試に対応し に、「志望理由書と小論文」とい 階的な実施計画を策定す
せる。 た学習を実施する。 A う内容で外部講師による講義や る。

演習を実施した。演習時間が足
りなかった。

耐震工事を 今年度が耐震工事の最大の 耐震工事、修繕等が速 耐震工事は、事故や遅滞なく 耐震業者と設計図面を
を速やかに事 ヤマ場になるため、細心の注意 やか、かつ事故なく安全に 完了した。今後は工事完了後の 確認の上、完成後の詳細
故や遅滞な く を支払い工事を進める。 完了するように努める。 B B 詳細な部屋レイアウトを考慮する な内容について詰めておく
進める。 必要がある。 必要がある。

学校事務
学校運営に 旅費予算の範囲内の執行に 毎年、旅費が逼迫する B 旅費について支出削減に努め 就学支援金、諸会費に

かかる旅費の 努める。また、今年から導入さ 中、執行額を予算内に収 ている。就学支援金、諸会費のシ ついては良好だが、旅費
節減、及び就学 れた就学支援金、諸会費のシ める。就学支援金、諸会費 ステム導入にも慣れてきて滞り については削減策を教員
支援金 、諸会 ステムでの管理運営に順応す のシステム導入に慣れて A A なく事務を進められた。 に周知徹底させることが
費のシステム管 る。 滞りなく事務を進める。 肝要である。
理をする。
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学校関係者評価(結果評価項目 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
・分析)及び改善方策（評価小項目）

基本的な生 始業・授業開始時間の厳守 各ＨＲや授業で指導を 不注意による遅刻を５回以上 時間を守らせる指導に
活習慣を確立 と挨拶の励行を徹底する。 徹底し、各学期において不 している生徒は1名であった。保 ついて、教員間、さらには
させる。 注意による遅刻５回以上 Ｂ 護者とも連携をとりながら指導し 保護者とも連携をとりなが

の生徒をなくす。 ていきたい。 ら継続的に行う。
Ａ

生徒観察・生徒理解に努め、 学年便りを年間5回以 予定通り学年便りを発行し、 学校生活が円滑にいく
保護者との連携を密にする。 上発行し、また行事予定を 行事計画も毎月配布した。 ように、繰り返し情報提供

配布することにより、保護 Ａ を行うとともに、三者懇談
者に学校の様子を知らせ 等の機会を利用し、保護
る。 者との関係を密にする。

家庭学習の 授業の予習・復習の徹底と、 授業アンケートにおいて 生徒の授業アンケートにおい 生徒が主体的に、意欲
充実を図り、進 定期考査・模擬テストに向けた 「授業の準備や課題等に て、授業に意欲的に取り組んで 的に取り組めるよう、授業
路に対する意 計画的な学習により、成績向上 しっかり取り組んでいる」 Ｂ いると答えた生徒は7５.１%であ 内容を充実せる。
識を高める。 につなげる。課題等の提出も確 生徒を80％以上にする。 った。

実に行わせる。
進路情報の的確な提供に努 全員に全国模擬試験を A 全国模擬試験を受けさせた後 定期考査や模擬試験を

め、進路に対する意識を高める ３回以上受けさせる。また、 に、模試のやり直しを提出させ 有効に活用し学習意欲の
とともに、自主的に情報収集す 長期休業中の｢学習の記 た。また、進路指導部と連携して 向上に努める。模擬試験
るよう促す。また、学習実態調 録｣を提出させ、それぞれ 定期考査の振り返りシートを作 等のやり直しを通して、

第１学年 査や全国模擬試験等を活用 の結果をもとに面談を行 Ａ A 成し、提出させた。それらを活用 普段の授業や日々の家庭
し、 学習意欲の向上に努める。 い、個々に応じた的確なア した担任面談で、個々に応じた 学習の大切さを再確認さ

ドバイスを与える。 アドバイスを与え、学力の定着を せる。
目指した日々の学習につなげさ
せた。

実力養成講座の内容充実に 実力養成講座の出席率 部活動や体調不良での欠席 申し込みの段階から高
努める。 を90％以上にし、無断で A により出席率は85％。無断欠席 い意識を持つように促す。

欠席する生徒をなくす。 する生徒はいなかった。
将来を見据 ＨＲや面談をとおして明確な 進路学年集会を年間１ 進路学年集会や類型科目選 入試改革に関する情報

えたキャリアデ 進路目標をできるだけ早期に 回以上、進路ＨＲを３回以 択説明会において、進路目標に を、素早く、正確に掴ま
ザインを基に、 設定させ、類型選択につなげ 上実施する。 Ａ A ついて考えさせた。進路ＨＲは、４ せるとともに、主体的に
適切な類型を る。 回実施した。明確な進路目標を 進路目標を抱かせる指導
選択させる。 全員が設定し、それに向かって を継続する。

取り組めるよう指導した。
人間力育成 部活動や生徒会活動、ボラ 学級役員や各種行事に 多くの生徒が学級での日々の 生徒の人権意識の向上

による、安心 ンティア活動、学校行事等への おける各自の役割を自覚 活動や、学校行事に参加する中 については、人権HRや講
・安全な環境 積極的な参加を促し、集団の させ、その責務を果たすよ で、それぞれが各自の役割を果 演会をきっかけとして、今
づくりに努め 中での個の役割を自覚させる う働きかける。また、人権Ｈ Ａ たした。人権HRや講演会をはじ 後も様々な場面で図って
る。 とともに、人権意識の向上を図 Ｒを８回以上実施する。 め、様々な場面で、生徒の人権 いく。

る。 A 意識向上を図ることができた。
学年担当者、教科担当者、 欠席・欠課生徒につい 欠席・欠課生徒について、関 より深い生徒理解を目

養護教諭、保護者などと、様々 て、その都度、本人・保護 係者との連携を密にすることが 指し、日頃から保護者との
な情報交換・連携を図り、より 者及び関係者とのコミュ Ａ できた。また、学年会議等を通し コミュニケーションを大切
深い生徒理解と迅速に対応で ニケーションを密にする。 て、学年全体で情報の交換・共 にし、関係者で情報を交
きる体制を整える。 有を図ることができた。 換・共有する。
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学校関係者評価(結果評価項目 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
・分析)及び改善方策（評価小項目）

基本的な生 始業・授業開始時間の厳守 個々に応じた面談やこ ２学期において不注意によ 生徒の規範意識向上を
活習慣を確立 と挨拶の励行を徹底する。 まめな声かけ等により、各 る遅刻が増えた生徒が若干い 目指し、家庭と連携をと
し、学校生活を 学期において不注意によ Ａ たが、こまめな指導により、 りながら、全教員が粘り
更に充実したも る遅刻５回以上の生徒を 改善が見られた。 強い、継続的な指導を続
のにさせる。 なくす。 Ａ ける。

生徒理解に努め、保護者と 学年通信を年間10回 計画どおり、学年通信を１ 三者懇談会だけでな
の連携を密にする。 以上発行し、また行事予 １回発行し、行事予定表も毎 く、学校行事やＰＴＡ行

定表を毎月配布すること Ａ 月配布した。 事など、保護者が来校さ
により、保護者に学校の様 れる機会をとらえ、さら
子等を周知する。 なる連携に努める。

将来を見据 授業の予習・復習を徹底さ 全員に全国模擬テスト 全国模擬テストをほぼ全員 授業が進路実現に向け
えたキャリアデ せ、また定期考査・模擬テスト を４回以上受験させ、模擬 に受験させた後、やり直しノ ての要であることを、粘
ザインをもとに のやり直しを促し、実力を付け テストの後には、やり直しノ ートも提出させたが、ポート り強く指導する。また、
学習習慣を確 させる。 ートを全員に提出させる。 フォリオへの取り組みが甘い 授業、HR、定期考査や模
立し、進路実現 ポートフォリオへの入力も Ｂ 生徒が見られた。 擬試験の返却などの機会
に向けた準備 継続する。 をとらえて日々の積み重
をさせる。 ねの大切さを実感させる

ことで、学力を定着させ
ていく。

進路情報の的確な提供に努 進路ＨＲを３回以上実施 年間計画どおり、進路に関 混迷する入試改革に関
め、進路に対する意識を高める し、進路に関する集会を年 Ａ する集会、ＨＲをそれぞれ実 する早期の情報収集及び
とともに、自主的に情報収集す 間１回以上実施する。新テ 施し、入試改革に関する的確 多様な進路選択に向けた
るよう促す。また、学習実態調 ストに向けては、４技能を な情報提供にも努めている。 情報収集に努めるととも

第２学年 査や全国模擬テスト等を活用 含むGTECを受験させる。 Ａ GTECについては、４技能を に、適宜、必要な情報を
し、学習意欲の向上に努める。 また、オープンキャンパスも 受験させた。オープンキャン 提供して指導する。また、

しくはインターンシップに参 Ａ パスもしくはインターンシッ 個々に応じた面談を重
加する生徒を80％以上に プには、ほぼ１００％の生徒 ね、主体的に設定した進
する。 が参加した。長期休業中の「学 路目標に向けて着実な努

習の記録」や家庭学習時間調 力を積み重ねるよう、今
査、模擬試験等、さまざまな 後も指導を継続する。
情報をもとに担任による面談
を実施し、個々に応じたアド
バイスを与えた。

人間力育成 学校行事、生徒会活動、ボラ 学級役員や各種行事に 学級等での指導を通して、 それぞれの責務を果た
による、安心・ ンティア活動、部活動等におい おける各自の役割を自覚 全員が学級役員や各種行事に すことが人間としての成
安全な環境づ て中核となって活躍し、集団の させ、その責務を果たすよ おける役割を果たしている。 長につながることを、実
くりに努める。 中での個の役割を自覚させる う働きかける。また、人権 さらに、自主的、積極的に動 感させ、各種活動におい

とともに、人権意識の向上を図 教育HRを８回以上実施す Ａ くよう指導していきたい。人 て、個々の良い面が発揮
る。 る。 権教育ＨＲは、８回実施した。できる仲間づくりを行

う。今後もあらゆる場面
をとらえて人権意識の向
上を図っていきたい。

修学旅行において、修学旅 修学旅行後のアンケー Ａ 修学旅行後のアンケートで 今年度の成果と課題を
行委員を中心に計画を立てさ トで、｢満足した｣生徒を9 Ａ は、ほぼ１００％の生徒が｢満 次年度の第２学年に引き
せ、生徒の自主性や協調性を 0％以上にする。 足した｣と回答した。 継ぐ。
育む。
学年担当者、教科担当者、 欠席・欠課生徒につい 学年全体として情報共有し よりきめの細かい指導

養護教諭、保護者と様々な情 て、その都度、本人・保護 やすい雰囲気のもと、欠席・ を目指し、日頃から関係
報交換・連携を図り、より深い 者および関係者とのコミュ Ａ 欠課生徒についても、関係者 者間のコミュニケーショ
生徒理解と迅速に対応できる ニケーションを密にする。 間の連携を密にすることがで ンを大切にし、今後も、
体制を整える。 きた。 情報の交換・共有に努め

ていく。
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学校関係者評価(結果評価項目 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
・分析)及び改善方策（評価小項目）

基本的な生 最上級生であるという自覚 各学期で、５回以上の 不注意による遅刻が多い生徒 健康管理の重要性を自
活習慣を確立 を持たせ、始業・授業開始時間 不注意による遅刻者をな Ｂ が数名いたが、それ以上に体調 覚させ、朝型の規則正しい
させ、学校生活 の厳守と挨拶の励行を徹底す くす。きめ細かい指導を徹 を崩し遅刻・欠席する生徒がい 生活を送らせる。
をさらに充実し る。 底する。 た。
たものにする。 生徒理解に努め、保護者、教 行事予定を配布し、月 Ａ 学年だよりを1２回発行、行事 三者懇談や学校行事、

職員間の連携をさらに深める。 々の学校の動きを知らせ 予定も毎月配布した。気にかか ＰＴＡ行事など保護者が来
る。生徒の学校生活での Ａ る生徒や欠席者の家庭に担任 校される機会に、保護者
変化を見逃さず、保護者、 が電話連絡をし、心身のコンディ が知りたい事を把握する。
教師間で情報を共有す ションを確認した。
る。

進路実現に 授業を大切にし、自ら進んで 授業アンケートで「授業 「大変」「ある程度」意欲的に 先輩の体験記などをも
第３学年 向けて主体的 授業を受ける姿勢を養う。継続 に意欲的に取り組んでい Ｂ 取り組んでいる生徒は一般教科 とに、学習計画の中で授

に学習し、粘り した学習で実力をつけさせる。 る」生徒を８５％以上にす Ａ で70.1％、実技教科で89.7％ 業を最優先に位置づけさ
強く取り組む姿 る。 であった。質問や小論文の添削、 せる。教室で二者面談を
勢を養う。 面接練習など積極的な生徒が 行う10月、特に場所が不

増えたが、指導する場所が不足 足したので、学校全体とし
した。 ての工夫が必要と思われ

Ａ る。
進路情報を確実に提供し、ま 進路HRを年間４回以上 ４回の進路ＨＲをはじめＨＲの 説明を聞き必要な情報

たその情報を、積極的に活用す 実施する。積極的に模試 Ａ 時間やＳＨＲ、懇談で随時進路 を整理、活用するための基
るよう促す。 を受け、その結果を見直し 情報を提供した。希望者対象模 本的な姿勢、自己を客観

分析するよう働きかける。 試の受験を勧めた。 視する力を高める。
積極的に実力養成講座を受 実力養成講座受講生徒 実力養成講座受講生徒の出 実力養成講座を進路意

講するよう促す。また、進路資料 の出席率を90％以上にす Ａ 席率は90％以上あった。耐震工 識の一層の向上につな
や自習室を有効に利用させる。 る。 事期間、進路指導室で自習でき げ、自分の進路、受験科目

ない分、知新館や指定した教室 等を熟慮した上で実力養
を利用させた。 成講座に臨ませる。

学校行事を 学校行事、生徒会活動、ボラ 学級役員や各種行事に 多くの生徒が各種の行事やＨ 生徒会や委員会、部活
通して、社会性 ンティア活動への積極的な参 おける３年生としての役割 Ａ Ｒ活動に積極的に参加し役割を 動、クラスの中で良き個性
や奉仕の精神・ 加を促し、集団の中での個の役 を自覚させ、その責務を最 果たした。また、部活動において が発揮できるよう、仲間づ
協調性を養う。 割を更に自覚させる。 後まで果たすよう働きかけ も引退まで頑張った生徒がほと くりを行う。

る。 んどであった。


