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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。

令和元年度成果と課題 本 年 度 重 点 目 標 具 体 的 目 標
学力向上と生きる力を育 授業力をはじめ幅広い指導力の改善と 学習指導の方法や研究、改善に向けて組織的に取り組み、指導力の向上を図る。生徒に応じたきめ

成する、組織的な体制作り 充実に努め、生徒一人一人の学力を具体 細かな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
を推進する必要がある。 的に伸ばして夢と希望の実現を図る。 の伸長につなげる。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
新学習指導要領に伴う 性と進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。

カリキュラムマネージメント
の研修を行い、これを基に 自律的な生活態度を確立し、自己管理 生徒一人ひとりに自らの在り方を考えさせながら組織的・計画的に授業を進める。教科「探究」の授 A
教育課程委員会等で熟議 能力の育成を図る。 業では、生徒自らが課題を設定し、分析・検証し、課題解決の方法を考える力を育成する。また、規範意
し、教育課程や進路選択に 識の向上を図り、自主性や自己を律する心を育てるとともに、けじめと節度ある生活態度を確立する。ま
応じた講座編成を見直し た、様々な危険や事案に対しても、生徒が自らの判断で危険を回避し、的確な行動できるよう主体的な
た。 力を育成する。
また、生徒に対する指導

が丁寧に取り組まれ、自ら 創立100年の伝統をふまえ、 「地域と共 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
で判断し行動できる生徒の にある学校づくり」を進めつつ、感謝や奉仕 育活動を工夫する。また、創立100年を誇る本校の伝統をふまえ、数多くの卒業生や関わっていただい
育成が行われた。規範意識 の精神を養い自立した社会人を育成する。 ている関係の方々の思いを鑑みつつ、地域社会への感謝や奉仕の精神を培う。そして次世代を担う豊
向上のための取組の継続 かで幅広い人間力を備えた社会人となるよう育成する。
が必要となる。 各分掌・学年等の組織として対応する力 校務各分掌間や、学年・教科、学級担任との連携を密に図ることで学校全体の組織力を高る。学習
さらに、スクールカウンセ の充実を図り、マネジメントサイクルを有効 活動や各種学校行事が効果的に実施できるような運営を行う。また、保護者や学校運営協議会からの

ラーや特別支援教育支援 に機能させて確実に改善と充実を進める。 評価や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と実施する。そし
員との連携や生徒支援委 て、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。
員会も機能し始め、順調に
推進された。
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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）

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く 生徒・保護者のニーズ コロナ禍での新学期
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 りができているか」の質問に対 に応えつつ、不確定な時 スタートとなり、在宅教
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、８9％の賛同を得た。 代を生き抜く力を育む教 育や分散登校が続い
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 たが、ＩＣＴの活用で授
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。 業力の充実に努めた。
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 1学期末のアンケートで授業 コロナ禍で生徒が自ら 授業力の向上を図る
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 意欲的に学習に取り組む ため、教職員が各々切
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 B が７３．６％であった。 昨年度よ ことが難しい中、生徒の主 磋琢磨して研究･研修

る教育課程を工夫し編成する。 か」の質問に対して８０％ り3.6%下がっている。生徒の興 体性を育む方法を、リモー に励んで欲しい。特にＩ
以上の賛同を得る。 味関心を高める授業を目指し、 トも含めこれからも模索し ＣＴの活用が必須にな

教科指導のスキルアップを向上 ていく必要がある。 っている。教員自らが

学習指導 させたい。 その専門性をより高
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、適切な コロナ禍の中、授業動 め、教育内容を深める
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、 授業を行っているか」の質問に 画や分散登校等可能な限 ことは、生徒の学習意
と、生徒の意欲 動的に学習できるよう授業 適切な授業を行っている B A 対し、７２％の賛同を得た。新型 りの指導を先生方に行っ 欲を高めることに繫が
的な学習の定 改善に取り組む。 か」の質問に対し、8０％ コロナウイルス感染症に対する ていただいた。１年生は高 っていくものである。
着化を図る。 以上の賛同を得る。 学習内容の補填という観点から 校に入学して不安があっ

保護者の方の不安があったので たのではないかと考える。
B はないかと考える。

授業を大切にするとともに、 家庭学習時間調査を行 １１月の家庭学習時間調査 １年生は入学早々在宅
家庭学習の重要性を伝え、「予 い、１・２年生の家庭学習 B は、1年８4分、2年１０３分であっ 教育であったため、家庭学
習→授業→復習」の学習サイ 時間の平均を２時間以上 た。学習の習慣を身に付ける指 習時間が少なかったと考
クルを習慣付ける。 にする。 導を継続していく。 える。高校生活にもやっと

慣れてき、学校生活を中
心とした生活リズムが確立
するよう指導していく。

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 年間授業見学の平均回数が、 意識を持って授業見学
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 A A 3.9回であった。在宅学習で５月 を行えたと考える。これを
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 に実施できなかったことを考慮 基に授業力の向上に役立
を図る。 改善を行うことで、教員の授業 年間２回行う。 すると概ね昨年度と同じである てたい。

力を向上させる。 と考えられる。
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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）

教員間の生 教員からの積極的な挨拶や 校門等での挨拶の自己 少しずつ定着してきている 受け身のあいさつでは 生徒一人一人に対す
徒指導に対す 声かけにより、挨拶の徹底を図 評価を9５％以上にする。 Ａ が、さらに高い水準を目指し なく自発的なものになる る指導が丁寧に取り組
る共通理解と る。 て指導していく。 よう啓発していく。 まれており、基本的な
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１０％ 遅刻数は増えてはいないもの 遅刻回数を重ねてから 生活習慣が確立され
る。 別指導を行い、時間厳守の徹 減にする。 Ｂ Ａ の明らかな減少傾向も見られ ではなく、初期段階での ている生徒が多数いる

底を図る。 ず、さらなる指導が必要。 指導を強化する。 ように感じる。
清掃活動の徹底・自転車駐 校内のゴミをゼロにす 個々の意識により、比較的良 生活委員会活動の一環 生徒と教職員が一

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 好な状態が保たれている。 として、生徒達自身によ 生懸命に学校生活に
ーの向上を図る。 輪状態を保つ。 る呼びかけを行う。 取り組む姿勢を今後も

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 個々の意識により、比較的良 日々の観察、指導を継 維持されることを願う。
涵養を図る。 実施し、服装・頭髪等を整えさ を90％にする。 Ａ 好な状態が保たれている。 続していく。 たとえ、在校当時に顕

せる。 著な結果が得られなく

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 混雑した状況の中にあって 雨天時等の状況の中で とも、生徒たちには確
共交通機関や通学路における ％にする。 Ａ は、マナーが守られている。 も秩序が保たれるよう指 かな取組に対する自
マナー指導を徹底する。 導していく。 信が醸成されるものだ

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 講演会等はまだ実施できてい 感染対策を取りながら と考える。
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 ないが、今後何らかの形で意 も講演会等の実施ができ
な対応力を養 管理意識の向上を図る。 識向上を図っていく。 るよう企画していく。
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 ある程度の秩序は保たれてい 危険性を把握し、被害

ける問題について啓発文書等 て、自己評価を90％以上 るように思われるが、さらな 者にも加害者にもならな
を配布し、意識向上を図る。 にする。 Ａ る継続指導が必要。 いために自己管理できる

よう指導する。
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 少しずつではあるが、生徒と 情報交換・共有できて

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 の人間関係を築きながら対応 いるので、さらに効果あ
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 できるようになってきた。 る指導のために連携を強

抱えた生徒の早期発見と適切 改善を図る。 化していく。
な指導を行う。
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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）

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 模擬試験実施の2週間前に 学年の進路指導部と担 進路説明会や進路セ
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 過去問題を配布した。事前準備 任の連携をより密にし、事 ミナー等をとおして、更
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 は５割、復習は４割弱、デジタル 後指導の時間を取り、進 なるキャリア教育の充
たせる。 備や復習をするよう啓発する。 る。 サービスの活用は６割であった。 路実現を見据えた取り組 実・推進に努力してほ

B みを強化する。 しい。
進路委員の活動として、生徒 ニューズレター「進路の 生徒による進路ニュースとし 生徒の進路への意識を 大学入学共通テスト

向けの進路ニューズレター「進 すゝめ」を年間３回、発行 て、1学期には学校生活と学習 高めるため、今後も調べ学 に向けた取組や１，２年
路のすゝめ」を発行し、生徒自 する。 A 方法、2学期には文理・科目選 習や調査を取り入れた委 次における実力養成
らの力によって、キャリア発達を 択をテーマとした。３学期も共通 員会活動にしたい。 講座の早期実施等、生
促す。 テスト受験について発行した。 徒の進路目標の実現

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 家庭学習時間の平均は、１年 日々の積み重ねが、今 に向けて、個々に丁寧
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８４分、２年生が１０３分であ 後求められる思考力や判 に対応し、意欲的な取
徒の進路実現 活動顧問とも連携をとりなが する。 B った。 断力になることを、HR、集 組を今後もお願いした
を確実なものに ら、家庭学習の習慣化を図る。 会、進路だよりを活用して い。
する。 認識させる。

GTEC（３技能）を実施し、英 夏期休業中の課題とし 夏期休業中にGTEC「スキル 大学入試改革を見据え
進路指導 語科や学年と連携しながら、１・ て付属の「スキルUPワー A UPワーク」を課題とし、10月の て担任や英語科と連携し、

２年生の生徒の英語力を向上 ク」を配布し、Webサイトも A A 英語3技能チェックテストを実施 英語の資格検定試験受験
させる。 活用しながら、生徒個人の した。Web利用の学習で、スピー を今後も推奨していく。

4技能レベルに応じた課題 キングトレーニングにも各自で対
に取り組ませる。 応可能とした。

放課後や休日に実施する実 ３年生の実力養成講座 耐震工事のため、夏期休業中 来年度も夏期は経済会
力養成講座を充実させ、進路 (夏期及び２学期)の出席 A は経済会館と産業会館で実施し 館での実施を予定してい
実現に向けて生徒の意欲を持 率を90％以上にする。 た。無断欠席する生徒も少なく、 る。快適に学習できる環境
続させる。 真面目に取り組んでいた。 を生徒に提供したい。

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」の 進路説明会やHR、進路
願い、適性等に の開催、オープンキャンパスの ある生徒の割合を、３学期 割合は１８．２％、２年生は３．６％ セミナー等の内容を精選
基づく進路選 紹介等により、将来の進路につ に調査し、１年生で10％ B であった。 し、自己の進路と向き合う
択をさせ、進路 いて考える機会をつくり、進路 以下、２年生で５％以下に 機会を充実させる。
目標の実現を 目標を持たせる。 する。 A
図る。 生徒・保護者に向けた「進路 「進路だより」を学年ご 各学期に２回ずつ発行し、社 今後も社会情勢を注視

だより」を発行し、進路に関する とに、１、２学期それぞれ２ A 会情勢における不安を払拭でき し、生徒や保護者のニーズ
最新の情報を発信して、進路目 回発行する。 るような情報提供を心がけた。 に応える情報を提供して
標の実現につなげる。 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）

生徒一人一 生徒会執行部が中心となり学 「生徒会だより」などを通 広報活動は、「生徒会便り」の 広報活動の内容を精査 地域貢献活動の一環
人の自主性・創 校行事の内容やボランティア活 じた広報活動を年に５回 発行・文化祭の生徒会企画のポ し、また発行を計画的に行 として続けている小･中
造性・協調性を 動等を企画し、全校生徒に協 以上行う。 A スターなど積極的に展開できた。う必要がある。 ･高の連携はとても有
育成し、学校行 力を呼びかける広報活動に積 意義な取組であるが、
事の活性化を 極的に取り組む。 A 今年度は新型コロナウ
図る。 文化祭が安全に実施できるよ 事後アンケートで文化 感染症対策をしながら、安全な 生徒の体調管理に最大 イルス感染症の影響で

う計画を立て、生徒全員参加の 祭に対する生徒の肯定的
A

文化祭を計画し実施した。約９７ 限配慮した行事計画を立 ほとんどできなかった。
魅力的な内容を創り上げる。 な評価が95%以上になる %の生徒が様々な活動に自ら参 てる。 来年度以降できること

ようにする。 加した。 を考え、取り組んで欲
生徒に 「地 生徒会執行部が中心となり学 それぞれの活動をトータ 今年度は、校内のみに限定さ それぞれの活動につい しい。

域と学校とのつ 校周辺地域での挨拶運動、募 ルで企画し、年間５回以上 れているが、概ねしっかり活動で て、さらに協力体制を作 コミュニティースクー
特別活動 ながり」を意識 金活動、学校行事等の広報活 実施する A A きてた る。 ルに関する取組を推進
・部活動 させ、社会への 動などに取り組む。 するため、校内の組織

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 地域の小学校・中学校・高校・ 生徒の安全を第一に、 化を更に充実させるこ
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 病院・警察とは連絡を取り合い、 今後も活動を継続する。 とが必要である。
精神を培う 校・病院等と連携し、地域の清 る。 時期を見て、できることを実施し

掃活動や交通安全運動等の活 A た。
動を更に推進し、生徒の規範
意識を醸成する。

部活動をと 部活動集会や部活動キャプテ 部活動生徒を中心に、 自然に挨拶ができる生徒が 教員・生徒が心を一つ
おして生徒の ン会議等をとおして、生徒に規 挨拶できる生徒を100% 増えている。さらに学校全体で取 にして取り組んでいく。
規範意識を高 律やマナーの大切さを指導し、 にする。 り組むことが必要である。
め、社会で生き 挨拶や部室周辺の清掃、節電 B B
る基本的な力 などを徹底させる。
を身に付けさせ
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）

ＨＲを通して 人権教育ＨＲにおいて、今日 知識の導入だけでなく コロナ禍により、２学期以降、 視聴覚教材を使った教 新型コロナウイルス
人権感覚を身 的なテーマ（ＳＮＳを巡る問題、 感性に訴える視聴覚教材 人権教育ＨＲを実施し、視聴覚 材の開発を、高校人権教 感染症の影響で新た
に付けさせ、生 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 教材を使用した感性に訴えるＨ 育研究会や他校の教材を な差別が起こってい
徒参加の人権 取り上げ、心に響くＨＲの充実 以上活用する。 Ｒを実施できた。ただ、耐震工事 参考にしながら継続的に る。人の弱さや愚かさ
啓発活動の充 を図る。 中のため視聴覚機器を完備した 進める。 を垣間見るようである。
実を図るととも 教室が不足している。 こんな時だからこそ確
に、教職員の実 ヒューマンハート委員会・ヒュ 関係団体行事への生徒 ２学期以降、活動を再開し、生 生徒の活動をさらに活性 かな人権感覚を磨き
践力を高める。 ーマンライツ部の年間活動内 の参加を年２回、人権啓 Ａ 徒の意見を活動内容に反映さ 化させるため、生徒の意見 対応できる生徒を育て

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 せ、活動の活性化を図った。 を活動内容にできるだけ て欲しい。
ながら、活動を充実させる。 各５回（年間計10回）発 反映させる。

行する。
各種研究団体が行う講演会 各種研修会、講演会へ 人権教育関係の研修会は、２ 開催が可能な研修会に

人権教育 等の年間一覧表を作成し、教 の参加率を７0％以上にす Ａ 学期以降の一部の研修会を除 参加できるよう、できる範
職員の各種研修会への参加を る。 Ｂ いてほとんど中止となった。この 囲で教職員を振り分ける
促し、実践力の向上を図る。 ため、予定人数よりかなり少なか ように進める。

った。 （23％）
ＰＴＡとの連 教職員･ＰＴＡ合同研修会、 保護者の参加を５0名 校内で実施する研修会への 研修会の実施時期の告

携を深め、保護 人権教育講演会への保護者の 以上にする。 参加を依頼したが、予定人数よ 知をできるだけ早くする。
者とともに人権 参加を増やす。 Ｂ りは少なかった。（４２名）
啓発の充実を
図る。 Ｂ

校内人権作文集を配布し、 保護者の感想文の提出 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。 Ｂ 行し、配布後、保護者に感想文 の周知を徹底できるよう
通して、保護者への啓発を進め の提出を依頼した。(４8件) 案内方法等を工夫する。
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、その他 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２人以上で

奨学金 確実・迅速な対 の奨学金、及び大学予約奨学 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 あたる。
応を図る。 金の事務手続きを迅速かつ正 支援機構における新たな に行った。

確に行う。 制度への対応を滞りなく
行う。
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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）

読書習慣を 「マーサータイム」にあわせて 「マーサータイム」に呼 在宅学習等の関係で紙面での 今後も様々なアプローチ 新型コロナウイルス
定着させ、活字 図書広報紙「知新」を発行し、 応して「知新」を春夏秋冬 発行は夏秋冬の3回となったが、 で興味・関心を喚起し、読 感染拡大状況を鑑み、
情報を正しく理 ＨＰや掲示で新着案内やおすす ４回、発行する。「知新館Ｎ 教室掲示用新着図書案内の発 書が身近で当たり前とな かるた大会は中止とな
解する力をつけ めの本の紹介を行う。また、新 ＯＷ！」のタイトルでＨＰの Ａ 行（年2回）や職員玄関前の電 るよう啓発を続けていく。 り、代替行事として「創
る。 聞を複数配置し、活字情報に 更新を、また、職員玄関前 子黒板で新着図書案内を実施 立１００周年記念創作

触れる機会をつくる。 電子黒板で、新着図書案 した。HPの「知新館NOW!」は9 短歌百首詠み大会」を
内を年間８回以上行う。 回更新した。 実施した。素晴らしい

国語科、芸術科、HR担任と 読書感想文または読書 読書感想文666編、感想画49 自分の考えや想いを文 作品ばかりで生徒の
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 Ａ 点で提出率は９９％であった。本 章で表現したり、描いたり 心の中を垣間見た気
感想画を作成させる。 提出率を95％以上にす 年度は読書感想文、体験記、感 する力を育成するべく、今 がした。

る。 想画のそれぞれが、コンクールで 後も各担当と連携し、続け
入選している。 ていく。

「知新のつどい」として「ビブ 本戦参加生徒数を4０人 西日本大会、全国大会の中止 今後の社会情勢をみな
読書指導 リオバトル」を実施し、読書に興 以上にする。 に伴い、新型コロナウイルス感染 がら、実施方法を検討す

味をもたせる。第１学年で予選 Ｂ Ａ 拡大防止の観点から全校での る。自分の考えや思いをプ
文化学習 を実施し、その後、全学年に参 実施は中止し、今年度は各HR レゼンテーションできる力

加を呼びかけ、本戦を行う。 での実施にとどめた。 や、他の人の発表を聴い
て創造的に考えることが
できる力を育成したい。

芸術・文化へ 芸術鑑賞会（創立100周年 事後アンケートを行い、鑑 公共交通機関を利用し大勢の 来年度以降の実施計画
の理解・関心を プレ行事）を実施する。 学年集 賞後の満足度を９５％以 生徒が移動するため、新型コロ を検討し、細案にについて
深める。 会やＨＲで事前学習を行い、鑑 上にする。 － ナウイルス感染のリスクが大きい は決定した。今後の社会

賞のマナーや公共交通機関利 ことを考慮し、本年度の実施は 情勢をふまえて安全に留
用のマナーを意識づける。 中止した。 意し、決定していきたい。
第１学年および国語科と連 奈良にゆかりのある和歌 Ａ 新型コロナ感染拡大状況を鑑 今後の社会情勢をふまえ

携し、「新春小倉百人一首かる を中心に、１０首以上覚え み、かるた大会は中止とし、代替 て、実施方法を検討する。
た大会」を実施する。事前学習 た生徒を５０％以上にす Ａ 行事として「創立１００周年記念 3学期のクラス行事でもあ
を行って百人一首の和歌を覚 る。 創作短歌百首詠み大会」を実施 るので、できれば来年度は
えるよう促し、関心を高め、古典 した。好きな百人一首を10首選 「かるた大会」を実施した
に親しむ機会とする。 び鑑賞する課題も行い、古典に い。

親しむ目的も達成できた。



- 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）

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 体育の授業において、 毎日、様々な感染対策
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1９％である。 体力の維持向上をより目 に取り組み、大変な１年
え、体育の授業 個々の体力の向上を図る。 る。 指し、個々の免疫力・体力 であったが、今後も継続
・体育行事の内 の向上を図る。 する必要がある。また、
容の充実を図 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5７. 生徒会指導部と協力を 耐震工事も継続される
り、体力の向上 上させる。 を50％以上にする。 Ａ Ａ ９％である。 今以上にはかり、体育系 中、学校安全に十分配
やスポーツライ 部活動の加入率を向上さ 慮をして欲しい。授業中
フを継続する資 せる。 や部活動において、事
質や能力を育 体育行事を、生徒が自主的 体育・ｽﾎﾟｰﾂ好きの生徒 Ａ 体育・ｽﾎﾟｰﾂ好きの生徒は８５ 体育行事をもっと充実 故等が起こることのない

健康安全 てる。 に企画・運営できるように、実 を90％以上にする。 Ａ ％である。 したものにできるよう工夫 ように注意、指導を徹底
施種目を考えさせる。 する。（感染症対策等） することが重要であると

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・心電図検診の精密 情報提供及び医療勧告 考える。
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 検査受診率は、50％である。 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 新型コロナウイルス等の感染 オンライン等、別の方法

実施し、ＡＥＤの使用法や心肺 受講させる。 － 症対策の為、講習会を実施出来 等で実施できるよう考える
蘇生法等を理解させる。 なかった。 必要がある。

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 今年度は１学期中間考査が 各分掌や部活動で担当
ページで、より 術的なサポートを行うことで教 で更新回数や閲覧回数を 無かったため６月に職員研修を を決めることをお願いし、
迅速で正確な 職員に活用してもらい、保護者 集約する。 実施した。参加対象者を絞り込 更新回数は１月で３１０回
情報の発信を への情報提供に努める。また、 年間240回以上の更新 A A むことで、昨年度よりは実際にア を超えている。今後は保護
行う 。また 、閲 部活動の公式戦などの時期に 回数と、毎月10000回以 クセスしながらの研修ができた。 者が繰り返し閲覧したいと
覧回数が増え 合わせ「更新強化月間」や「ホ 上の閲覧回数を目標とす 閲覧回数も目標を達成中で 思える内容について、更に
るよう更新回数 ームページ更新強化日」を設 る。 ある。 工夫していきたい。
を増やす。 定する。
『学校案内』 最も重要と思われる、表紙の 完成時期を６月初旬ま 卒業生のコメントと写真の提 今年度は、写真を７0％
の内容を見直 写真の選定を急ぐ。 でを目標とする。 出が、大学での授業が行われて ほど更新できた。しかし、
し、特に写真に 卒業生のコメントと写真等の 写真については、３0％ A A A いなかったため、苦労した。 今年度実施されなかった

広報活動 ついては更新し 依頼と提出も、外出自粛の影 以上の更新を目標とする。 全体の写真の更新については 行事があったため次年度
ていく。 響を少なくするよう工夫する。 目標を達成した。 は写真以外の部分の更新

も考えたい。
オープンキャ 全体会の実施については、 これまで800名×２日の 実際に実施することは出来な 次年度の状況が不確実

ンパスにおい 生徒のみで午前の部と午後の 参加者を５00名×３回に かったが、先生方の協力があり、 であるが、ホールの全体会、
て、入学希望者 部にすることや、ホームページ 振り分ける。７・８月のホー ｅオープンキャンパスの動画は充 学校での見学、ネットでの
に本校の教育 の活用なども考えて計画する。 ムページ閲覧回数の目標 A A 実したものになった。 配信など、バランスを考え
活動を理解し 部活動の見学では耐震工事 を1５000回以上とする。 ９月下旬で県内中学生全体 て中学生にとって安心して
てもらう。 や中学生の「3密」に考慮しな 体験型の企画について の参加者は４０００名程度、その 参加できる企画にしたい。

がらも体験ができる企画が無く 昨年比で８0％以上実施 うち本校への参加者は５００名を
ならないよう工夫する。 できることを目標とする。 超えている。
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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）

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
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 Ａ 実施できていない。２学期末に を通して、要望を聞き、
意識を高める。 ける。 をし年度末に清掃に対す 調査し、清掃に対する評価を実 問題を解消できるように

る評価を実施する。 Ａ 施した。 取り組む。
通学路を中心に数コースに 第２学期に１回設定し １学期の地域清掃はコロナ禍 予備日を設定して、天
分かれて地域清掃を実施する。 実施する。 Ａ のため実施できなかった。２学期 候に応じて実施する。

中間考査最終日の地域清掃は
予備日に実施した。

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コ 予備日を設定して、天
充実を図る。 導のもとに早期に実施する。 避難を完了する。 ロナ禍のため実施できなかった。 候に応じて実施する。年

環境美化 シェイクアウト訓練（緊急地 ７月のシェイクアウト訓練は予定 間３回避難訓練を実施す
震速報訓練）を実施する。 Ａ Ａ 通り実施できた。１１月に再びシ る。（消防署よりの指導）

Ａ ェイクアウト訓練を実施した。避
難訓練はコロナ禍のため、図上
訓練に切り替えた。

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年生は群鳩祭清掃とチューリ 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。 ップ球根植え付け、２年生は群鳩 連携を密にして、充実さ
を図る。 の緑化・美化活動について計 Ａ Ａ 祭清掃と地域清掃、３年生は群 せていきたい。

画し実施する。 鳩祭食品バザーのゴミの処理と
体育大会椅子の美化とそれぞれ
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。 Ｂ Ｂ 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 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。
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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）

主体的に学 個人研究やグループ研究、 学習活動に関する生徒 主体的・対話的な学習活動と 生徒が主体的・対話的 「小学校体験実習」は
ぶ姿勢を促し、 ディベートやスピーチ大会等を アンケートにおいて、「大変 して個人研究やスピーチ大会、 に学習するための様々な 日程が縮小され実施さ
コミュニケーシ 実施し、生徒が主体的に、かつ よかった」「よかった」と肯 ディベート大会を実施した。生徒 学習活動を実施し、その充 れているが、生徒にとっ
ョン能力や幅広 協働して取り組む学習活動を 定的に回答する生徒の割 A A へのアンケート結果は94％であ 実を図る。 ては有意義な学習活動
い教養を身に 充実させる。 合を80％以上にする。 った。 である。
付けさせる。 「奈良県次世代教員

養成塾」も継続的な取
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 感染症予防対策を徹底し実 教育アンビシャスコース 組として、定着しつつあ

対する理解を いて、「小学校体験実習」を実 て、体験実習を肯定的に 習先小学校と連携を図り「小学 にとって「小学校体験実 る。講座内容と「教育探
深めるとともに 施する。 回答する生徒の割合を80 校体験実習」を実施した。実習 習」は有意義な学習活動 究」の学習を関連させ、
郷土の教育へ ％以上にする。 A 日数は予定の半分であったが、 である。実習先小学校とさ さらに充実したものにし
の興味・関心を 生徒アンケートにおいて、実習を らに連携しながら実施す て欲しい。
高める。 肯定的に捉えた生徒の割合は、 る。

100％であった。
教育
アンビシャス 教育アンビシャスコース生徒 生徒アンケートにおい A 「奈良県次世代教員養成塾」 第２学年受講生は来年
コース を、「奈良県次世代教員養成 て、「奈良県教育への興味 A を第３学年コース生は全員が受 度も「奈良県次世代教員

塾（前期プログラム）」に主体 ・関心が大変高まった」 講し修了認定を受けた。第２学 養成塾」を継続して受講
的に参加させる。 「高まった」と回答する生 A 年コース生は35名中33名が参 する。講座内容と「教育探

徒の割合を80％以上にす 加し大学での講座やＩＣＴを活用 究Ⅱ」の学習を関連させ
る。 した講座を受講した。受講生徒 コース生全員の教育、教

へのアンケート結果は98％であ 職に対する理解の向上を
った。 図る。

大学との連携 高大教育連携大学からの招 講義内容に関する生徒 奈良教育大学（４回）、畿央大 高大教育連携校との連
を深め、進路実 聘講師による出張講義等を実 アンケートにおいて、肯定 学、京都女子大学、同志社女子 携をより深め、その充実に
現に向けた取 施し、学習活動を充実させる。 的に回答する生徒の割合 大学や京都教育大学からの出 努める。
組を充実させ を80％以上にする。 A 張講義や演習を実施した。生徒
る。 へのアンケート結果は100％で

A あった。

教育系大学及び教育系学部 小論文や面接、集団討 第３学年「教育探究Ⅱ」の授 ２年次から３年次への
に対応した学習活動を充実さ 議等、大学入試に対応し 業において、志望理由書や小論 段階的な実施計画を策定
せる。 た学習を実施する。 A 文について外部講師による講義 し学習活動の充実を図る。

や演習を行った。
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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）

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 新型コロナウィルス感染症対策 適切で効果的な計画を
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。 B の制約等があり、十分な活動と 立て、学習意欲を喚起さ
主体的に学習 はならなかったが、工夫しながら せられる活動を実施する。
に取り組み、よ A 実施している。
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 実施できている。 各コース特色ある活動が

総合的な 決していく態度 IME」の取組を実施し、地域に 文化や歴史、地誌や環境 A できている。校外学習は実
探究の を育成する。 根ざした学習を行う。 に関わる学習を実施する。 Ａ 施の時期・場所等をさらに
時間 精査する。
（「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 新型コロナウィルスの影響によ 対話的・協働的な活動が

働的な学習を る。 での活動を必ず実施する。 B り、十分な活動とはならなかっ できるよう、適切な助言、
とおして幅広い た。 指導を行う。
コミュニケーシ 発表活動を重視し、レポート発 ビブリオバトル・SDGｓ等 B ビブリオバトルは中止となった 主体的・意欲的な活動と
ョン能力を養う。 表やスピーチ、実演など多様な も活用し、発表活動をより B が、3学期の最終発表会を活発 なるよう、課題解決のプロ

形式の発表を行わせる。 活発に、より充実させる。 で充実したものにできた。 セスを大切にする。

学校事務の効率化に努めると 業務の効率化を一層推進 監査結果を踏まえ諸規定を意 担当業務について各担
学校事務の効 ともに業務の継続性を確保す する方策の実施や、会計 識した業務遂行を行っている。 当が諸規定を理解し研鑽
率化および会 るとともに、会計業務を適正に 業務に関する諸規程に基 しかし、業務が重なる際の対応 を積む。業務の全体像の
計の適正化を 行う。 づく業務を実施する。 A A に苦慮しており、業務のさらなる 共有を行ったうえでそれぞ

学校事務
はかる。 効率化の模索が必要。 れの業務の効率化の術の

検討、および業務の停滞
をさせないように具体的に
検討する。

耐震工事を並 現在行われている耐震工事を 耐震工事および修繕等 B 耐震工事の影響で照度・換気 次年度最終年を迎える
行して、学校施 確実に進めるとともに、築後相 を効果的に進めるととも 量に問題がある教室に対して照 耐震工事においても、学習
設・設備の計画 当年数が経過し、劣化が進ん に、要改修箇所の可視化 明、換気扇の仮設を実施。劣化 環境への影響を最小限に
的な改修を推 でいる施設・設備の効果的な を図る。 の進んでいる設備等のうち生徒 とどめるための方策を検
進する。 改修を図る。 B B の使用状況および安全を優先し 討する。

て修繕を行っている。 施設の経年劣化につい
しかし、築後相当年数が経過し て、優先度・緊急度を整理
ており、耐用年数、経過年数を考 し、県担当課と調整をとり
慮し、基幹設備の改修・修繕を ながら計画を立て、優先順
計画的に行っていく必要がある。 位をつけて改修・修繕を行

う。
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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）

基本的生活 時間厳守・挨拶の励行・諸 各学期で不注意による 各学期で不注意による遅刻 定時登校で遅刻生徒が
習慣の確立と 規則の遵守を徹底する。 遅刻５回以上の生徒をな Ｂ が５回以上の者はいないが、 増えた。10回を超えた生
学校生活の充 くす。 学期をまたがると超える生徒 徒は家庭と連絡を取り、
実に努める。 Ｂ がいる。自覚を促したい。 保護者との連携を図る。

円滑な人間関係を積極的に 部活動や学校行事への コロナの影響で例年通りに 先輩や同級生と縦横の
築こうとする態度を育てる。 参加を通じて、人間関係 Ａ はいかなかったが、97％以上 円滑な人間関係が築け、

の大切さや集団活動の意 の生徒が部活動に加入し、充 充実した学校生活を送っ
義を理解させる。 実した学校生活を送っている。ている。

進路に対す 変化する入試システムに関 進路指導部と連携し、 各模試では“受験した”と やり直しの定着は不十

第１学年 る意識を高め、 して情報を提供するとともに 模試の受験と振り返りの いうだけで満足している傾向 分で、徹底したい。模擬
家庭学習の確 自主的な情報収集を促す。 徹底を行う。 Ｂ があり、復習の習慣を定着す 試験は部活動の試合等に
立を図る。 る指導を継続したい。 よる公欠者にも対処し、

また新型コロナの対策を
Ａ しながらほぼ全員が受験

した。
予習復習を徹底させ、授業 定期考査の早期の取り 年間を通して｢学習時間記録 一定程度学習習慣を定

や定期考査・各種模試に向け 組みを図るため「学習の Ａ 表｣を実施できたクラスもあっ 着させることができた。
た計画的な取り組みをさせ 記録」を提出させる。 Ａ た。早期に定期考査の準備を 三者懇談で保護者からも
る。 促すことができた。記録する 好評を得た。担任には手

ことについては「面倒だが大 数を掛けるが、学年全体
切」とする意見が多かった。 で取り組みたい。

生徒観察・生徒理解に努 学年便りを各学期に２ 学年便りは11回発行済み。 行事予定は毎月配布
め、保護者との連携を密にす 回以上発行し、また行事 行事予定も毎月発行している。し、三者懇談など保護者
る。 予定を配布することで学 Ａ 三者懇談でも保護者との連携 が来校される機会に今後

校の様子を知らせる。 を深めることができた。継続 の予定も案内している。
していきたい。

将来を見据 ＨＲや面談を通して明確な 進路学年集会を年間１ 9/30保護者向けの類型説明 主体的に進路目標を抱
えて、適切な 進路目標を設定させ、類型選 回以上、進路ＨＲを３回 会を実施し、10/1類型選択学 かせる指導を継続する。
類型選択をさ 択につなげる。 以上実施する。 年集会で進路目標を考えさせ
せる。 Ａ Ａ た。進路ＨＲは6/3･10､9/23､1

/27に実施した。これからも主
体的に進路目標をもって行動
するよう指導を継続したい。
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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 ５分前行動を意識付けさせ、 各ＨＲや授業で指導を 不注意による遅刻を５回以上し 時間を守らせる指導に
活習慣を確立 始業・授業開始時間を厳守さ 徹底し、各学期において不 ている生徒は６名である。保護者 ついて、教員間、さらには
させ、学校生活 せる。挨拶の励行を徹底する。 注意による遅刻５回以上 Ｂ とも連携をとりながら指導してい 保護者とも連携を取りな
を更に充実した の生徒をなくす。 きたい。 がら継続的に行う。
ものにする。

生徒理解に努めるとともに、 学年便りを年間5回以 Ａ 予定通り学年便りを発行してお 学校生活が円滑にいく
保護者との連携を更に密にし、 上発行し、また行事予定を り、行事計画も毎月配布してい ように、繰り返し情報提供
学校での活動や様子を保護者 毎月配布することにより、 Ａ る。今後も保護者との連携を密 を行うとともに、三者懇談
に周知する。 保護者に学校の様子を知 にしていきたい。 等の機会を利用し、保護

らせる。 者との連携を密にする。

家庭学習の 授業の予習・復習を徹底さ 授業アンケートにおいて １２月のアンケートで「授業に 定期考査や模擬試験を
習慣を確立さ せ、また定期考査・模擬テスト 「授業の予習や課題等に 意欲的に取り組んでいる」生徒 有効に活用し、普段の授
せるとともに、 のやり直しを促し、実力をつけ しっかり取り組んでいる」 は82．0％であった。 業や日々の家庭学習が進
進路に対する させる。 生徒を80%以上にする。 Ｂ 全国模擬テスト後に、やり直し 路実現に繋がっていること

第２学年 意識を更に高 全員に模擬テストを４回 シートを提出させたが、全員提 を再確認させる。
め、進路実現に 以上受験させ、やり直しノ 出とはならなかった。
向けた準備をさ ートを全員に提出させる。
せる。

進路情報を的確に提供する。 進路ＨＲを３回以上実施 Ａ 計画通り、進路に関する集会、 設定した進路目標に関
またオープンキャンパスやインタ し、進路に関する集会を年 HRをそれぞれ実施した。 する情報を自主的に、素
ーンシップに積極的に参加さ 間１回以上実施する。オー Ａ オープンキャンパスは現地で 早く、正確に収集する力を
せ、自己の適性に会った進路を プンキャンパスもしくはイン Ａ の実施がほとんど無かったため、 高める指導を継続する。
考えさせる。 ターンシップに参加する生 大学について調べる課題に変更

徒を80％以上にする。 し、ほぼ100％の生徒が提出し
た。

生徒の学習意欲向上につな 実力養成講座の出席率 実力養成講座の８６％で、無断 進路実現のための学習
がるように、実力養成講座の内 を90％以上にし、無断欠 Ａ 欠席をする生徒はいなかった。 に対して高い意識を持つ
容充実に努める。 席する生徒をなくす。 ように指導する。

学校行事を通 学校行事、生徒会活動、ボラ 学級役員や各種行事に 学級での活動や、行事に参加 生徒の人権意識の向上
して、人間力を ンティア活動、部活動等への積 おける各自の役割を自覚 する中で、それぞれが各自の役 については、人権ＨＲをきっ
育成し、全員が 極的な参加を促し、集団の中 させ、各活動の中核となっ 割を果たしている。人権HRをは かけとして、今後も様々な
安心して登校 での個の役割を自覚させ、人 て責務を果たすよう働きか Ａ じめ、様々な場面で人権意識の 場面で図っていく。
できる環境作り 権意識の更なる向上を図る。 ける。また、人権HRを８回 向上を図ることができた。
に努める。 以上実施する。

修学旅行において、修学旅 修学旅行後のアンケー 中止。代わりとなる行事を検討 計画段階での課題につ
行委員とともに、その内容が充 トで、｢満足した｣生徒を9 Ａ している。 いては次年度の第２学年
実したものになるよう計画を立 0％にする。 － に引き継ぐ。
てさせる。

教員間や保護者との連携は 生徒についての情報を 欠席・欠課生徒について、関係 より深い生徒理解を目
もちろんのこと、スクールカウン 教員間で常に共有する。 者との連携を密にすることがで 指し、日頃から保護者との
セラーや各種専門機関などと 欠席や欠課生徒につい Ａ きた。また、学年会議等を通して、 コミュニケーションを大切
も情報交換・連携を図り、深い て、本人・保護者とのコミュ 学年全体で情報の交換・共有を にし、関係者で情報を交
生徒理解に努める。 ニケーションを密にする。 図っている。 換する。
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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 最上級生であるという自覚 きめ細かい指導を徹底 不注意による遅刻が多い生 教員間の共通理解のも
活習慣を確立 を持たせ、始業・授業開始時 することにより、各学期 徒が若干いたが、それ以上に と、個々に応じたきめ細
させ、学校生 間の厳守と挨拶の励行を徹底 において不注意による遅 B メンタル面で心配な生徒が目 かい指導を継続する。
活をさらに充 する。 刻５回以上の生徒をなく 立った。
実したものに す。
する。 生徒理解に努め、保護者と 学年通信を年間５回以 学年通信をこれまでに10回 三者懇談会や学校行

教職員との連携をさらに密に 上発行し、また行事予定 A 発行し、卒業式の日に最終号 事、PTA行事など、保
する。 表を毎月配布することに を発行予定である。行事予定 護者が来校される機会を

より、保護者に学校の様 A 表も毎月配布し、関係者間の 捉え、保護者の要望を的
子等を周知する。生徒の 情報共有に努めてきた。 確に把握する。
学校生活での変化を見逃
さず、保護者、教職員間
で情報を共有する。

将来を見据 授業を大切にし、自ら進ん 授業アンケートで「授 授業に｢大変｣｢ある程度｣意 授業が進路実現に向け
えたキャリア で授業を受ける姿勢を養う。 業に意欲的に取り組んで B 欲的に取り組んでいる生徒数 ての要であることを、粘

第３学年 デザインをも 継続した学習で実力をつけさ いる」生徒を85％以上に は一般教科で73％、実技教科 り強く指導し、授業内容
とに、進路実 せる。 する。 で91.8％であった。 をさらに充実させる。
現に向けて主 入試改革に関する早期の情 進路HRを年間４回以上 ４回の進路HRをはじめ、そ 情報を取捨選択し活用
体的に学習し、 報収集及び多様な進路選択に 実施する。積極的に模試 の他のHRの時間やSHR、懇談 するための基本姿勢、自
粘り強く取り 向けた情報収集に努めるとと を受け、その結果を見直 等で随時、的確かつ迅速な進 己を客観視する力を高め
組む姿勢を養 もに、適宜、必要な情報を提 し分析するよう働きかけ A 路情報の提供に努めた。個々 る。
う。 供・指導する。また、自主的 る。個々に応じた面談を A A に応じた面談を重ね、生徒そ

に情報収集し、得た情報を積 重ね、主体的に設定した れぞれの進路希望に沿った指
極的に活用するよう促す。 進路目標に向けて着実な 導を心がけた。

努力を積み重ねるよう指
導する。

積極的に実力養成講座を受 実力養成講座受講生徒 出席率の目標は達成した。 実力養成講座を進路意
講するよう促す。進路資料や の出席率を90％以上にす 日頃自習室として利用してい 識の一層の向上につな
自習室を有効に利用させる。 る。 A る進路室や図書室が利用でき げ、自身の進路、受験科

ない時には、別教室を設け利 目等を熟慮した上で講座
用を促した。 に臨ませる。

人間力育成 学校行事、生徒会活動、ボ 学級役員や各種行事に ３年生としての自覚をもち、 生徒会や各種委員会、
による、安心 ランティア活動への積極的な おける３年生としての役 それぞれの責務を積極的に果 クラブ、クラスの中で一
・安全な環境 参加を促し、集団の中での個 割を自覚させ、その責務 たした。人権教育HRは、新型 人ひとりが良い面を発揮
づくりに努め の役割を更に自覚させるとと を最後まで果たすよう働 B コロナウイルス感染予防のた できるよう、各種行事へ
る。 もに、人権意識の向上を図る。きかける。人権教育HRを め２学期に３回しか実施でき の積極的な参加を通して

６回以上実施する。 A なかったが、様々な場面で、 仲間作りを行う。
生徒の人権意識の向上を図っ
た。

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 より深い生徒理解を目
養護教諭、保護者と様々な情 て、その都度、本人・保 しやすい雰囲気のもと、欠席 指し、日頃から保護者との
報交換・連携を図り、より深 護者および関係者とのコ A ・欠課生徒についても、関係 コミュニケーションを大切
い生徒理解と迅速に対応でき ミュニケーションを密に 者間の連携を密にすることが にし、関係者間で情報を
る体制を整える。 する。 できた。 交換・共有する。
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校務全般にお ＩＣＴを活用し、職員間の情報 教員の時間外従事時間 月80時間以上の教職員は６ 各教員がワーク・ライフ・ 本年度から新たに
ける効率化と教 共有や連絡調整が円滑に進む が月80時間以上の延べ 名である。ほとんどの部活動に バランスを取りながら自ら 「教職員の働き方」を評
職員の意思疎 ように工夫する。また、各部活動 人数を50名以内とする。 Ａ Ａ おいて平日及び土日に休養日を の役割を自覚しその持ち 価項目に立ち上げた

教職員の 通を図る。 において休養日を設定する。 設定したため、教員の負担軽減 味を発揮できる職場作り が、各々の教職員の自
Ａ につながった。 を目指す。 己申告シートの中でも

働き方 各教員が自 学年、分掌等において教員 ストレスチェック集団分 期間中に6７名の教職員が受 職員相互、あるいは管
らの役割を自 同士の相互支援を進めるため 析結果の総合健康リスク 診した。総合健康リスクは前年 理職とのコミュニケーショ 評価確認する必要があ
覚し、健康に留 に研修や会議を実施する。 を前年度に比べ、２ポイン Ａ Ａ 度に比べ、１１ポイント下がった。 ンをとる時間・機会を確保 る。
意し勤務する。 ト下げる。 ただ、仕事の量的負担は全国平 する。

均よりも２ポイント、高かった。


