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平成24年度 学校評価総括表 奈良県立高田高等学校
○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力のもと、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
動の教育を推進する。

平成23年度の成果と課題 本 年 度 重 点 目 標 具 体 的 目 標
定期的な教員間の授業公 幅広い人間力を育成して、自立した社 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を通して、幅広

開、教科会議により授業の質 会人の養成を目指す。 い人間力を育成するとともに、内面に働きかける取組や地域に貢献する教育活動も工夫しなが
を高めることができた。また、 ら、豊かな社会性や人間性を培い、自立した社会人を育てる。
キャリア教育においては、年 不断に授業力の改善・充実に努め、一 生徒一人一人の特性等に応じた、きめ細かな指導を計画的に進め、基礎・基本の定着を図る Ｂ
間計画や講演、セミナーの充 人一人の学力の伸長を図る。 とともに、各教科等における組織力を強化しながら教授法の研究と工夫に取組み、生徒の主体
実などにより目的意識が高ま 的、意欲的な学習を創造して、一人一人の学力の伸長に全力で取組む。
り、結果に結び付けることが 自律的な生活態度を確立し、自己開発 生徒の生活意識や生活実態を把握･検証して自己の在り方を考えさせ、規範意識の向上を図る
できた。 力の育成を図る。 とともに、自主性や自己を律する心を喚起する中で、けじめと節度ある生活態度を確立し、自

ただ、生徒の進路実現に向 らを高めて社会に貢献する精神を育成する。
けては、家庭学習の時間を増 自らの進路を主体的に考えさせ、自己 日々の学びや特色ある教育活動等を工夫して、生徒の職業観や将来設計への意識を高め、自
やし、学習と部活動の両立を 決定力を養うとともに、一人一人の夢と 己実現に向け自らの可能性を広げることのできる進路選択の力を養うとともに、生徒が抱く夢
図らせ、第3学年において学 希望の実現に努める。 と希望の実現に向け計画的で、組織的かつ系統的な指導を全力で推進する。
習への切り替えをすばやく行 分掌等の連携を充実させて組織力を高 校務を分担する学年、分掌、教科等の有機的な連携を図って組織力を一層高めるとともに、
わせることなどが課題であ めながら、マネジメントサイクルを効果 PDCA サイクルに基づく具体的で効果的な計画・実施を推進することによって、すべての教育
る。 的に推進する。 活動の検証と改善、工夫と充実に努める。

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 学校改善アンケートで91.5 本校教育の方向性につ ○学力の向上・充実
特別活動・部 正確に把握し、その実現に向 「『知徳体』の調和のと ％の賛同を得た。保護者が望 いて保護者の意向をでき には、基礎基本の
活動等を通じ け、『知徳体』の調和のとれ れた教育ができている

Ｂ
む学校像に近づけるための更 るだけくみ上げられるよ 定着は必須であり、

て、幅広い人 た教育を行う。 か」の質問に対し、95％ なる努力が必要である。 うに、アンケートや考査 家庭学習の時間の
間力と自立し 以上の賛意を得る。 成績発送後の感想を精査 確保と充実が図れ
た社会人の養 Ｂ し教育活動に生かす。 るよう様々に工夫
成を推進する。 学校行事（文化祭・球技大 学校改善アンケートで 学校改善アンケートで94.4 関係部署と連携をとり して、具体的な改

会・芸術鑑賞会・人権講演会 「学校行事の内容や時期 ％の賛同を得た。学校行事の 行事の精選を目指すとと 善方法を掲げても
・全校集会・生徒指導講演会 が適切か」の質問に対し、 Ｂ 精選とともに、生徒の自主性 もに、生徒主体の企画・ らいたい。

学習指導
・校外学習等）の内容をより 95％以上の賛意を得る。 を高める取り組みが必要であ 運営となるように生徒会 ○学習指導の根幹で
充実させる。 る。 指導部との連携を図る。 ある授業を更に一

基礎基本の 綿密な教材研究のもと、指 学校改善アンケートで Ｂ 学校改善アンケートで82.2 授業評価アンケートの 層充実・改善して
より確実な定 導目標を明確にし、よりわか 「わかりやすい授業をし

Ａ Ａ

％の賛同を得た。今後もさら 結果を生かし、生徒の自 いくため、授業研
着を図る。 りやすい授業を展開する。 ているか」の質問に対し、 に期待に応えられる授業展開 主的な学習活動を喚起す 究の日常化のため

80％以上の賛意を得る。 を目指す。 るとともに、理解しやす の具体的な方策を
い授業を心がけるよう全 検討してもらいた
教員に訴える。 い。

授業力の充 教科会議を通して教材の精 「授業研究の日」の公 各教科の「授業研究の日」 「授業研究の日」につ
実と生徒の学 選を行うとともに、「授業研 開授業への参加率を毎回

Ｂ
への参加状況や体制にばらつ いては、特別時間割を設

力の伸長を図 究の日」の取組や内容をより 60％以上とする。 きがあるので、一定の環境作 け、当該教科の教員全員
る。 充実させる。 りが必要である。 が授業参観できる体制を

Ｂ 作る。
校内研究紀要『鳩論』への 『鳩論』への執筆者を10 『鳩論』の執筆者に偏りが 『鳩論』の発行後、早

発表を通じて相互の力量を高 名以上とする。 あり、教員全体の資質向上に い時期に掲載された論文
める。

Ｂ
資する形になりきっていない。 に基づいて研究発表会や

講演会を実施し、教員全
員にとって身近なものと
するべき体制を作る。
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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 毎日の登校指導や授業、学 登校時、校門での挨拶 生徒の自己評価98％であっ 教員からの声かけと生 ○保護者が躾を学校
活習慣の一層 校行事等を通じて挨拶を励行 を100％にする。 Ｂ た。100％を目指して意識の高 徒の挨拶運動により、さ に頼ってしまう傾
の向上を図る。 させる。 揚に努める。 らなる徹底を図る。 向も見受けられる。

身近な生活マナーについて 通学路・校内のゴミを Ｂ 生徒の自己評価は98％であ 日常の清掃活動の徹底 保護者としても、
考え実践させる。 ゼロにする。 Ｂ った。見逃さない指導を徹底 と部活動での取組を進め 学校と連携して子

する必要がある。 る。 どもたちの規範意
規範意識の 服装に対する自己点検を徹 生徒アンケートにおい 生徒の身だしなみ自己評価9 全体指導だけでなく個 識等を高めるよう

涵養を図る。 底させる。 て、身だしなみ自己評価 Ｂ 8％。教員全員で共通指導して 別指導を徹底していく。 努力したい。
率を100％にする。 いかなければならない。

校時や集合時間を守らせ、 遅刻を前年度比25％減 Ｂ やや増加した。遅刻は特定 一週間単位で遅刻回数

生徒指導
時間厳守の習慣を定着させ にする。 Ｂ の生徒に多く見られる。個別 に応じた個別指導を行
る。 指導で遅刻防止に取り組んで い、減少に努める。

いく。
登下校時の 集会ごとに、安全な歩行、 登下校時の事故をゼロ Ｂ 自転車通学生による車との 交通安全教室を実施し

事故防止と緊 自転車の安全な乗り方、緊急 にする。 接触事故が数件あった。時間 自己管理意識を高め、事
急時の適切な 時の対応について指導する。 Ｂ Ｂ にゆとりを持って行動させる 故を未然に防げるように
対応力を養成 よう指導していくとともに、 する。
する。 交通安全指導を強化していく。

保護者との 保護者との連携を密にし 保護者アンケートにお 保護者アンケートにおいて 生徒の家庭での様子な
共通理解と共 て、共通理解・共通指導の徹 いて、生徒指導に関する 生徒指導に関する理解度は86 どが把握できるよう、面
通指導の徹底 底を図る。 理解度を80％以上にす Ａ Ａ ％であった。今後さらに保護 談や家庭訪問等を通じて
を図る。 る。 者との連携を密にし、協力し さらなる連携を図る。

て生徒の指導に取り組んでい
きたい。

教育相談の 保護者・担任・保健室等と 不登校生徒・長期欠席 改善が見られる生徒もいる 保護者・中学校・関係
充実を図る。 の連携により、心身に悩みを 生徒をゼロにする。 が、今後も配慮を要する生徒 諸機関と連携をとりなが

抱えた生徒の把握と適切な相 Ｂ Ｂ も若干名いる。個人面談を充 らさらなる早期対応を図
談指導を行う。 実させるとともに、保護者、 る。

担任、関係諸機関と連携をと
りながら対応していく。

生徒一人一 生徒会役員を中心として学 広報活動を年間５回以 生徒総会や生徒会新聞等を 広報活動として、本年 ○将来、社会人とし
人の自主性・ 校行事の内容や協力を呼びか 上行う。 利用し、広報活動は年間５回 度初めて発行した“生徒 てボランティア活
協調性を育成 ける広報活動に取り組ませ 以上行うことができた。生徒 会だより”の内容をさら 動にかかわる機会
し学校行事の る。 Ａ Ａ 会長がリーダーシップを十分 に充実させる。 と必要性が増えて
活性化を図る。 に発揮し、執行部をまとめ、 くる。是非、子ど

各行事をスムーズに運営した。 もたちが広い視野
特別活動 Ａ に立って、ボラン

社会参画活 校門での挨拶運動、通学に 合わせて年間６回以上 各種の募金活動は校内はも 近隣地域や各種団体主 ティア活動に積極
動の充実を図 おける乗車マナー向上運動、 行う。 とより、校外でも積極的に呼 催のボランティア活動に 的に参加できるよ
り、思いやり 通学路清掃、募金活動等に取 びかけをし、４回行って成果 ついても、可能な範囲で うより具体的な方
の心を育てる。 り組ませる。 Ａ Ａ を上げることができた。地域 全校生徒に呼びかけ、参 策を検討してもら

清掃については１，２学期に 加、協力できる体制を作 いたい。
１回ずつ美化委員を中心に、 る。
また挨拶運動は生活委員の協
力を得て実施できた。
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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）

確かな学力 第１･２学年において、勉 毎回、模試結果の報告 毎回模試の結果分析を行い、 生徒全員が「真の文武 ○実力養成講座等の
を身に付けさ 強と部活動との両立をしっか 会を実施する。 その報告を行うことで、学年 両道」をしっかりと行え 教育活動を工夫し
せる。 りと行えるよう、担任及び部 における取組に反映させるこ るよう、部活動顧問と共 質量ともに拡充す

活動顧問とで模試結果に関す Ｂ とができた。しかし、部活動 通理解を深め、模試や実 るともに、国公立
る報告会を実施する。 ごとの結果分析は十分にでき 力養成講座に部活動生徒 大学受験にもう少

ていない。 が積極的に取り組める体 し重点を置いた取
Ｂ 制づくりを行う。 組も考えてもらい

常に模試の結果分析を教科 毎回、模試の結果につ 模試問題について各教科で 家庭学習等の定着が十 たい。
担当が行い、学習指導に生か いて各教科で分析し指導 分析を行い、受験後すぐに授 分でない生徒も見られる
せるよう働きかける。 に生かす。 Ｂ 業等でアドバイスを適切に行 ので、模試のやり直しを

っている。ただし、生徒たち きっかけに、１年時に遡
のやり直し等が十分でない現 って学習内容を見直す習
状もある。 慣をつけさせる。

生徒の進路 第３学年の実力養成講座や 実力養成講座に参加す ３年生の夏休み中、及び２ 生徒が「塾よりも学校
進路指導 実現を確実な 夏期学習会の取組を充実さ る生徒の割合を75％以上 学期の実力養成講座参加者が の先生方の指導を大切に

ものにする。 せ、進路実現に向け生徒のや にする。 Ａ 昨年よりも大幅に増えた。多 する」という姿勢を今後
る気を引っ張っていく。 くの生徒が学校での先生方の も持ち続けられるよう、

指導に期待している状況があ さらに講座内容の充実を
Ａ Ｂ る。 図る。

３年各担任に適切な情報を 研修会を学期に３回以 外部の専門家等を交えた研 時間的に研修会を開く
提供して、生徒の頑張りを最 上実施する。 修会を学期に１回行い、普段 ことが難しい場合でも、
後まで支えられる体制づくり Ａ から３年各担任に適切な情報 適切な資料提供、情報提
を行う。 を提供し、学年全体を通して 供を心がけ、進路指導部

意思統一された進路指導を行 と全担任との距離を近づ
うことができた。 ける工夫を行う。

間違いのな 第１・２学年において個人 第２学年末において、 学期ごとに２回以上面談を キャリア教育の取組に
い将来の進路 面談や三者面談の中身を充実 志望校が決まっている生 行い、きめ細かな進路指導を ついて、教育コースでは
選択を実現さ させ、生徒・保護者に早くか 徒の割合を90％以上にす Ｂ 行った。しかし、２学期の調 充実した取組がなされて
せる。 ら将来の進路について意識付 る。 査において、２学年の生徒で いるので、他のクラスで

けを行う。 まだ進路が未定である者が１ ももっと取組を充実させ
割ほどいた。 る。

進路講演会や進路に関する 進路講演会・説明会を 全員参加の説明会を２回行 全員参加の講演会や
説明会などを実施する。 各学年、年間２回以上実 えていない学年もあったが、 「進路のつどい」など、

施する。 ２、３年生では希望者対象の 希望生徒を対象にした取
Ｂ Ｂ 国公立大学希望者集会等も開 組も充実させ、進路に対

催できた。進路講演会では多 する意識を刺激し続け
くの保護者にも参加いただき、る。
生徒たちにも進路に向けて高
い意識付けができた。

「進路だより」を発行して 「進路だより」を各学 定期的に保護者に向けて各 「進路だより」の内容
進路決定に資する情報提供を 年、学期に２回以上発行 学年ごとの「進路だより」を や発行回数、保護者への
充実させる。 する。 Ａ 発行し、情報提供を行うこと 進路情報の提供方法につ

ができた。 いて見直しを図る。
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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）

ホームルー 年間学習計画に沿って、よ 各学年の人権教育ホー 各学年人権ホームルーム担 県内各校の人権ＨＲの ○「人権作文集」の
ム活動指導案 り新しい教材を作成する。 ムルームの内、１回以上 当者で話し合い、教材を練り 取組にも学びながら、新 内容は、目をひく
を充実させ、 新しい教材を作成する。 Ｂ Ｂ 直すことができた。新しい教 しい教材の導入に部が指 ものがあり感動し
人権感覚を身 材の作成については今後の課 導性を発揮し、年間計画 た。一人一人の意
に付けさせる。 題である。 を見直す。 識の高さが表れて

生徒参加の 人権啓発紙 『ニューズレ 人権啓発紙を年間６回 『ニューズレター』を６回、 目標が達成できたの いると感じた。さ
人権啓発活動 ター』の作成と配布、人権標 以上発行する。 Ａ Ａ 『コミュニケーション』を３ で、さらに内容の充実を らなる向上を目指
の充実を図る。 語の作成・掲示等を工夫す 回と順調に作成・配布できた。図り、人権意識の高揚に して、教員の間で

人権教育 る。 生徒も積極的に活動した。 より役立つものにする。 も一層の研修を深
教職員の実 教職員の各種研修会への参 人権に関する研修会に 各種研修会に参加した教職 研修内容をしっかりと めてもらいたい。

践力を高める。 加を促し、個々の実践力を高 全教職員の70％以上が参 Ｂ Ｂ Ｂ 員は60％とほぼ目標を達成で 教職員に伝える。参加者
める。 加する。 きた。ただ、研修によって参 から資料等を提供願い、

加人数の差が大きかった。 全体への伝達を図る。
ＰＴＡとの 教職員・ＰＴＡ合同研修 各研修への保護者の参 教職員･ＰＴＡ合同研修会へ 研修の内容・その実施

連携を深め、 会、人権講演会等への保護者 加を100名以上とする。 の保護者の参加は、案内不足 の必要性等をしっかりと
保護者への人 の参加者増を図る。 Ｂ もあって、目標を下回った。 案内する手立てを講じ
権啓発の充実 人権講演会の参加者もあまり る。研修内容も精選する。
を図る。 Ｂ 多くなかった。

校内人権作文集の配布や保 保護者の校内人権作文 夏休みの課題として生徒の 発刊も40号を重ねるこ
護者からの感想文の提出を通 集への感想文の提出を20 人権作文の提出率はほぼ100％ ととなり、定着している
して、保護者への人権意識の ％以上にする。 Ａ であった。12月に作文集を発 ので内容の充実等をしっ
啓発を進める。 行し、保護者に依頼した感想 かり進める。より多くの

文提出率も30％近くあり良好 作品、感想文を紹介する。
であった。

図書館利用 朝の読書週間「マーサータ 図書館利用生徒を昨 総合的な学習「探究」の調 図書館の利用に関し
の推進を図る。 イム」の充実を通じて、読書 年度比で10％増にする。 べ学習の利用や、特に３年生 て、学年や進路指導部、

への興味を持たせる。 Ａ の自習学習の利用が増加して 探究担当者と連絡、調整
いる。年間利用生徒数が昨年 をさらに進める。

Ａ 度比で20％増加した。
図書広報紙『知新』、『知 図書館の本の貸出総冊 貸出総冊数は昨年度比で13 『知新』やマーサータ

新増刊号』を毎月発行し、新 数を昨年度比10％増にす ％増加した。ただ、利用生徒 イム前発行の『知新増刊
着図書や推薦図書を紹介す る。 Ａ に偏りがあり、貸出総冊数が 号』の内容の充実に努め、

読書指導
る。 増加したことだけではあまり 読書習慣の定着を図る。

評価できない部分もある。

・
芸術文化を 全学年生徒対象に芸術鑑賞 芸術鑑賞会オペラ『カ 橿原文化会館でオペラを鑑 来年度も本物の芸術を

鑑賞する機会 会（本年はオペラ『カルメ ルメン』出演希望生徒を 賞した。13名の有志生徒が、 鑑賞する機会として、伝
文化学習 を設け、芸術 ン』）を実施する。 10人以上にする。 Ａ Ａ Ａ プロの指導のもと、練習を重 統文化のジャンル「狂言

文化への理解 ねて参加することができた。 鑑賞会」を実施する予定
を深める。 である。

文化を学ぶ 「知新のつどい」（本年は 「知新のつどい」参加 外部講師による「マジック 「知新のつどい」で、
機会を設ける。 やさしい英語による講演会） 生徒を50人以上にする。 の魅力について」の実演と講 講演会以外にも読書会や

を実施する。 Ａ Ａ 演を実施した。53名の生徒が 朗読会など多様な内容を
参加した。 実施するよう努める。

図書委員会 図書委員に図書の貸出や返 図書委員の役割達成度 年間を通じて,図書委員の活 図書委員が本年度と同
活動の活性化 却業務、図書広報紙『知新』 を80％以上にする。 動の出席率も大変良く、各役 様、年間を通じて読書活
を図る。 や『知新増刊号』の作成に主 Ａ Ａ 割を確実に90％果たせた。 動の推進のために役割を

体的に参加させる。 果たすよう指導していき
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）

公式ホーム 各教科・分掌等と連携し 掲載すべき内容がある 各分掌・学年･教科等と連携 Web ページの新着情 ○学校から広く情報
ページや電子 て、内容を充実させるととも ごとにできるだけ早く更 Ｂ しながら学校行事の様子等、 報をできるだけ迅速に更 発信することはと
掲示板等の充 に更新を数多く行う。 新を行う。 ホームページの更新に努めた。新できるよう窓口、方法 ても大切である。
実を図る。 B 等改善していきたい。 その手段として、

玄関前の電子掲示板 TIDY 毎日、内容を更新する。 玄関前の電子掲示版を毎日 本年と同様、電子掲示 ホームページの内
の活用を推進する。 Ａ 更新し、当日の予定等を周知 板の活用を推進する。 容をもっと充実さ

した。 せてもらいたい。
本校の魅力 中学３年生にとって分かり 中学生へのアンケート オープンキャンパスで『学 百年委員会で検討した

を中学３年生 やすく魅力的な『学校紹介』 で『学校紹介』満足度を 校紹介』満足度は95％であっ「めざす学校像・生徒像」
や保護者等幅 を作成する。 90％以上にする。 た。「分かりやすい」との意 を具体的に反映できるよ

広報活動
広い方々に伝 Ｂ Ｂ 見が多い一方で、「学校行事 う内容を改善する。
える。 や部活動についてもっと詳し 学校行事・部活動の内

く掲載してほしい」との意見 容を詳しく説明できるよ
も多かった。 う各部と連携をとってい

Ｂ く。
オープンキャンパスの内容 目標参加者数を1,500 ２日間の実施で、参加者が1, 関係各部と連携し、生

を改善して効果的な学校紹介 人以上にする。 500人以上あり、その内、アン 徒が主体となった開催・
を行う。 ケート提出者は、男子410名、 説明となるよう、計画準

Ａ 女子798名、合計1,208名であ 備に早くから取りかか
った。 る。

今年度は参加票を忘れた参 参加者のニーズや満足
加者が、100名以上いた。 度がより明確に把握でき

るようアンケート内容や
回収を工夫する。

奨学金への 県奨学金申請を中心に、各 経済状況やニーズと奨 県奨学金の採用率は100%、 新たな給付奨学金の受
対応の充実を 種給付奨学金の周知に努める 学金の採用要件を一致さ その他奨学金（修徳会、國分 給ができるよう積極的な
図る。 とともに、申請手続き事務の せ、採用率を100％にす 奨学金等５団体）の採用率は、 周知・申請を行う。

円滑な実施を図る。 る。 Ａ Ａ 86％を達成した。
県奨学金とその他の奨学金

の事務分担を明確にして、事
務の円滑化を図った。

奨学金 Ａ
大学奨学金 大学奨学金の予約応募の手 経済状況やニーズと奨 大学奨学金予約の採用率は 第一種合格者を増やす

(予約)への対 続き事務にチームで当たり、 学金の採用要件を一致さ 第一種26％、第二種は100%を ことを目指して、生徒・
応の充実を図 迅速かつ丁寧に行う。 せ、採用率を100％にす 達成した。 保護者への一層の周知を
る。 る。 担当者３名体制で取り組み、図る。

Ａ Ａ スムーズに手続き事務が実施 生徒自身が主体的に申
できた。また、年間行事計画 請 手 続 き が 行 え る よ
に手続き日程を位置付け、大 う、説明会の内容を改善
人数の申請生徒への対応を組 する。
織的に行った。
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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）

新体力テス 体力向上のためサーキット 新体力テストのＡ評価 Ａ評価は全体の約７％、Ｂ 体力アップには、授業
ト結果を踏ま トレーニング等を取り入れ を全生徒の20％以上、Ｂ 評価は約30％の結果であった。時間を含め生活のあらゆ
え体力向上を る。 評価を30％以上にする。 Ｂ Ｂ る機会に取り組む意識を
図る。 つける。

体育実技の 運動技能、関心、意欲、態 球技大会などのアンケ 全体的に体育嫌いは少ない 来年度の体育館改修に
指導内容の充 度、知識、理解、思考、判断 ート結果で、体育好きを 傾向になってきた。全校生徒 伴い、グランド使用時の

健康安全
実を図る。 など個人的部分、集団的部分 全生徒の80％以上にす の約90％弱の生徒が運動好き 授業内容、種目等を年度

を各内容で取り組ませる。 る。 Ａ Ａ の結果が出た。 内に計画を立てておく。
体育大会では生徒が活躍し

Ｂ 応援生徒にも感動を与える取
組ができた。

生涯を通じ 身体測定、健康診断により 受診勧告後の受診率を 受診勧告後の受診率は、心 受診勧告後の受診率を
て健康な生活 健康状態の把握と改善に努 心電図は100％、眼科・ 電図100％、眼科29.4％、歯科 高めるため、勧告の時期
が実践できる め、受診勧告後の受診率を高 歯科・尿検査は40％以上 Ｂ 21.8％・尿検査61.8％の結果 や方法を工夫する。
力を育成する。 める。 にする。 であった。普段から自己管理

Ｂ できる力の確立が求められる。
ＡＥＤの使用方法について ＡＥＤの使用方法を受 本年度は教職員32名が消防 ＡＥＤ並びに心肺蘇生

教職員並びに生徒対象の研修 講者全員が理解し使用で Ａ 署員の指導を受けた。また保 法を指導者だけでなくク
会を実施する。 きるようにする。 健の授業を通じて２年生にＡ ラブ員も講習会に参加で

ＥＤ心肺蘇生法の指導が実施 きるように計画する。
できた。

清掃の徹底 重点清掃箇所の指定や清掃 一斉大掃除を月１回以 大掃除は月１回実施できた。 担当教員による清掃点 ○校舎が古く、美化
を図る。 担当班への清掃内容の指示を 上実施する。 Ａ Ａ 毎日の清掃もできているが、 検の徹底とともに、定期 活動だけでは対応

丁寧に行う。 階段廊下等不十分な箇所の徹 的に美化委員会で点検と しきれない部分が
底が課題である。 美化活動を行う。 あるのではないか。

美化委員会 地域清掃への参加、環境美 地域清掃を学期に１回 学期に１回の地域清掃が実 ボランティア委員を本 適切に改修工事を
活動の活性化 化活動に積極的に参加させ、 以上実施し、各行事ごと 施できた。また、文化祭体育 来の生徒会活動下の仕事 して外観や設備面
を図る。 ボランティア清掃班を組織 にボランティア清掃班を 大会での美化委員の活動は評 に専念させ、美化委員の も最新のものを導

環境美化 し、主体的に活動させる。 活動させる。 Ｂ Ｂ Ａ 価できるものであった。ただ、 仕事は美化委員で対応し 入していく必要が
ボランティア委員の活動支援 ていくようにする。人員 ある。
が今後の課題である。 的に余裕があり、協力で

きる場合は活動支援す
る。

清掃用具・ 学校施設･設備の安全点検 一斉安全点検を年間８ 一斉安全点検は８回以上実 安全点検票の回収、内
用品の補充と を定期的に実施し、営繕すべ 回以上実施する。 施し、営繕箇所への対応等可 容チェック、対応を部員
充実および 営 き箇所を迅速に把握して事務 能な範囲で取り組めた。必要 で分担して点検結果に迅
繕の迅速化を 室と連携を取りながら修理・ Ａ Ａ な物品や営繕すべき箇所につ 速に応えらよう今以上に
図る。 改善を図る。 いて迅速に報告を受け、対応 連携を強めていく。

できるようにすることが課題
である。
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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）

教育や教職 教育連携を結ぶ大学等から アンケート調査で教員 ２年生小学校体験実習後の 教育コース全学年合同
に対する理解 の教員の講義や、小学校体験 になる意欲が高まった生 アンケートで「教員になる意 で、生徒・保護者が、教
を 深 め、「教 実習、特別支援学校訪問、子 徒の割合を90％以上にす 欲が高まった」と答えた生徒 員として実際に働く教育
員になる」と ども園訪問などの体験実習を る。 Ａ Ａ が83%であった。。 コースＯＢから大学での
いう強い意欲 充実させる。 ３年生の教育コース総括ア 勉学、採用試験の準備、
を育てる。 ンケートで３年間のコースの 実際の教員生活等につい

教育内容について「よかった」 て、話を聞く機会を設け
と答えた生徒は100%であっ る。
た。

教員に必要 グループ研究、ディベート グループ研究は第１学 １年生のグループ研究、２ 「奈良 Time」導入に
なコミュニケ 学習、討論・小論文学習など 年で年間10回以上、ディ 年生のディベート学習、３年 際し、３年間のシラバス
ーション能力 多彩な学習を工夫する。 ベート学習は第２学年で 生の討論・小論文学習はそれ を見直し、講義・体験学
や幅広い人間 年間10回以上、討論・小 Ａ Ａ ぞれ、目標回数の年間10回を 習・調べ学習・演習の組
性・社会性を 論文学習は第３学年で年 上回って取り組めた。さらに、 み合わせや配列、実施内
育てる。 間10回以上実施する。 ３学年とも、グループで協力 容について精査し、シラ

しながら学びを深めていく態 バスをより効果的になる
教育 Ａ 度が身に付いた。 よう改善する。

コース 進路実現へ 教員を目指す上で必要な力 第３学年生徒全員の個 推薦・公募・一般入試等を できるだけ多様な教員
の取組を強化 量、学力を個々の生徒につい 人面接指導を一人３回以 受験する際、面接の必要な生 に面接指導を依頼し、早
する。 て養う。 上行う。 徒合計23名に担任・教育コー い時期から計画的に練習

Ａ ス長で、一人当たり３回以上 に取り組ませるととも
面接指導を実施できた。 に、教員による練習の前

に、生徒同士で練習機会
A を設ける。

高校での学習を更に大学で 連携大学からの学生の 連携大学から合計10名の学 出張講義や訪問学習に
伸長できるよう、教員養成系 派遣を年間10名以上にす 生の派遣があった。２年生の 学生も２名以上派遣して
大学と双方向の連携を推進す る。 A 奈教大訪問では、２名の講義 もらうよう、連携大学に
る。 支援、５名の教育コースＯＢ 依頼する。

による学内案内・説明等の支
援を受けた。

教育コース 『教育コース便り』の発行 『教育コース便り』を 『教育コース便り』の発行 教育コースの紹介リー
の取組内容の など、様々な手段を通じて保 各学期１回以上、３回程 に代え、取組を逐次 Web ペー フレットを作成する。
広報に努める。 護者等、校内外に広く取組を 度発行する。 Ｂ Ｂ ジ(３回)や県教委メルマガ(１ 本校 Web ページを活

広報する。 回)、新聞報道(２回)等で、教 用し、教育コースの取組
育コース生徒の保護者だけで 内容を逐次掲載する。
なく、広く周知した。
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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）

探究学習に 内容の充実･改善を進め、 各コースとも、学期に 多様なコースに応じた外部 他コースと連携可能な
対する興味･関 高大連携をはじめ外部講師の １回以上の外部講師を活 講師を６コース中３コースで、テーマ課題を設定するこ
心を喚起する。 活用を通じて多様性を持たせ 用する。 Ｂ Ｂ 招聘することができ、新鮮な とで、講師の共用を図る。

るよう工夫を行う。 雰囲気の中で、学習効果が得 経費等の課題にも対応し
られた。 て、講師の人選や団体の

開拓を行う。
探究学習を 課題の解決のためグループ 年間に４時間以上のグ 各コースとも、適切な人数 グループ内の協調をさ

通し自主性・ 内で課題を設定し、グループ ループ学習を行う。 配分を行い、平均して年間６ らに促進するため、学期
総合的な 協調性・責任 分担しながら探究する学習を Ａ Ａ 時間のグループ学習を実施し、ごとの編成替えや協力関
学習の時 感を育成する。 工夫させる。 グループ間の競合効果もあっ 係も視野に入れた構成を
間（探究 A て、活発に実施できた。 行う。
学習）

調査方法や 課題解決に向け、自ら調べ 知新館（図書館）と情 各コース間で共用すること 調べ学習が可能な場所
発表方法を習 思考しまとめさせる学習を、 報教室（ＩＴルーム）を Ａ を原則にしながらも、平均し の不足に対応するため、
得させ、問題 知新館等を利用しながら充実 年間10時間以上活用す て年間12時間活用し、効率よ 普通教室でのよりよいＰ
解決能力を育 させる。 る。 Ａ く調べ学習が実施できた。 Ｃ使用等の方策を検討す
成する。 る。

得た知識と情報を基に、レ 全員がレポート作成又 学年末には、各自が調べ学 発表場所（会議室･視聴
ポート作成やまとめの発表を はまとめの発表行う。 Ａ 習してきた内容をレポートに 覚室）の確保と調整が難
行わせる。 まとめて発表したり、習得し しいので、他教室の使用

た技能を実演したりすること も視野に入れた発表形式
ができた。 を考える。

施設・設備 施設・設備を定期的に点検 危険な箇所で、緊急性 見つかった危険箇所で緊急 引き続き、安全確保の
の充実に努め し、安全確保のために迅速な のあるものは、すべて迅 性のあるものについては、ほ ため、危険箇所の発見に
る。 対応を行い、必要に応じて予 速に対応する。 Ａ Ａ ぼ迅速に対処できた。 努力し、迅速な対応をし

学校事務
算を要求する。 ていく。必要なら本課に

Ａ 対し予算要求をしてい
く。

諸経費の削 光熱水費や消耗品費等の節 最大需要電力（契約電 最大需要電力は２～３％の 環境保全の立場と資源
減に努める。 約に努める。 力）と水道使用量を前年 減にとどまり、むしろ電力量 の消費節減という観点か

度に比べ５％削減する。 Ａ Ａ は前年を上回った。水道使用 ら節約に努める。
量については、男子小便器の
洗浄システムの変更により、
30％以上大幅に削減できた。

基本的な生 時間を厳守させ、挨拶を励 年間出席率を98％以上 年間出席率は、98.5％で達 ＨＲなどの学級活動を
活習慣を確立 行し、規律ある学校生活を過 にする。 成できた。 通して、価値観を共有さ
させ、学校生 ごさせる。 Ｂ Ｂ 挨拶等のマナーをしっかり せ規律ある学校生活を送
活の充実に努 身につけさせたい。時間のけ るための自覚をしっかり
めさせる。 じめが不十分なところがある。もたせる。

第１学年 学習習慣の 充実した授業・各種課題・ 実力養成講座の出席率 夏期・冬期の実力養成講座 出席率を高める指導を
確立と学力向 補習等により自主的な学習習 を90％以上にする。 Ｂ Ｂ Ｂ (計12回)の出席率は88％台で するとともに、予習･復
上を図る。 慣を定着させる。 あった。 習の方法を理解させ、テ

スト等で確認をして学習
習慣の定着を図る。

将来を見据 ホームルームや個人面談を 個人面談を年間５回以 面談は６回以上実施できた。 一学期からキャリア教
えた進路指導 通して進路目標を持たせる。 上実施する。 特に、類型・科目選択の指導 育に関する取組を実施し
の充実を図る。 文系・理系選択時、面談を実 Ａ Ａ はしっかりできたが、具体的 て進路選択を考える機会

施して適切な指導を行う。 な進路(学習)目標を定めるま をより多くもつ。
でには至っていない。
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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 不注意な遅刻をなくさせ 各学期遅刻５回以上の ５回以上の生徒は５％見ら 特定の生徒に偏ってい
活習慣を確立さる。 生徒を１％以内にする。 Ｂ れた。２学期になって遅刻は るので、個人的に時間の
せる。 減少したが、時間のけじめに 大切さなどについて指導

Ｂ ついては不十分な生徒も見ら する。
れる。

積極的な挨拶を心がけさ 始業チャイムでの着席 始業チャイムで教室内にい 常に先の事を意識しな
せ、「けじめ」ある行動を徹 率を100％にする。 Ａ ることはほぼ100％であった がら行動できるように指
底させる。 が、着席については100％を達 導する。

成できなかった。
学習習慣を 予習・復習を習慣付け、さ 家庭学習が２時間以上 ２時間以上の生徒の割合は 予習・復習の大切さ

第２学年 確立し、基礎 らに普段の授業を大切にする の生徒の割合を60％以上 目標を下回った。まだまだ、 を理解させ、毎日、少し
学力の充実を ことで、基礎学力の確認と充 にする。 Ｂ Ｂ 家庭学習の習慣が身について の時間でも学習する習慣
図る。 実をめざす。 Ｂ いない。計画的に学習させる を身につけさせる。

必要がある。
進路実現に ホームルームや面談を通じ 第２学年２学期末時点 各担任の働きかけで進路希 進路ＨＲをより充実さ

向けて大目標 て具体的な資料を示し、適切 で、進路希望未定者をゼ 望未定者はゼロである。進路 せ、早めに行動する意識
を立てさせる。 な指導を行う。 ロにする。 Ｂ Ｂ に向けての意識は徐々に高ま を身につける。

ってきているが、まだ意識の
低い生徒がいることも事実で
ある。

修学旅行の 学年集会で、集団行動のマ 学年集会を毎月１回実 ２か月に一度集会を実施し まだまだ完全には指
成功をめざし、 ナーを繰り返し指導する。 施する。 Ｂ た。校内外のマナー向上にむ 導しきれていないので、
学年全体を結 けて一定の成果がでてきてい より徹底した指導をめざ
束させる。 Ｂ ると思われる。 す。

リーダーを 九州の自然・文化を学べる 修学旅行実施後のアン 満足度は90％を超えた。修 来年度の学校行事にも
育成し、集団 計画を立案するよう、修学旅 ケートで満足度を90％以 学旅行委員を中心に、事前の 一致団結した取組ができ
行動のマナー 行委員を積極的に活動させ 上にする。 Ａ 準備から当日の行動まで各ク るように指導する。
を学ばせる。 る。 ラス独自で取り組むことがで

き、成功に終わったといえる。
自主的な学 主体的、計画的に授業や家 平日の平均家庭学習時 いろいろな働きかけにより、 放課後等学校に残って

習習慣の確立 庭学習に取り組ませ、学習と 間を３時間以上、休日は 生徒の意識が高まり、多くの 学習する生徒も多く、使
を図る。 部活動のけじめをつけさせ ５時間以上にする。 生徒が学習に真剣に取り組む 用教室の提供を工夫する

る。 Ｂ Ｂ ようになった。年間を通して 必要がある。
ではないが、８割以上の生徒
で目標とする学習時間は達成
できた。

基本的生活 不注意な遅刻をなくさせ 各学期遅刻５回以上の 家庭学習の影響もあるのか、 健康面への影響も大き
習慣を確立さ る。 生徒をなくす。 ２学期になり遅刻が増えた。 く、規則的な生活を徹底

第３学年 せる。 Ｂ Ｂ Ｂ 遅刻５回以上の生徒は、１学 させる。
期５名、２学期34名、３学期
３名である。

進路の実現 自主的な学習習慣を確立さ 納得のいく進路結果に 生徒は進路目標をもち、そ 弱気になりがちな生徒
に努める。 せ、高い進路目標を持たせる。なったと考える生徒が80 の決定に向けて努力している。へ、高い進路目標を持続

％以上になるようにす Ｂ Ｂ 60％以上の生徒が納得できる して持たせる指導を徹底
る。（数値は各担任の判 結果にはなったと考えられる。する。
断に基づく。）

学年内の連 学年会議、担任間の打ち合 担任間の打ち合わせを 形式は様々であるが、担任 学年全体の連携を強化
携強化を図る。 わせを積極的に実施する。 毎月１回以上行う。 Ａ Ａ 間の連絡、調整はよくできて する。

おり、毎月１回以上は実施で
きた。


