
平成２５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24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 「創立百周年への中期目標」の具現化 創立百周年に向けて策定した「中期目標」や「めざすべき学校像・生徒像」「具体的施策の

開、教科会議により授業の質 に向け、全ての教育活動で改善と工夫の 方向」を、全ての教職員が共有するとともに、その具現化を図るため分掌・学年等の組織の取
を高めることができた。また、 視点を大切にする。 組から教職員一人一人の取組に至るまで、不断に改善と工夫を進める。
キャリア教育においては、年 授業をはじめ幅広い教育活動で指導力 学校全体で指導方法等の研究と工夫に取り組みながら、生徒に応じたきめ細かな指導を計画
間計画や講演、セミナーの充 の充実に努め、生徒の学力を伸ばし夢と 的に進め学力の伸長を図る。また、早い段階から生徒の将来設計への意識づけを図り、生徒の Ｂ
実などにより目的意識が高ま 希望の実現を図る。 可能性を高めながら、夢と希望の実現に向け計画的かつ組織的な指導を推進する。
り、結果に結び付けることが 自律的な生活態度を確立し、自己管理 生徒の学校生活における意識や実態を把握・検証して自らの在り方を考えさせ、規範意識の
できた。 能力の育成を図る。 向上を図りながら、自主性や自己を律する心を喚起して、けじめと節度ある生活態度を確立す

ただ、生徒の進路実現に向 る。様々な危険や事態に対しても、自らの判断で適切に行動できる能力を育成する。
けては、家庭学習の時間を増 「地域と共にある学校づくり」を推進 生徒の社会性の伸長を図るとともに、地域の信頼と要請に一層応えられる学校となるため、
やし、学習と部活動の両立を し、一層、地域の信頼に応えられる学校 本校は地域と連携して積極的な役割を果たしていく。そのため、百年委員会等のプロジェクト
図らせること、第３学年にお をつくる。 チームで、地域に貢献できる内容等を検討して実施に移し、地域活動の充実を図る。
いて学習への切り替えをすば 各分掌・学年の組織として対応する力 各分掌・学年・教科等の、組織として取り組み組織として対応する力を高めるとともに、各
やく行わせることなどが課題 を強化し、マネジメントサイクルを通じ 分掌等の連携を図って学校全体の組織力を強化する。また、PDCA サイクルに基づいて具体的
である。 て改善と充実を図る。 で効果的な計画と実施、検証と改善を進め、すべての教育活動の一層の充実を図る。

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89.2 本校教育の方向性につ ○学力の向上には、
特別活動・部 正確に把握し、その実現に向 「知徳体の調和のとれた ％の賛意にとどまった。保護 いて保護者の意向をくみ 基礎基本の定着が欠
活動等を通じ け、知徳体の調和のとれた教 教育ができているか」の Ｂ 者が望む学校像に近づけるた 上げられるよう、アンケ かせず、授業内容の
て、自立した 育を行う。 質問に対し、95％以上の めの更なる努力が必要である。ートや考査成績発送後の 充実に向け授業研究
社会人の養成 賛意を得る。 感想をできるだけ精査 により一層取り組ん
を推進する。 Ｂ し、教育活動に生かす。 でほしい。

生徒の興味関心や進路の多 生徒による授業評価ア 授業評価アンケートで72％ より生徒の進路希望に
様性を踏まえ、「めざす学校 ンケートで「生徒が授業 であった。更に多くの生徒が 適応した教育課程を編成 ○家庭学習の時間の
像・生徒像」を具体的に反映 に意欲的に取り組んでい Ｂ 意欲的に授業に取り組むよう する。また授業の改善や 確保や集中して取り
する教育課程を工夫し編成す るか」の質問に対して80 にする。 工夫を意欲的に進める。 組む学習習慣が身に

学習指導 る。 ％以上の賛意を得る。 つくよう継続的に指
基礎基本の 課題テストを行って生徒個 学校改善アンケートで 学校改善アンケートで82.9 生徒の自主的な学習活 導する必要がある。

より確実な定 々の基礎学力を把握するとと 「わかりやすい授業をし ％の賛意を得た。今後もさら 動を活発にするととも
着と、生徒の もに、教材の工夫・授業法の ているか」の質問に対し、 Ａ Ｂ にわかりやすい授業を目指す。に、教材の工夫や授業法
意欲的な学習 改善に取り組む。 80％以上の賛意を得る。 の改善によって理解しや
の定着を図る。 Ｂ すい授業を行う。

補充授業や個別指導等を行 学校改善アンケートで 学校改善アンケートの質問 基礎基本がより確実に
い、生徒の基礎学力を向上さ の質問に対し、80％以上 Ｂ に対し73.7％の賛意を得たが、定着するよう、早い段階
せる。 の賛意を得る。 基礎学力の一層の向上に向け から計画的に補充授業や

て取り組む必要がある。 個別指導等を行う。
授業力の充 「授業研究の週」を年間５ 「授業研究の週」の公 「授業研究の週」を年間５ 公開授業については、

実と生徒の学 回設定し、公開授業と授業研 開授業への参加率を、毎 回実施できたが、各教科の参 時間割変更を行い、当該
力の伸長を図 究を行うことにより教員相互 回60％以上とする。 Ｂ 加率は目標を達成できなかっ 教科の教員全員がより多
る。 の授業力を向上させる。 た。参加できる体制にばらつ く授業参観できる体制を

Ｂ きがあるので、一定の環境作 作る。
りが必要である。

校内研究紀要「鳩論」への 「鳩論」への執筆者を 「鳩論」の執筆者に偏りが 教員の授業力の向上に
発表を通じて相互の力量を高 10名以上とする。 Ｂ あるので、教員全体の資質向 つながる内容の発表と
める。 上に資するよう改善する。 し、生徒の学力の向上に

繋げる。
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・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 登校指導時に教師から声か 生徒による挨拶の励行 ○生徒の挨拶はよく
活習慣の一層 校行事等を通じて挨拶を励行 を100％にする。 けを積極的に行った。生徒の 推進のため、校内だけで できている。
の向上を図る。 させる。 Ｂ 自己評価は約98％ができたと なく駅からの通学路にお

答えている。更にさらに徹底 いても挨拶の徹底を図 ○電車内での乗車マ
Ｂ を図っていく。 る。 ナーは申し分ない。

生活委員に学期目標を設定 通学路・校内のゴミを 生活委員による目標の設定 生活委員を中心に活発 駅の階段付近や改札
させ、自ら生活マナー向上に ゼロにする。 はできたが、通学路等におけ に活動させる。生徒の活 口周辺の混雑解消に
ついて考え実践させる。 Ｂ るゴミゼロについては不十分 動の場を増やし、掲示物 に協力してほしい。

である。マナーについてもさ 等を通して生活マナーの

生徒指導 らに向上させたい。 向上を図る。 ○自転車乗車時のマ
規範意識の 身だしなみセミナーを実施 生徒アンケートにおい 制服の着用について自己点 強化週間等を設けるな ナーや交通安全の指

涵養を図る。 し、服装等の自己点検を徹底 て、身だしなみ自己評価 Ｂ 検させている。生徒ｱﾝｹｰﾄでは ど、意識づけをしながら 導を徹底する必要が
させる。 率を100％にする。 達成率は99％だった。身だし 徹底を促す。 ある。

Ｂ Ｂ なみ指導を更に徹底していく。
校時や集合時間を守らせ、 遅刻を前年度比25％減 遅刻は前年度比で約4.5％増 学年での連絡を密に ○携帯等による SNS

時間厳守の習慣を定着させ にする。 Ｃ のなっており、生活習慣の意 し、個別指導等の更なる の利用について、ト
る。 識向上が課題である。 徹底を図る。 ラブルに巻き込まれ

登下校時の 交通安全・防犯講演会等を 登下校時の事故や犯罪 高田警察署にご協力いただ 交通ルールを守り安全 ないよう十分指導し
事故防止と緊 実施し、安全な歩行、自転車 被害をゼロにする。 Ｂ き、交通安全教室を実施した。 に留意して自転車に乗る てほしい。
急時の適切な の安全な乗り方、緊急時の対 しかし自転車による登下校時 よう交通安全教室や集会
対応力を養成 応について指導する。 の事故が数件あった。 により指導を徹底する。
する。 生活指導・安全指導等の啓 学校改善アンケートに Ｂ 理解度は85％であった。生 交通安全、インターネ

発・協力を依頼する文書の配 おいて、生徒指導に関す Ａ 活指導・安全指導等にかかわ ット上の問題などさらに
布を通じて保護者との連携を る理解度を85％以上にす る保護者との連携を更に充実 保護者への啓発を深め
密にする。 る。 させる。 る。

教育相談の 保護者・担任・保健室等と 不登校傾向生徒の改善 保護者・担任・養護教諭と 校内での連携はもちろ
充実を図る。 の連携により、心身に悩みを を図り、長期欠席生徒を Ｂ Ｂ 連携しながら相談指導を行っ ん、専門機関や家庭との

抱えた生徒の把握と適切な相 ゼロにする。 た。生徒の登校・活動意欲が 連携を一層深め、教育相
談指導を行う。 高まるよう環境を整えていく。談機能の充実を図る。

生徒一人一 生徒会が主催する行事の内 広報活動を年間５回以 「生徒会だより」を４回発行 「生徒会だより」の内 ○生徒会がうまく機
人の自主性・ 容を精選し、企画するととも 上行う。 し、生徒会主催の各種行事の 容を全校生徒のニーズに 能し活動できている。
協調性・チャ に、全校生徒に協力を呼びか Ｂ 予告や報告を行った。概ね全 応えるものになるよう検
レンジ精神を ける広報活動に積極的に取り 校生徒に周知できた。 討する。 ○地域清掃で駅周辺
育成し、学校 組ませる。 Ａ を清掃してくれたり、
行事の活性化 文化祭において、実行委員 事後アンケートにおい 実行委員会が中心となり、 文化祭の本来の目的、 座布団を寄贈してく
を図る。 会を充実させ、全校生徒が自 て「積極的に活動できた」 全校生徒が積極的自主的に活 あり方を考察し、展示や れる取組は大変あり

主的に活動できるよう、適切 と答える生徒の割合を90 Ａ 動した。アンケートではほぼ 発表部門を更に充実させ がたい。
特別活動 な助言をする。 ％以上にする。 全員の生徒が自らの役割を果 る。
・部活動 たしたと答えた。 ○生徒会役員による

社会参画活 生徒会が中心となって校門 生徒全員の意識やマナ 各種の募金活動はボランテ 地域における挨拶の励 卒業式での送辞、答
動の充実を図 での挨拶運動、通学における ーを高める。 Ａ ィア委員の協力により計画ど 行、通学マナー向上のた 辞は、心のこもった
り、思いやり 乗車マナー向上運動、各種の Ｂ おり行い生徒の意識を高める めの取組を具体化し、実 素晴らしいものであ
の心を育て、 募金活動に取り組む。 ことができた。挨拶やマナー 践につなげる。 った。
社会の一員と Ｂ の徹底が必要である。
しての自覚を 家庭クラブによる最寄駅へ 合わせて年間６回以上 美化委員会、家庭クラブ、 学校周辺地域との連携
高めさせる。 の奉仕活動、生徒会・美化委 行う。 ボランティア委員、部活動部 をさらに深めるために、

員会による学校周辺地域の清 Ｂ 員や教育コース生徒を中心に 各種委員会やクラブ活動
掃活動を行い、地域社会との ３回の地域清掃のほか最寄駅 の協力を得て、活動内容
連携を進める。 への座布団寄贈などを行った。を検討する。

部活動を通 部活動集会やキャプテン会 部活動集会やキャプテ 生徒会執行部がキャプテン 集会のもちかたを再度
して感性を磨 議を通して生徒の意識を高 ン会議を年間５回以上行 会議を４回招集し、充実した 見直し、内容の充実に努
き身体を鍛え、 め、部活動をさらに活性化さ う。 Ａ Ａ 会議になった。部活動集会は め、意義あるものにする。
社会で生きる せる。 ３回行った。今後、参加する 部室周辺等の環境美化の
基礎力を身に 生徒の意識の高まりを学校の 意識も高める指導を継続
つけさせる。 活性化につなげていく。 する。



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）

早い時期か 模試に向け、事前に生徒に １年生において模試デ １年生における生徒利用は 教科担当と協力して模 ○１、2年時における
ら進路に対す 過去問を配布するなど指導を ジタルサービスを利用す 目標ほど多くなかったが、面 試の受験後の復習等の指 進路指導が大切であ
る高い意識を 充実させる。また、インター る生徒の割合を９割以上 Ｂ 談で活用することができた。 導をさらに充実させ、基 る。早期に進路目標
もたせる。 ネットを利用した事後学習を にする。 過去問配布等模試受験に向け 礎学力の向上を図る。 を持たせ、実現に向

通して、効果的に復習をさせ た事前の指導ができた。 けた学習に取り組む
学力と意識を高める。 Ｂ 指導をほしい。

進路適性検査や大学見学会 進路目標が未定である 進路目標が未定である生徒 類型選択の時期に具体
等、将来の進路について考え 生徒の割合を、１年生の の割合が、１年生は21％、２ 的な進路目標が明確にな ○今年の第３学年の
る機会を積極的につくる。ま ３学期において20％以下 Ｂ 年生が6％であった。また、先 るような手立てを講じ 生徒の進路結果に先
た、先輩に学ぶ会などを実施 に、２年生の３学期にお 輩に学ぶ会に参加する生徒が る。また、キャリア教育 生方の指導が成果と
し、生徒の夢を育てるキャリ いて5％以下にする。 あまり多くなかった。 につながる取組を多く企 して表れている。

進路指導 ア教育を充実させる。 画する。
確かな学力 模試の問題や結果データの １、２年生の模試の全 １、２年生ともに模試の全 授業や家庭学習の充実 ○家庭での学習時間

を身につけ、 分析を充実させ、学年・教科 国偏差値を年度当初より 国偏差値の目標を十分には達 とともに、１、２年生の の確保と集中して学
生徒の進路実 との連携を密にし、１、２年 10％上昇させる。 Ｂ 成できなかった。１、２年生 実力養成講座について、 習に取り組む習慣を
現を確実なも 生徒の学力向上を図る。 の家庭学習時間を伸ばすこと 部活動との兼ね合いも考 身につけさせる指導
のにする。 が必要である。 慮しながら工夫して実施 が大切である。

Ｂ Ｂ する。
３年生を中心とした実力養 ３年生の夏期実力養成 ３年生の夏期～２学期まで ３年生の実力養成講座

成講座や夏期学習会を充実さ 講座、２学期講座の参加 の講座参加率は、平均して56 に参加する生徒が増える
せるとともに、進路実現に向 率を８割以上になるよう Ｂ ％であった。学校の授業や講 よう、また参加生徒の実
け生徒の意欲を一般後期入試 にする。 習を中心に一般後期入試まで 力が伸張するよう、各教
まで持続させる。 頑張る生徒を増やすことがで 科と調整しながら方法等

きた。 を工夫する。
一人一人の 進路講演会や進路のつどい 各学年において、学期 各学年において学期に１回 進路講演会や進路のつ

適性等に基づ など進路に関する説明会を実 に２回以上実施する。 ずつ進路説明会等を実施し、 どいなど進路に関する説
く適切な進路 施し、生徒の進路意識を高め Ｃ 生徒に対して進路への意識付 明会を多く実施し、常に
選択をさせ進 る。 けを行うことができた。 進路への意識に刺激を与
路目標の実現 え続ける。
を図る。 「進路だより」を発行して 「進路だより」の発行 Ｂ 充実した内容で「進路だよ 各学年、各時期に必要

進路決定に役立つ情報を的確 を各学年、学期に２回以 Ｂ り」を予定どおり発行するこ な情報、話題についてさ
に提供する。 上行い、ホームページに とができた。 らに一層充実した内容で

も掲載する。 発行していく。
「ニューズレター」の配布 「ニューズレター」の 月に１回のペースで、新し 新しいテーマも取り上

など、新しい手段を用いて情 発行を月に１回以上の割 Ａ い進路情報を発信することが げて、ＨＰ上も含めて情
報発信を増やしていく。 合で行う。 できた。 報発信を続ける。



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）

ホームルー 年間学習計画に沿って、従 人権教育ホームルーム 各学年の人権ホームルーム 各校の人権ＨＲの取組 ○校内人権作文集を
ム活動指導案 来学んできた内容の守るべき において、各学年１つ以 担当者で話し合い、教材を作 にも学びながら、新しい 読み、生徒や保護者
を充実させ、 ところを保持しつつ、新しく 上新しい教材を作成し、 Ａ Ａ 成することができた。新しい 教材の導入に部が指導性 のいろいろな気づき
人権感覚を身 加える内容を検討・工夫し、 その展開を工夫する。 教材を作成し、導入すること を発揮し、年間計画を改 に学ばせてもらって
に付けさせる。 新しい教材を練り上げる。 ができた。 良していく。 いる。

生徒参加の 人権啓発紙「ニューズレタ 人権啓発紙「ニューズ 「ニューズレター」６回、 ヒューマンライツクラ

人権教育
人権啓発活動 ー」・「コミュニケーション」 レター」を年間６回以上、 「コミュニケーション」４回 ブ・ヒューマンハート委 ○いじめ問題は人権
の充実を図る。 の作成と配布、人権標語の作 「コミュニケーション」 Ａ Ａ を順調に作成・配布すること 員会の活動の活性化を誌 にかかわる大切な問

成・掲示等を工夫する。 を年間４回以上発行す ができた。内容の更なる充実 面の充実につなげたい。 題なのでしっかりと
る。 を図りたい。 取り組んでほしい。

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 参加者から資料等を提
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 員数はほぼ目標を達成した。 供願い、全体への伝達を ○男女差別、障害者

める。 加する。 Ｂ Ｂ Ｂ 研修内容を他の教職員にしっ 図る。 差別、臓器提供ドナ
かりと伝えることが課題であ ー登録の問題等、幅
る。 広いテーマで人権教

ＰＴＡとの 教職員・ＰＴＡ合同研修 各研修への保護者の参 夏期の合同研修会では、保 研修の内容・その実施 育に取り組んでほし
連携を深め、 会、人権講演会等への保護者 加を80名以上とする。 護者参加人数は目標に達しな の必要性等をしっかりと い。
保護者への人 の参加を増やす。 Ｃ かった。11月の人権講演会の 案内する手立てを講じ
権啓発の充実 保護者についても同様だった。る。
を図る。 校内人権作文集の配布や保 保護者の校内人権作文 Ｂ 校内人権作文集第41集を発 多くの保護者から感想

護者からの感想文の提出によ 集への感想文の提出を20 行することができた。保護者 を寄稿していただけるよ
り、保護者への人権意識の啓 ％以上にする。 Ｂ から感想をいただくことがで う、取組の周知を工夫す
発を進める。 きたが、目標には届かなかっ る。

た。
読書習慣の 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｣が２年 図書館利用生徒数は増

定着を図る。 イム」の充実を通じて、読書 年度比で10％増にする。 Ａ 生でも履修となり、調べ学習 加したが、自主的な利用
への興味をもたせる。 を中心に、図書館利用生徒数 者数を更に増やす具体策

が昨年度比10％強増加した。 を講ずる。
図書広報紙「知新」や「知 「知新」は年９回、「知 図書広報紙を予定通り発行 内容の更なる充実に努

新増刊号」を定期的に発行す 新増刊号」は各学期に１ Ａ することができた。 める。

読書指導
る。 回「マーサータイム」の Ａ

直前に発行する。

・
知新館の広報コーナーの展 展示は年５回以上行 広報コーナーの展示を８回 広報コーナーで取り扱

示方法を工夫し、広報紙とと う。図書館の本の貸出総 行った。寄贈図書については う特集テーマの展示紹介
文化学習 もに、新着図書や推薦図書等 冊数を昨年度比10％増に Ｂ 掲示物を作成し、各クラスに 場所を知新館以外にも拡

を紹介する。 する。 Ａ 紹介した。 大する等、更に力を入れ
ていく。

芸術文化へ 芸術鑑賞会（「お豆腐狂 「狂言に対する理解や 生徒に対する事後アンケー 芸術鑑賞会の事後アン
の理解を深め 言」）を実施する。事前学習 関心が深まった」と答え トの回答は、「狂言に対する ケートの結果を反映させ
る。 を行い、また事後アンケート る生徒の割合を80％以上 Ｂ Ｂ 理解や関心が深まった」は34 た形で、実施場所・内容

により生徒の意識を把握す にする。 ％であったが、「少し関心を ともに検討する。
る。 持てた」が61％あり、概ね好

評であった。
文化に対す 「知新のつどい」を実施し、 「知新のつどい」参加 外部講師による講演(「イギ 生徒の要望に応じた内

る関心を深め 多様な文化等を学ぶ機会にす 生徒を50名以上にする。 Ａ Ａ リスとイギリス人・アメリカ 容を検討し、自主的な参
る。 る。 とアメリカ人」)を実施した。 加者を増やす。

55名の生徒が参加した。
図書委員会 図書委員に、図書の貸出や 図書委員の役割達成度 図書委員活動の出席率も大 読書活動推進のため

活動の活性化 返却任務、図書広報紙「知新」を80％以上にする。 変良く、各役割を90％果たせ に、図書委員がこれまで
を図る。 ・「知新増刊号」の作成、「知 Ａ Ａ た。 以上にその役割を果たす

新のつどい」の運営に主体的 よう指導していく。
に参加させる。



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）

学校ホーム 日々の教育活動や学校行 更新は少なくとも週３ 目標には届かなかったが、 今年度末を目処にホー ○学校からホームペ
ページや電子 事､ PTA 連絡等の情報を迅速 回以上行う。 ホームページの更新回数を大 ムページを完全リニュー ージを通して広く情
掲示板の内容 に発信する。 Ｂ 幅に増やした。デザインはで アルする。本校にかかわ 報発信することはと
を充実する。 きる範囲で見やすくなるよう る様々な方にとって情報 ても大切である。

Ａ に改善した。 源となり、より活用しや
すくなるよう工夫する。 ○同窓会としてホー

玄関前の電子掲示板に、日 毎日、スケジュール等 具体的方策どおりに滞りな 訪問者に対して案内が ムページの刷新に協
々の行事日程や会議の場所と を更新する。 Ａ くできた。 より分かりやすくなるよ 力する。
ともに学校行事における生徒 う、ビジュアル的に更に
の様子を表示する。 充実を図る。

「学校案内」 オープンキャンパスの内容 オープンキャンパスの 参加者は両日で1,376人であ 全体での説明会だけで
の作成、オー を改善し、わかりやすく効果 参加人数1,500名以上を Ｂ った。部活動の様子がわかる なく部活動や校舎の見学

広報活動
プンキャンパ 的な紹介を行う。 目標とする。 Ｂ ＤＶＤを学校においても上映 にも多数参加してもらえ
ス、学校改善 した。 るよう工夫する。
アンケートの 創立百周年への中期目標 オープンキャンパスで 「学校案内」は写真等を一 今後も内容を更新し
実施を通じ本 「めざす学校像・生徒像」を のアンケートで「学校案 新した。アンケートの結果は て、中学生の目線でわか
校の魅力を発 反映した「学校案内」にする。内」に対する満足度を95 Ｂ ほぼ指標どおりであった。 りやすい案内にする。ア
信し、併せて 簡潔な表現と写真、卒業生の ％以上にする。 Ｂ ンケート内容も工夫す
学校改善を図 声など具体的事例を活用す る。
る。 る。

学校改善アンケート等を分 学校改善アンケートの 回収率は１年(90.6％)、２ 来年度は各分掌等から
析し改善すべき点を把握す 回収率を98％以上とし、 年(88.6％)、３年(88.6％)で 新たな質問事項を入れる
る。 年度内に保護者に結果を 全体として89.2％だった。前 などの工夫をして、保護

配布し、部分的にはなる B 半部分は数年間同じ質問を続 者の希望や要望に応えて
が Web 上でも公開する。 けてきたが、経年変化の見ら いく。
改善方策を年度末総括に れない質問になっている。
記載する。

奨学金の取 大学等奨学金(予約)や県奨 事務処理のスケジュー 実施機関による要領の一部 要領の変更に対する生
奨学金 扱いについて 学金の募集及び手続き事務を ルどおりにできたかどう Ｂ Ｂ Ｂ 変更があり、そのことを生徒 徒の理解を更に深め、丁

丁寧な対応を 正確かつ迅速に行う。 かをもって指標とする。 に十分に理解させることがで 寧で正確かつ迅速な対応
図る。 きなかった。 を進める。



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）

新体力テス 体育授業においては体ほぐ 新体力テストの A 評 新体力テストの A 評価が９ 体育の授業でより体ほ ○学校行事や部活動
トの結果を踏 し（柔軟及びサーキットトレ 価を全生徒の10％以上、 %、B 評価が25%で評価指標 ぐしの運動を取り入れる に生徒たちが取り組
まえ、体育実 ーニング）を入れるとともに、B 評価を30％以上にす Ｂ に届かなかった。特に握力や とともに運動部の入部率 む姿勢は素晴らしい。
技･体育行事の 体育部活動に積極的に参加さ る。 立ち幅跳びなど筋力や瞬発力 （特に女子）を高める。 卒業生として誇りに
内容の充実を せる。 に劣るところがあり、これも 思う。
図体力の向上 届かなかった。
を目指す。 体育館改修工事に伴い、授 新体力テストのアンケ 体育が好きという生徒はほ 体育大会や球技大会は

業内容や球技大会･体育大会 ートで、体育・スポーツ Ｂ ぼ90%であるが、体力が必要 生徒の自主性を促しつ
等の学校行事について、生徒 好きの生徒比率を90％以 だと考えている生徒は95%お つ、時間短縮や種目の見
の安全面に配慮しながら生徒 上にする。 り、このレベルまで引き上げ 直し、またけじめ等をつ
が自主的に運営・活動できる Ｂ ていきたい。 けさせる。
よう育成を図る。 体育大会では生徒中心で盛

り上がった反面、時間短縮や
健康安全 けじめ等の課題もはっきりと

Ｂ した。
生涯を通じ 健康診断により健康状態の 受診勧告後の受診率を 受診勧告後の受診率は心電 健康への意識をもっと

て健康な生活 把握と改善に努め、受診勧告 昨年より上げる（心電図 図100%､眼科･歯科50%、尿検 高めさせる。今以上に保
を送る力の育 後の受診率を高める。自己管 100%,眼科･歯科30%以 査80%と受診率は昨年より上 健だより等で啓発し基本
成を図る。 理の意識を高めさせる。 上、尿検査70%以上） Ｂ がった。もっと基本的生活習 的生活習慣等を見直させ

慣を確立させ眼科・歯科・尿 る。
検査の結果を高めていく必要

Ｂ がある。
AED を含めた生徒対象の AED の使用方法や心 保健の授業を通じて２年生 今年度は体育館の耐震

救急法及び熱中症研修会（特 肺蘇生法、水分補給の方 に AED 心肺蘇生法の実技講習 ・改修工事で使用できな
に体育部員対象）を実施する。法等を理解させ、実施で Ｂ を実施した。また運動部の代 かったため救急法（生徒

きるようにする。 表者（計20人）に県高校等保 対象）が実施できなかっ
健会の救急法実技講習会を受 たが、来年度は実施する。
講させた。

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回実 毎月１回の月末大掃除と行 指示を徹底するために ○校舎が老朽化して
を図る。 内容における重点項目を指示 施する。 事前大掃除を実施した。季節 複数場所の監督をなく いるが、生徒にとっ

する。 Ｂ Ｂ など状況に応じた重点項目を す。重点項目や清掃箇所 て快適な学習環境に
決定し実施したが、天候など の区分の見直しをする。 なるよう環境美化に
の理由により十分ではなかっ その都度、内容に応じた 努めて欲しい。
た。 道具を十分に用意する。

○地震・火災に備え
実際的な防 地震･火災避難訓練を消防 避難開始後、６分以内 初めての形態で訓練を実施 避難経路の見直しをす ての避難訓練は非常

災教育の充実 署の指導のもとに早期に行 に運動場への避難を完了 し、概ね対応できたが避難完 る。新入生の早期訓練の に大切である。安全
を図る。 う。 する。 Ｂ 了に６分50秒かかった。訓練 ため実施時期を早める。 に留意してグランド

Ｂ の多様化と実施時期が検討課 へ迅速に避難をする
環境美化 Ｂ 題である。 指導を徹底してほし

防災に関する啓発活動を美 学期に１回以上広報紙 生徒による啓発活動で主体 広報紙以外にポスター い。
化委員を中心に行う。 を生徒に配布する。 Ａ 性を促すことができた。学期 などの啓発活動の方法を

に１回配布できた。 考える。 ○地域清掃をとおし
美化委員会 地域清掃への参加など、環 地域清掃を年に３回以 地域清掃を３回実施した。 雨天中止に備え、学期 て地域との連携を図

活動の活性化 境美化活動に積極的に参加さ 上実施する。 行事における美化活動や地域 毎に小グループ２回体制 っている取組は素晴
を図る。 せる。 Ａ Ａ 清掃など責任を持って自発的 で地域清掃を実施する。 らしい。

によく取り組んだ。雨天時の
対策が課題である。

清掃用具･用 学校施設設備の安全点検を 一斉安全点検を年８回 臨時を含めて安全点検を年 安全点検表を早期に回
品の充実およ 定期的に実施し、営繕すべき 以上実施する。 ９回実施した。あがってきた 収し、修理改善を進める。
び営繕の迅速 箇所を迅速に把握して事務室 Ａ Ａ 箇所について事務室と連携を
化を図る。 と連携を取りながら修理･改 取りながら修理・改善を進め

善を図る。 た。



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
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教育・教職 教育連携を結ぶ大学等から 生徒アンケートの「大 小学校体験実習のアンケー 小学校体験実習の前に
に対する理解 の出張講義や小学校体験実 変よかった」「よかった」 トでは「教員になる意欲が高 先輩に学ぶ会を開き、先
を深めつつ、 習、宿泊研修、教育コース出 と答える生徒を合わせて まった」88%(前年83%)、「課 輩から心構え等を聞き準
積極的に学ぶ 身者の講話「先輩に学ぶ」な 85%以上とする。 Ａ 題を達成できた」92%(前年90 備に役立てる。出張講義
意欲やコミュ どの体験的な学習を充実させ %)と前年度以上の結果となっ や宿泊研修も内容等を充
ニケーション る。 た。先輩に学ぶ会などをもっ 実させていく。
能力を高め、 と充実させ、生徒の興味関心
豊かな人間性 を高める必要がある。

教育コー を育む。 「奈良 TIME」導入に際し、 生徒アンケートにおい 「乳幼児ふれあい体験」「小 地元小学校や児童館等
ス 講義・体験学習・調べ学習・ て、シラバスに対して「大 学校運動会補助活動」「地域 地域との連携活動を一層

演習の組合せや配列、内容を 変よかった」「よかった」 清掃活動」を実施し、地域と 充実させ、「奈良 TIME」
精査し、シラバスを改善する。と答える割合を合わせて Ａ Ａ の連携を推進した。シラバス の学習にもつなげていけ

85%以上とする。 に対する生徒アンケートにお るよう、シラバスを再構
いて、肯定的意見は87.5％で 築する。第２学年の学習
あった。第２学年調べ学習の 計画についても見直す。
時間は十分でない。

グループ研究、ディベート 生徒アンケートにおい 第１学年では教育に関わる 集団での活動を促すた
学習、討論、スピーチ大会、 て「大変充実していた」 個人調べ学習を意欲的に行い、め、奈良県の教育の研究
奈良県の教育についての研究 「充実していた」を合わ 文化祭で発表した。スピーチ 活動を来年度はグループ
など生徒が主体的に取り組む せて90パーセント以上と Ａ Ｂ 大会は全学年で実施し、聴衆 研究にする。
学習を充実させる。 する。 の前で話す力を培った。第３

学年では３年間の学習に対す
る生徒アンケートの結果、肯
定的意見が100%であった。

大学との連 大学入試に対応した面接、 教育系大学・学部の合 第３学年では特に小論文演 小論文演習や面接練習
携を強め進路 小論文、模擬授業対策のため 格率を80％以上とする。 習および面接指導を繰り返し に加え、集団討論の演習
実現に向けた の演習を充実させる。 Ａ 行った。集団討論のための時 を更に充実させる。
取組を強化す 間を一定確保する必要がある。
る。 教育系大学・学部の合格率は、

Ｂ 目標を上回ることができた。
連携大学からの学生の受け 連携大学からの学生の 連携大学の学生延べ10名と 先輩に学ぶ会にも講師

入れや研究活動に協力するな 派遣を年間10名以上受け 交流をし、将来の進学への意 として学生を招聘する。
ど、双方向の連携を強化する。入れる。 Ｂ 識を高めることができた。研 個人研究やグループ研究

究活動に関わる双方向連携が において、大学との連携
十分でないことが課題である。を進める。

教育コースの 「教育コース便り」の発行 「教育コース便り」の 月１回のペースで、ホーム ホームページを活用し
取組、内容の および取組の内容をホームペ 発行を各学期１回以上行 ページの教育コースの取組の て情報を発信し内容の充
広報を一層推 ージに掲載する。 う。WEB ページの更新 Ｂ Ｂ 内容を更新した。「教育コー 実を図る。「教育コース
進する。 を月１回以上行う。 ス便り」等紙媒体での広報が 便り」等の広報も充実さ

十分でなかった。 せる。



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）

探究学習に １年生については、各コー １年生の各コースと 校外での活動を各コースで 調べ学習の事前指導と
対する興味･関 スの年間目標に応じた講師の も、外部講師の活用と校 １、２回実施できた。各コー して、情報の取り扱いに
心を喚起する。 精選を行い、校外での活動も 外活動を１回以上実施す Ａ スの目標に応じて講師を精選 ついての指導をオリエン

実施して、多様性をもたせる。る。 して招聘し、多様性を持たせ テーション時に情報科と
た活動ができた。調べ学習時 連携して徹底する。

Ｂ の情報倫理の指導が不足した。
総合的な ２年生については、「奈良 各コースに応じた「奈 各コースで来年度からの本 「奈良 TIME」につい
学習の時 TIME」を視野に入れて教材 良 TIME」の教材を１テ 格的実施に向け、「奈良 TIME」ては、２時間連続で校外
間（探究 を作成し、多様性をもたせる。ーマ以上実施する。 Ｂ に関するテーマを設定し実施 での体験的な活動に重点
学習） してきた。系統化はまだ十分 をおいた計画を立て実施

Ｂ 図れていない。 する。
チャレンジ １年生については、得た知 グループ活動を４時間 情報室以外にも知新館（図 調べ学習の態勢を整

精神と豊かな 識と情報、習得した技能を基 以上行う。情報収集のた 書室）にＰＣを８台設置して、 え、また時間割編成時に
人間性･協調性 に、レポート作成、まとめの め知新館（図書館）と情 Ａ 情報の収集を効率よくするこ 各コースの組合せを考慮
を養いながら、 発表、または実演を行わせる。報室を10時間以上活用す とができ、グループ活動を通 することにより、活動場
調査方法や発 る。 してのレポート作成や実演も 所を確保する。
表方法を習得 Ｂ 行ってきた。
させ、問題解 ２年生については、奈良県 学期ごとに１回、質疑 他コースとの連携はまだ十 全コースを同一時間
決能力を育成 に関する課題（ｸﾞﾙｰﾌﾟ・個人）応答と生徒による相互評 分ではない。奈良県に関する に実施する利点を最大
する。 を設定させる。また。他コー 価を実施し、自己の取組 Ｂ 課題は十分教材化が図れてい 限に発揮するため、他

スとの連携も取り入れて充実 を振り返る。 ない。「奈良 TIME」に向け継 コースとの連携を図る。
を図る。 続的な取組に発展させる。

学校の安全、 校内巡視による異常の有無 危険箇所・緊急性のあ 危険箇所の応急修理及び施 異常箇所の早期発見に
施設・設備の の点検を行い、早期発見・迅 るものは、迅速に対応す 設について必要な予算を得て 努め、迅速な対応で施設
管理に努める。 速な対応で、効率的な教育環 る。 Ｂ Ｂ 改修が行えた。しかし、漏水 設備の管理を行う。

学校事務
境整備を行う。 箇所については発見に時間が

Ｂ かかった。
学校運営経 決められた予算を有効活用 電気使用量と水道使用 電気代は値上げにより昨年 引き続き職員の協力を

費の削減、効 するため、光熱水費・消耗品 量を前年度に比べ５％削 より増加したが、使用量は削 得られるよう呼びかける
率的な執行に 費等の経費削減に努める。 減する。 Ｂ Ｂ 減できた。水道については、 とともに、漏水などの無
努める。 猛暑と漏水のため料金・使用 駄をなくすよう施設の管

量ともに約11％増加した。 理を進める。
基本的な生 時間の厳守、挨拶の励行、 各学期遅刻５回以上の 遅刻５回以上の生徒は１学 ぎりぎりの登校は危険

活習慣を確立 規則の遵守を徹底する。規律 生徒をなくす。 期１名、２学期５名であった であり、生活面の点検・
させ、学校生 ある学校生活を過ごさせるた Ｂ Ｂ が、始業ぎりぎりに登校する 改善を通し余裕をもって
活の充実に努 め８時20分着席を励行させ 生徒も何名かいた。余裕をも 登校するよう指導する。
めさせる。 る。 って登校させたい。挨拶はで 教師から積極的に挨拶を

きるようになってきた。 する。

第１学年 自主的な学 授業の予習・復習を徹底さ 国・地歴・公民・数・ 平均家庭学習時間が１時間 多くの情報を提供しな
習習慣の確立 せ、疑問点については必ず解 理・英については、授業 以上の生徒数は１、２学期と がら進路に関する意識を
を図る。 決させる。 ごとに必ず予習・復習を Ｃ も一定にとどまり、予習・復 高めさせる。予習・復習

行う。 習の習慣を更に定着させる必 を徹底し授業を更に大切
要がある。 にする姿勢を育てる。

進路指導部と連携して実力 実力養成講座の出席者 Ｃ Ｂ 出席者は100名弱であり、ほ 意識を高め出席人数を
養成講座の活用を促し、計画 を100人以上にする。 Ｂ ぼ目標に達したが、予習せず 増やす工夫をするととも
的に学習させる。 に受ける生徒もおり不十分で に、予習をしっかりする

ある。 よう指導を徹底する。
学校行事等に関わらず、た 平日の平均家庭学習時 平均家庭学習時間を２時間 進路目標の実現に向け

とえ少ない時間であっても、 間を２時間以上、休日は Ｃ 以上にする目標は達成できな て早期より家庭学習に取
毎日、必ず家庭学習に取り組 ４時間以上にする。 かった。 り組むよう継続的に指導
ませる。 する。

進路への意 キャリア教育に関する取組 １学期の類型選択に関 類型選択についてはホーム ホームルームにおい
識を高め、適 として類型選択に関するホー するホームルームを２回 ルームで随時取り上げ、２回 て、キャリア教育の視点
切な類型選択 ムルームを１学期から設け、 以上設け、二者面談と三 Ｂ Ｂ 以上実施できた。担任との面 から深く考えさせ、内容
をさせる。 面談で取り上げる。 者面談の両方で取り上げ 談も実施できた。 の充実を図っていく。

る。
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基本的な生 節度ある身だしなみに心が 各学期遅刻５回以上の 各学期の５回以上の遅刻は 日頃の声かけを通し
活習慣を確立さ け、明るい挨拶、時間を厳守 生徒をなくす。 ４名であったが、全体では増 て、制服の着こなしや挨
せ、学校生活 することができる生徒を育成 Ｂ 加傾向にある。気の緩みの防 拶の励行、遅刻の防止を
の充実に努め する。 止・生活習慣の改善に取り組 徹底していく。
させる。 Ｂ む必要がある。

修学旅行に際して目標をも 修学旅行実施後のアン 満足度は達成できた。旅程 マナーについては修学
たせ、集団行動の規律を守り ケートで満足度を90％以 Ｂ 表どおり実施できた。ただ、 旅行の事前学習の際に、
マナーを身につけさせる。 上にする 公共の場でのマナーは今後も 十分な時間をとって一層

指導が必要である。 共通理解を図る。

第２学年 学習習慣の 学力向上を目指し、学習時 平日の家庭学習時間を 平日の家庭学習時間は十分 早期に進路目標を持た
確立を図り確 間調査を基に家庭での学習時 ２時間以上、休日の家庭 でない。生徒の意識改革を図 せ、面談や模試結果の利
かな学力を身 間を増やさせる。 学習時間を５時間以上と Ｃ っていく必要がある。 用、毎日の学習時間の記
につけさせる。 する。 録等によって学習時間増

加を図る。
宿題や週末課題に積極的に 復習や課題にしっかり Ｂ Ｂ 復習や課題にしっかり取り 予習・復習の大切さを

取り組ませ、復習や課題を行 取り組んでいる生徒の割 Ｂ 組む生徒と十分でない生徒が 理解させ、きちっと学習
う習慣を身につけさせる。 合を授業アンケートで80 いる。家庭学習の習慣を確立 する習慣を身につけさせ

％以上にする。 させる指導が必要である。 る。
部活動との両立を図り、進 実力養成講座の参加者 実力養成講座は各講座100名 今後も参加者がさらに

路指導部と連携して、積極的 を各講座100名以上にす Ａ を上回り、補習等も含め受講 増えるよう、講座の内容
に補習や講座を受講させる。 る。 する姿勢は真剣で出席率も90 の充実、きめ細かな指導

％を超えている。 をする。
生徒の主体 生徒一人一人に的確に進路 面談を年間６回以上実 面談は予定どおり実施でき 進路ＨＲや個人面談を

的な進路選択 情報を与え、ホームルームや 施する。 た。進路決定の際、しっかり より充実させ、新課程入
について適切 個人面談を通して明確な進路 Ａ Ａ とした考えや目標を設定でき 試の初年度に対応できる
な指導を行う。 目標をもたせる。 るよう面談を更に一層充実さ よう自ら進路に関して調

次年度の科目選択に関して せていく必要がある。 べ積極的に研究させる。
指導、面談の充実を図る。

基本的な生 不注意による遅刻をなくさ 各学期遅刻５回以上の 遅刻５回以上の生徒は減っ 不注意（寝坊等）によ
活習慣を確立 せる。 生徒をなくす。 たが、依然として遅刻を繰り る遅刻を繰り返す生徒に
させ、学校生 Ｂ Ｂ 返す生徒がいた。基本的生活 は、継続して個別指導を
活の充実に努 習慣が身につくよう指導した 行う。
めさせる。 がやや不十分であった。

自主的な学 主体的・計画的に授業や家 部活引退前で平日の学 部活動を引退した後、放課 進路目標を見失わず、
習習慣の確立 庭学習に取り組ませ、学習と 習時間を２時間以上、休 後の学習に取り組む生徒が急 周囲に惑わされず、目標

第３学年 を図る。 部活動のけじめをつけさせ 日は４時間以上にする。 激に増えた。進路目標の実現 の実現まで継続して努力
る。 部活動引退後は平日の Ａ Ａ に向け継続して学習に取り組 を続けることを、学年全

学習時間を４時間以上、 Ｂ み成果をあげた。進路確定後 体やホームルームや学年
休日は８時間以上にす の生徒に対する指導がやや不 において指導する。
る。 十分であった。

進路目標の 自主的な学習習慣を確立さ 第１志望の進路が実現 進路目標の実現に向けて、 大学入学後に何をした
実現に努める。 せ、進路指導部と連携し高い したといえる生徒が90％ 妥協することなく努力を継続 いのかという明確な目標

進路目標をもたせ、その実現 以上になるようにする。 Ｂ させたが、学校名で進路を選 を早期に持たせる指導す
に向けて取り組ませる。 ぶ生徒もいた。 る必要がある。

Ａ
「受験は団体戦」の考えを 個々に進路が決定した 学校行事で培った団結力を 進路目標をしっかりと

基にして個々の進路実現だけ 生徒もサポート役として 受験においても発揮した。自 持たせ、クラスや学年全
で終わらず、学年全体で取り クラス全体を支え大いに Ｂ 分のことだけではなく、クラ 体で支えることの大切さ
組む体制を築く。 貢献させる。 スや学年全体をしっかり見な を認識させる。

がら互いに支え合った。進路
確定後に集中力をきらせた生
徒も見られた。


