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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25年度の成果と課題 本 年 度 重 点 目 標 具 体 的 目 標
進路目標の実現に向け 「創立百周年への中期目標」の実現と 創立百周年に向け本校教育の目指すべき目標や方向を策定した「創立百周年への中期目標と

た様々な取組を通して、 「具体的施策の方向」の具現化に向け、 具体的施策の方向」を、すべての教職員が共有するとともに、その目標や趣旨の具現化を図る
一人一人の生徒が学力を すべての教育活動において改善と工夫の ために、分掌・学年等の各組織での取組から教職員一人一人の取組に至るまで、不断に改善と
伸長させ、顕著な進路実 視点を大切にする。 工夫を進める。
績を残すことができた。 授業力をはじめ幅広い指導力の改善と 指導力や指導方法等の研究と工夫に学校をあげて取り組み、生徒に応じたきめ細かな指導を

地域清掃や近隣の駅へ 充実に努め、生徒一人一人の学力を具体 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を図って、一層の学力
の奉仕活動、市内小学校 的に伸ばして夢と希望の実現を図る。 の伸長につなげる。とともに、早い段階から生徒の将来設計や自己実現への意識づけを図り、
での体育大会の補助や体 生徒の可能性と進路選択能力を高めながら、夢と希望の実現に向け組織的かつ計画的な指導を Ｂ
力テストの実施補助等、 推進する。
地域に貢献する活動を一 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
層進めることができた。 能力の育成を図る。 ら、組織的・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

授業公開については、 る心を喚起するとともに、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
さらに効果的で有意義な 対しても、生徒が自らの判断で危険を回避し、適切に行動できるような主体的な力を育成する。
機会にできるよう内容を 「地域と共にある学校づくり」の視点 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、内面に
改善し、授業力の一層の を大切にしながら、社会性や奉仕の精神 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ら、社会性や奉仕の精神など豊かで幅
向上を図る。また、交通 を養い自立した社会人を育成する。 広い人間力を養い、自立した社会人を育成する。
安全指導についても、さ 各分掌・学年等の組織として対応する 校務を分担する各分掌・学年・教科等の、組織として取り組み対応する力を高めるとともに、
らに徹底を図り、登下校 力の充実を図り、マネジメントサイクル 各分掌等の間でも有機的な連携を図って学校全体の組織力を強化する。また、学校評価や学校
時の安全をより確実にし を有効に機能させて確実に改善と充実を 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、検証と改
ていく必要がある。 進める。 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っていく。

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に対し90％の 本校教育の方向性につ 家庭学習時間の増
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 賛意を得られた。知徳体の調 いて保護者の意向をくみ 加を図るために、課
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 和のとれた生徒の育成に向け、上げられるよう、アンケ 題を与えるなど教科
て、自立した 育を行う。 質問に対し、95％以上の バランスのとれた教育を更に ート等をできるだけ精査 とも連携してさらに
社会人の養成 賛同を得る。 推進することが必要である。 し、教育活動に生かす。 取り組んで育必要が
を推進する。 生徒の興味関心や進路の多 生徒による授業評価ア Ｂ 授業評価ｱﾝｹｰﾄの結果は74.4 生徒の進路希望により ある。

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 適応した教育課程を編成
像・生徒像」を具体的に反映 に意欲的に取り組んでい Ｂ が意欲的に授業に取り組むよ する。また授業の改善や
する教育課程を工夫し編成す るか」の質問に対して80 う改善を図り、「めざす学校 工夫を意欲的に進める。
る。 ％以上の賛同を得る。 像・生徒像」の実現に繋げる。

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84％の賛意 更に、教材の工夫や授
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 Ａ を得た。今後も更にわかりや 業法の改善によって理解
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、 すい授業を目指す。 しやすい授業を行う。

学習指導
意欲的な学習 改善に取り組む。 80％以上の賛同を得る。 Ｂ
の定着を図る。 授業を大切にするととも 家庭学習時間調査を行 調査結果は１、２年とも家 家庭学習の習慣がつく

に、家庭学習の重要性を伝え、い、１・２年生の家庭学 Ｂ 庭学習の平均時間が２時間を よう、学年や進路部と連
「予習→授業→復習」の学習 習時間の平均を２時間以 Ｂ 下回っており、家庭学習の重 携し、１年の早期より徹
サイクルを習慣づける。 上にする。 要性を認識させる必要がある。底して指導する。

補充授業や個別指導等を行 学校改善アンケートで ｱﾝｹｰﾄ結果では84％の賛意を 基礎基本がより確実に
い、生徒の基礎学力を向上さ 「学力の向上を図るため 得た。補充授業や個別指導等 定着するよう、早い段階
せる。 適切な授業等を行ってい Ｂ にも計画的継続的に取り組ん から計画的に補充授業や

るか」の質問に対し、80 だが、学力の向上に向けてよ 個別指導等を行う。
％以上の賛同を得る。 り一層の取組が必要である。

授業力の充 「授業研究の週」を年間５ 教員による授業見学 県から指導主事を招聘して 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 （校内外）を全員が４回 公開授業・研究協議を行い研 時間割変更を行い、当該
力の伸長を図 究を行い、また初任者研修と 以上行う。 Ｂ Ｂ 修を行った。授業見学を４回 教科の教員全員がより多
る。 も連動させ、外部の講師等も 以上行った教員は60％であり、く授業参観できる体制を

招聘して教員の授業力を向上 より一層の充実のためには、 作る。
させる。 一定の環境作りが必要である。
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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）

教員間の生 教員間の共通理解を大切に 登校時、校門での挨拶 挨拶はほぼできてはいるが、 校内だけでなく駅から 生徒による挨拶は、
徒指導に対す した上で、教員から積極的に を100％にする。 生徒から先に挨拶ができるよ の通学路等においても挨 よくできている。生
る共通理解を 挨拶を行い、校内だけでなく Ｂ う、更に継続した指導が必要 拶の励行を指導し、徹底 徒の服装等、身だし
図り、基本的 駅からの通学路でも挨拶が徹 である。 を図る。 なみも、大変よい。
な生活習慣の 底できるようにする。
定着を図る。 HRや全校集会等での講話や 遅刻を前年度比25％減 前年度比約16％減にはなっ １週間を単位にするな 電車内で高田高校

指導を通して、校時や集合時 にする。 Ｂ Ｂ たが、始業時刻間際に遅刻す ど、期間を区切って、遅 生の乗車マナーは大
間等、時間厳守を徹底させる。 る生徒が依然見られる。余裕 刻を繰り返す生徒の指導 変よい。今後も継続

ある登校を指導していく。 に努める。 した指導をしてもら
生活委員に学期目標を設定 通学路・校内のゴミを 学期毎に生活委員が生活目 生活委員だけでなく、 いたい

させ、掲示物等を通して自ら ゼロにする。 Ｂ 標を設定し啓発してきたが、 部員等にも幅広く呼びか
生活マナーを向上させる。 ゴミの分別、身の周りの整理 け、自主的なマナー向上 交通安全や交通マ

整頓の徹底が課題である。 を図る。 ナーの指導を継続し
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 生徒の自己評価は高いが、 ＳＨＲはもとより、授 て、事故等が起きな

涵養を図る。 し、強化週間等を設け服装等 て、身だしなみ自己評価 Ｂ 今後も100％を目指して自己点 業等でも身だしなみを整 いよう指導を継続し
の自己点検を徹底させる。 率を100％にする。 検を更に徹底させる必要があ えるよう指導を継続す てもらいたい。

Ａ る。 る。

生徒指導 公共交通機関における乗車 生徒アンケートにおい アンケート結果は約99％で マナー指導とともに危
マナー、通学路におけるマナ て、マナー自己評価率を Ａ Ｂ あった。通学時のマナーは改 険箇所での立哨指導によ
ー指導を徹底する。 90％以上にする。 善してきているが、継続して り指導の徹底を図る。

指導を徹底する必要がある。
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 登下校時の事故は数件あっ 自転車の傘さし運転、

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。 たが、前年度より大幅に改善 イヤホンを付けての運転
急時の適切な の安全な乗り方、緊急時の対 Ｂ できた。自転車の安全な乗り や歩行等の危険な行為を
対応力を養成 応について指導する。 方、安全な歩行を継続して指 やめさせる。校門や危険
する。 導したが、まだ十分ではない。 箇所での立哨指導を行い

Ｂ 交通安全の徹底を図る。
交通安全、インターネット 学校改善アンケートに アンケート結果は約88％で スマートフォンの利用

上の問題等についての文書を おいて、生徒指導に関す あった。生徒指導に対する理 について情報モラルやト
保護者に配布し啓発と連携を る理解度を90％以上にす Ｂ 解度が更に高まるよう啓発し ラブルの危険性等、生徒
図る。 る。 ていく必要がある。 だけでなく保護者にも文

書等を通して啓発する。
教育相談の 校内での連携はもちろん、 いじめや不登校傾向の 職員間での情報の共有によ 教育相談委員会等、職

充実を図る。 専門機関や家庭との連携を一 生徒について、問題の早 り、生徒の観察・指導を強化 員間の連絡・相談をより
層深め、心身に悩みを抱えた 期発見・早期解決を図 Ｂ Ｂ し、問題の早期発見・解決に 密にし、担任・学年・学
生徒の把握と適切な相談指導 る。 繋げていくことが大切である。校全体で迅速な対応を徹
を行う。 底する。
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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）

早い時期か 模試に向けて事前に生徒に 模試を受験した生徒全 模試の過去問を配布し事前 模試受験の前後に、ク
ら進路に対す 過去問を配布し、取り組ませ 員が復習を行うようにす 学習をさせた。模試の復習に ラス担任や教科担当と協
る高い意識を る。また、受験後には教科担 る。 Ｂ ついては、１･２年生で「いつ 力しながら、模試デジタ
もたせる。 当と連携して模試の復習をさ もまたは時々」が38.7％、「少 ルサービスの利用も含め

せ、学力と意識を高める。 しした」が39.8％であった。 てさらに啓発し、意識を
事前学習や復習の徹底が課題 高める。

Ｂ である。
進路ニューズレター「進路 ニューズレター「進路 進路ニューズレター「進路 各学年の「進路だより」

のすゝめ」を発行し、それを のすゝめ」を年間８回以 のすゝめ」を２学期以降、学 とは区別し、「進路のす
もとに担任がＳＨＲ等で進路 上発行する。 Ｂ 年により内容を変えて４回発 ゝめ」は進路委員を活用
に対する意識を高める指導を 行し、教室掲示をした。より し、進路研究・職業研究
する。 多くの生徒に内容を浸透させ を含めた内容で発行す

る必要がある。 る。
確かな学力 ＨＲや集会等を通じて家庭 １・２年生の家庭学習 ３学期の調査では、１年生、 各学年・教科や部活動

を身につけ、 学習の大切さを理解させ、部 の平均時間が２時間以上 ２年生とも家庭学習の平均時 顧問とも連携し、家庭学
生徒の進路実 活動と連携しながら、１年生 となるようにする。 Ｂ 間は２時間を下回っており、 習の習慣が定着するよう
現を確実なも から家庭学習の習慣化を図 さらなる啓発が必要である。 に指導を徹底する。
のにする。 る。

模試の問題や結果データの １・２年生の模試の全 模試の全体結果を分析して 模試の全国偏差値を上
分析を行い、教科や学年と協 国偏差値を年度当初より 先生方に示すとともに、各教 げるためには、日頃の授
力しながら、１・２年生の生 ５ポイント上げる。 Ｂ 科にもデータを提供した。１ 業だけでなく家庭学習が

進路指導 徒の学力を向上させる。 Ｂ ・２年生の模試の全国偏差値 重要であり、学校全体で
Ｂ は年度当初よりあまり上げる 家庭学習の習慣を身に付

ことはできなかった。 けさせる。
３年生を中心とした実力養 ３年生の夏期および２ １・２年生の夏期講座を同 各教科の講座の内容を

成講座の回数や時期を充実さ 学期の実力養成講座への じ内容で２回実施するなど、 さらに充実させるととも
せ、進路実現に向けて生徒の 参加率を７割以上となる Ａ 回数や時期を充実させた。３ に、参加率が更に向上す
意欲を最後まで持続させる。 ようにする。 年生の夏期・２学期の実力養 るよう生徒への働きかけ

成講座に参加した生徒は約75 を強化する。
％であった。

一人一人の 進路適性検査や大学見学 進路目標が未定である 大学見学会を２コースで実 進路について考える機
適性等に基づ 会、先輩に学ぶ会等、将来の 生徒の割合を、１年生の 施し、進路説明会で啓発を図 会を早期から設定し、学
く進路選択を 進路について考える機会を積 ３学期において20％以下 Ａ るなど生徒に進路について考 年等と連携し指導を継続
させ進路目標 極的につくり、生徒の夢を育 に、２年生の３学期にお える機会を設けた。進路目標 する。
の実現を図る。 てるキャリア教育を充実させ いて5％以下にする。 が未定の生徒は１年生で17.7

る。 ％、２年生で4.9％であった。
進路講演会や大学見学会、 各学年において、学期 学年集会や進路講演会、進 学年集会や進路講演

先輩に学ぶ会等を通して生徒 に２回以上集会を行う。 Ａ 路セミナーなどを実施した。 会、大学見学会や進路セ
の目標実現への意欲を高め Ｂ 他の学校行事や日程の都合で ミナーなど早めに日程を
る。 集会をもつことがなかなか難 調整し計画的に実施して

しかった。 いく。
「進路だより」を発行して、 「進路だより」を学年 各学年とも、定期考査の成 「進路だより」の発行

進路決定に役立つ情報を発信 ごとに年間５回以上発行 Ａ 績発送や三者懇談に合わせて により有益な進路情報を
する。 する。 発行することができた。 迅速に提供し、進路目標

の実現に繋げていく。
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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）

生徒一人一 生徒会が中心となって、新 広報活動を年間５回以 対面式の内容を見直し、文 来年度も新たな取組を 地域清掃での駅周
人の自主性・ たな取組を企画するととも 上行う。 化祭では全体行事で部活動や 企画し、学校行事の更な 辺の清掃や、待合室
創造性・協調 に、全校生徒に協力を呼びか Ａ クラスの発表を充実させ、実 る充実を図る。生徒会広 への座布団寄贈など
性を育成し、 ける広報活動に積極的に取り 施した。生徒会広報誌は第９ 報誌の発行回数も増や の取組を今後も継続
学校行事の活 組ませる。 Ａ 号まで発行できた。 す。 してもらいたい。
性化を図る。 文化祭において、日程を見 事後アンケートにおい 文化祭の事後アンケートに 全体行事・展示・発表

直し、展示や発表部門を充実 て文化祭に対する生徒の Ａ おいて生徒の99％が肯定的評 ・スタンプラリー等、更 駅での生徒による
させ、全員参加の魅力的な内 肯定的評価を90％以上に 価であった。 に内容を充実させる。 挨拶運動は、朝の駅
容を作り上げる。 する。 が明るくなり、大変

「地域と学 生徒会が中心となって周辺 合わせて年間５回以上 募金活動を４回、文化祭の 活動に協力できる生徒 素晴らしい成果があ
校とのつなが 地域での挨拶運動、学校行事 行う。 Ａ Ａ 広報活動を１回、挨拶活動を がさらに増えるように、 った。今後も継続し

特別活動 り」を意識さ の広報活動、各種の募金活動 １回実施した。 事前指導を充実させる。 て取り組んでもらい
・部活動 せ、社会性や に取り組む。 たい。

奉仕の精神を 地域連携委員会が主体とな 合わせて年間５回以上 Ａ 高田市内の小学校・中学校 単年度の取組に終わる
養わせる。 り、地域の小学校・中学校等 行う。 ・高校と連携し、地域に貢献 ことなく、継続して活動

と連携し、地域の清掃活動や Ａ する活動を５回行った。高田 を行っていく。
交通安全運動等の活動を推進 市立病院とも連携して、ボラ
し、規範意識を醸成する。 ンティア活動を行った。

部活動を通 部活動集会やキャプテン会 部員による挨拶を100 部活動集会やキャプテン会 部活動集会の回数を増
して規範意識 議を通して、規律やマナーを %にする。 議を通して指導した結果、年 やし、規律やマナーの大
を高め、社会 の大切さを指導し、挨拶や部 Ｂ Ｂ 度当初より挨拶ができる生徒 切さを理解させ、指導を
で生きる基礎 室周辺の清掃、節電を徹底さ は増えている。部室周辺の整 徹底する。
力を身につけ せる。 備についてはまだ不十分な点
させる。 がある。

ＨＲを通し 人権教育ＨＲにおいて、幅 人権教育ＨＲにおい 「いじめ」（1学年）「スマ 人権教育で扱う裾野が 校内人権作文集に
て人権感覚を 広いテーマ（いじめ、障害者 て、各学年１つ以上新し ホの問題」（２学年）「男女共 広がってきたが、本校の は、生徒や保護者の
身につけさせ、 差別、臓器提供ドナー登録の い教材を作成し、その展 Ａ 生（結婚）」（３学年）のテー 課題を見据えて、「自尊 いろいろな気づきが
生徒参加の人 問題等）を取り入れた教材を 開を工夫する。 マにおいて、新教材を使用し 感情の育成」「情報モラ 掲載されている。人
権啓発活動の 工夫してＨＲの充実を図る。 た切り口でＬＨＲを展開した。ル」の教材化も進める。 権作文集の取組を継
充実を図ると ヒューマンハート委員に年 人権啓発標語、ニュー 年間予定に従って、人権標 ヒューマンハート委員 続して欲しい。
ともに、教職 間活動を示し、役割分担を徹 ズレターを年間６回発行 Ａ Ａ 語･ニューズレターとも計画ど 会を活性化させて、ヒュ
員の実践力を 底し活動を充実させる。 する。 おり実施できている。 ーマン･ライツクラブと
高める。 の連携を進める。

教職員の各種研修会への参 各種研修会への全教職 年度当初に各種研修会を精 年度当初だけでなく、
加を促し、会議等で研修内容 員の参加率を50％以上に Ｂ 選して各学年に提示し計23名 ２学期・３学期はじめに

人権教育 の報告や資料等の提供により する。 Ｂ の教員が参加した。高人教で も校務の都合等を確認
実践力の向上を図る。。 の差別事象も職員に報告した。し、繰り返し案内を行う。

ＰＴＡとの 教職員･ＰＴＡ合同研修会、 保護者の参加を80名以 教職員･PTA合同研修は内容 講師や講演内容をよく
連携を深め、 人権講演会への保護者の参加 上とする。 がやや専門的すぎた。人権教 吟味していきたい。また、
保護者ととも を増やす。 Ｂ 育講演会では、自尊感情の育 保護者への連絡も内容を
に人権啓発の 成について研修を深めること 詳しく記載するなど、参
充実を図る。 Ｂ ができた。保護者の参加は、 加の意欲を高める工夫を

目標の半数であった。 する。
校内人権作文集の配布･保 保護者の感想文の提出 ２学期末の三者懇談会で校 提出してもらう感想文

護者からの感想文の提出を通 を20％以上にする。 Ｃ 内人権作文集を配布して、啓 の書式を記入しやすい形
して、保護者への啓発を進め 発に努めた結果、保護者より 式（無記名、アンケート
る。 感想文が50通提出された。 形式等）に工夫する。
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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）

読書習慣の 学級への貸出図書を学期毎 「知新」は年９回、「知 貸出図書の交換を学期毎に 「知新」「知新増刊号」 図書の一層の購入
定着を図る。 に交換し読書週間「マーサー 新増刊号」は各学期に１ 行い、広報紙も予定どおり発 の内容充実に更に努め、 により蔵書内容の充

タイム」を充実させる。図書 回、「マーサータイム」 Ａ 行した。「マーサータイム」 読書に興味を持たせると 実を図っていく必要
広報紙「知新」・「知新増刊 に呼応して発行する。 を学期に１回実施し、読書に ともに、読書習慣の定着 がある。
号」の発行を通して読書に興 対する関心を高めた。知新館 を図る。
味をもたせる。 利用生徒数も若干増加した。

広報コーナーで取り扱う特 年５回以上の展示を行 知新館では特集テーマを中 実物を展示するなど展
集テーマの展示場所を知新館 う。 Ａ 心に６回展示を行い、新着図 示方法や内容等について
以外にも工夫・拡大し、広報 Ｂ 書については場所を会議室前 更なる充実に努める。
紙とともに図書紹介に更に力 に設け４回展示を行った。
を入れる。

国語科や芸術科、学級担任 読書感想文または読書 読書感想文または読書感想 読書感想文・読書感想
と連携し、読書感想文または 感想画の提出率を90％以 Ａ 画の提出率はほぼ100％で、各 画共に更なるレベル向上

読書指導 読書感想画を１・２年生の夏 上にする。 コンクールに計５編が入賞し をめざし、事前指導を充

・
期課題として提出させる。 た。 実させる。

芸術文化へ 芸術鑑賞会の実施場所・内 「芸術文化に対する理 「芸術文化に対する理解や関 昨年度の課題や希望を
文化学習 の理解を深め 容に昨年度の課題や希望を反 解や関心が深まった」と Ａ Ａ 心が深まった」と回答する生 反映させることはできた

る。 映させ更に充実を図る。 回答する生徒の割合を80 徒の割合は95％であった。 が、実施時期等を含め再
％以上にする。 Ａ 検討していく。

第１学年及び国語科と連携 全員が１枚以上とれる 札を１枚もとれなかった生 第１学年・国語科と連
し「１年かるた大会」を実施 ようにする。 Ｂ 徒が約４％いたが、教科によ 携を深め、事前指導を徹
し、古典に親しむ機会とする。 る事前指導も含め、全体とし 底し、全員１枚以上とれ

て古典に親しむ機会となった。るように取り組ませる。
文化に対す 「知新のつどい」の実施日 「知新のつどい」を、 「知新のつどい」を異なる 自主的参加者の増加を

る関心を深め や内容を考慮し、実施回数を 各学期に１回実施し、参 形態で３回実施した。出席生 めざし、多様な内容・形
る。 増やしてできるだけ多くの生 加生徒総数を150名以上 Ｂ Ｂ 徒数は第１回64名、第２回46 態等を検討していく。

徒が参加できるようにする。 にする。 名、第３回40名であったが、
生徒は意欲的に取り組んだ。

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 アンケート処理など活動項 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。 目が増えたが、ほとんどの図 に、図書委員がこれまで
を図る。 ・「知新増刊号」の作成、「知 Ａ Ａ 書委員が、貸出・返却の担当 以上にその役割を果たす

新のつどい」の運営に自主的 時間や原稿提出期日を厳守し、よう指導していく。
に参加させる。 役割を責任をもって果たした。
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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）

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評価 新体力テストの A 評価は9% これを10%にあげるた 部活動にも皆熱心に
トの結果を踏 しを積極的に取り入れ、個々 を全生徒の10％以上にす であるが、体育授業時におい めに、体育授業時に体ほ 取り組み、全国大会に
まえ、体育実 の体力の向上を図る。 る。 Ｂ ては積極的に体ほぐし運動を ぐし運動で筋力や瞬発力 出場するなど立派な成
技･体育行事の 取り入れ、個々の体力は向上 系の運動を多く取り入れ 果を挙げた。今後も更
内容の充実を している。 る。 に一層部活動の活性化
図り体力の向 体育部活動（特に女子）の 女子の体育部加入率を 女子の運動部加入率は18%で 体育部活動をより活発 に取り組んでいく必要
上を目指す。 加入率をより向上させる。 20％以上にする。 目標には少し足りないが、水 にし文武両道を図りなが がある。

Ｂ 泳でアジアパラ大会、女子バ ら、女子の運動部の加入
Ｂ レーボール及びソフトテニス 率を20%以上に引き上げ

でインターハイに出場した。 ていく。
体育大会や球技大会等の体 新体力テストのアンケ 新体力テストのアンケート 体育大会や球技大会は

育学校行事を、生徒が自主的 ートで体育・スポーツ好 で体育・スポーツ好きの生徒 生徒の自主性を尊重する
に運営・活動できるよう、安 きの生徒を90％以上にす Ａ は90％であった。 とともに、今年度体育大

健康安全 全面に配慮しながら、実施種 る。 Ｂ 体育的行事においてはマナ 会の課題や実態から来年
目を考える。 ーを守り、生徒が自主的に運 度に向けて改善を図って

営し活動することができた。 いく。
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 心電図精検受診率は100％ 保健便り等によるタイ

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 であったが、眼科、歯科、尿 ムリーな啓発を心掛け
を送る力の育 後の受診率をより高めていく 100％眼科60％歯科60％ Ｃ 検査は目標を下回った。 る。
成を図る。 とともに自己管理能力の意識 尿検査80％以上）。

を高めさせる。
生徒対象の救急法の講習を 運動部員の80％以上受 １学期終業式後、講師を招 メディカルサポートを

実施し、AEDの使用法や心肺 講させる。 Ｂ きメディカルサポートを実施 もっと早い時期に実施す
蘇生法、水分補給の方法等を し、対象生徒ほぼ全員が参加 れば今以上の効果が期待
理解させる。 Ａ した。心肺蘇生法やAEDの使用 できると考える。

法、水分補給の方法そしてウ
ォーミングアップ・クールダ
ウン等の講習を行った。
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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）

学校ホーム ＨＰの内容や構成を改善し 更新回数(件数)を年間 ＨＰの更新は160回以上行う 掲載内容の更新だけで ＨＰへのアクセスが
ページを通し 更新回数を増やす。また全頁 150回以上行う。 Ａ ことができた。アクセスが増 なく、レイアウトがより 増えるように、卒業生
て、保護者や の更新を行う。 えるよう内容やレイアウトの 見やすくなるよう工夫し が大学や実社会で活躍
地域の方々に 改善が必要である。 改善する。 している様子をＨＰに
本校への理解 生徒・保護者にＨＰが一新 アンケート結果で、Ｈ 警報発表時に1367件のアク 閲覧者の求めている内 掲載するなどの方策も
を深めてもら したことを周知し、ＨＰ内容 Ｐを「よく見る」、「時 セスがあったものの、アンケ 容や情報をアクセス解析 考えられるのではない
う。 の充実、同窓会やＰＴＡによ 々見る」と答えた人を合 Ｂ ート結果は「よく見る」、「週 し、より役に立つＨＰに か。

る活用の充実を図る。 わせて50％以上にする。 Ｂ に１回見る」の合計が目標値 なるよう工夫改善し、ア
を下回った。 クセス数の増加を図る。

電子掲示板に日々の行事日 毎日、スケジュール等 概ね、毎日更新できている。 今後、更に生徒の部活
程や生徒会の予定、また学校 を更新する。 部活動の成績や予定など、学 動での実績などをより迅
行事における生徒の様子や部 Ｂ 校行事の日程とともに最新の 速かつ詳細に発信し、来
活動の実績等を表示し、学校 情報も掲示することができた。訪者への広報に努める。
ＨＰと連携して充実を図る。

広報活動
「学校案内」、 「学校案内」を中学生の目 掲載写真の更新を50％ Ａ 写真は50％以上更新できた。 参考にできるものを取

オープンキャ 線でより視覚的に充実させ、 以上行う。 アンケート結果でも学校案内 り入れ、表現方法や内容
ンパスを通し わかりやすいものにする。 Ａ が「役立った」が89％であっ を更に工夫する。
て本校の特長 た。中学校や中学校保護者会
に対する理解 でも配布・活用ができた。
の充実を図る。 オープンキャンパスの内容 全体参加者を昨年比５ 参加者は1409名で、昨年(11 来校者の必要とする情

をさらに充実させ、参加者を ％増にする。 73名)より20％増加し、目標値 報を把握し提供する。中
増加させる。部活動の見学場 Ａ Ａ を大幅に上回った。校舎案内 学生がどの部活動も見学
所･時間を明示し見学者が増 板を数カ所設置し来校者をス できるよう配慮して夏期
えるよう工夫をする。 ムーズに案内できた。 部活動計画を立てる。

学校改善アンケートの質 保護者からの回答率 質問事項を一部改訂し実施 担任から保護者へアン
問項目を現状に即して更新し を98％以上にする。 することができた。全体の回 ケートへの回答を呼びか
教育活動について保護者の意 Ｂ 答率は86.7%と目標値より下 け、保護者の学校に対す
見を伺う。 回った。 るご意見を的確に把握し

改善に繋げる。
奨学金の取 大学等奨学金(予約)の説明 手続き事務を予定どお 説明会の時期・方法を改良 ３年生担任の点検等の

扱いについて 及び手続き事務を確実かつ迅 り行う。 し、うまく対処できた。点検 負担を軽減する体制を今
確実・迅速な 速に行えるよう工夫し、これ Ａ も人権教育部の協力を得て、 後も工夫する。
対応を図る。 らに対処する体制や方法を早 スムーズに行うことができた。

奨学金 期に確立する。 Ａ Ａ
奈良県高等学校等奨学金等 個々に応じた適切な対 申請希望者に対して、個々 申請希望者だけでなく、

高校在学生対象の奨学金の申 応を申請希望生徒全員に Ａ に応じたきめ細かで適切な対 返還者に対する対応も充
請を正確かつ迅速に行う。 行う。 応ができた。 実する。
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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）

環境美化に 日々の清掃や美化を徹底 担当箇所に対する清掃 月によって大掃除の重点箇 調査にもとづいて清掃 地震・火災に備えて
対する生徒の し、大掃除においては重点清 美化評価を学期に１回実 所を変え、担当箇所の実態調 分担を検討する。通常清 の避難訓練は非常に大
意識を高める。 掃箇所を各担当に指示する。 施する。 Ｂ 査と清掃用具点検を行った。 掃と大掃除の分担と内容 切である。安全に留意

美化評価は年間で１回しか実 を変更する。 してグランドに迅速に
Ｂ 施できなかった。 避難する指導を更に徹

学期毎に小グループ２回体 地域清掃を年間４回実 ２学期のミニ地域清掃は、 天候に左右され予備日 底してもらいたい。
制で地域清掃を実施し、美化 施する。 天候が悪く実施できなかった も設けにくいので、次年
活動に積極的に参加させる。 Ｂ が、地域清掃は年に３回が実 度も年に４回設定する。

施できた。 先生方の参加も一層呼び
かける。

防災教育の 地震･火災避難訓練を消防 避難開始後10分以内に 日頃の訓練の成果を発揮し、 出火場所等を工夫し、
充実を図る。 署の指導の下に早期に実施 運動場への避難を完了す Ｂ Ｂ 10分台で全学年運動場への避 多様な避難行動に対応で

し、日頃の訓練を通して実践 る。 難を完了させることができた。きるよう訓練を計画す
環境美化 的学習の充実を図る。 る。

美化委員会 ３年生は地域清掃や避難訓 避難訓練で消火器の扱 Ａ 避難訓練で消火器の扱いを ３年生のリーダーシッ
活動の活性化 練等においてリーダーとして いを習得する。 Ａ 学び、一人一人体験すること プを養うため、地域清掃
を図る。 主体的・積極的に参加する。 で実践的な知識と技術を身に において学年縦割りの活

つけることができた。 動を行う。
２年生は防災に関する啓発 学期に１回以上ポスタ Ａ 美化委員のクラス別活動と 生徒による主体的な活

のための広報活動を積極的に ーまたは広報紙を制作・ Ｂ して年に２回広報紙を発行し 動になるように計画的に
行う。 掲示する。 た。 実施する。

１年生はプランターの植え 年に２回プランターの 美化委員会活動として、年 来年度も継続して実施
替えを行い、校内の美化や緑 植え替えを行う。 Ａ に２回プランターの植え替え し、校内の美化や緑化を
化を意欲的に推進する。 を実施した。 推進する。

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 奇数月を基本として安全点 来年度も事務室と連携
品の充実およ 定期的に実施し、営繕すべき 実施する。 検を実施した。入試前点検の して実施し、必要箇所の
び営繕の迅速 箇所を迅速に把握して事務室 Ａ Ａ うち１回は書類の提出によっ 修理･改善を図る。
化を図る。 と連携をとりながら修理･改 て行った。

善を図る。
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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）

教育・教職 小学校体験実習の前に先輩 生徒アンケートにおい 小学校体験実習、宿泊研修 小学校体験実習の前に 教員を目指す生徒達
に対する理解 に学ぶ会を開き先輩から心構 て、肯定的に回答する生 や出張講義等の体験的な学習 「先輩に学ぶ」学習を実 には、外部との対応能
を深めつつ、 え等を聞き準備に役立てる。 徒を90%以上にする。 Ａ に対し肯定的回答は95%であっ 施する。生徒の安全によ 力を育成することが大
積極的に学ぶ 大学等からの出張講義、宿泊 た。事前学習にもう少し十分 り配慮し「リスクマネジ 切である。
意欲やコミュ 研修、地域の方々との交流等 な時間を確保することが課題 メント」の学習を更に充
ニケーション 体験的学習を充実させる。 である。 実させる。 「地域活動」等の取
能力を高め豊 地域の清掃活動や大学等で 科目「地域活動」にお 35時間を超えた生徒は５名 生徒が主体的に参加し 組を一層充実させてい
かな人間性を の研修講座に積極的に参加さ いて単位を認定できる生 Ｂ Ａ であった。延べ154名の生徒が、やすくするため、活動内 く必要がある。
育む。 せ社会性を育成する。 徒を10名以上にする。 総時間754時間の各種学習に意 容を改善し、実施時期を

欲的に参加した。 工夫して設定する。
グループ研究、ディベート 各学習に対する生徒ア グループ研究、スピーチ大 事前学習を充実させ生

学習、討論、スピーチ大会、 ンケートにおいて、肯定 Ａ 会、ディベート等、生徒が主 徒が意欲的に学習に参加
地域活動等、生徒が主体的に 的に回答する生徒を90％ 体的に取り組む学習において、できるよう、シラバスの
取り組む学習を充実させる。 以上にする。 肯定的回答は94%であった。 再構築を行う。

「奈良県で 「奈良TIME」において、郷 生徒アンケートにおい 教育大学や特別支援学校、 奈良県の教育に関わる
教育コー 教職を志した 土奈良県の教育に関わる講義 て、教育への興味関心が 研究所等への訪問学習に対す 学習について訪問学習を
ス い」という意 や体験学習、調べ学習を充実 「大変高まった」と「高 る肯定的回答は96%であった。 更に工夫し、訪問先の講

欲を育むため、 させるため、シラバスを再構 まった」を合わせて90% Ｂ Ｂ Ｂ 奈良県の教育に関わる調べ学 義や研修内容の充実を図
奈良県の教育 築し第２学年の学習計画を見 以上とする。 習の時間は十分ではなかった。る。
への興味・関 直す。
心を高める。

大学との連 大学入試に対応した小論文 教育系大学・学部の合 小論文演習等の入試に対応 大学入試に対応した面
携を強め進路 や面接、集団討論対策のため 格率を90％以上とする。 した学習を十分行うことがで 接学習の時間を新たに設
実現に向けた の演習を充実させる。 Ａ きた。推薦・AO入試合格者の 定する。
取組を一層充 うち教育系大学・学部への合
実させる。 Ａ 格率は95%となった。

連携大学からの学生を受け 学生を年間10名以上受 「先輩に学ぶ」学習も含め 教育連携協定を締結し
入れ、進路に関わる講話等も け入れる。 Ｂ 教育系大学の学生10名と交流 ている大学の学生を積極
学習に取り入れる。 し、学習を深めることができ 的に受け入れ交流してい

た。 く。
教育コースの 教育コースの取組の内容を WEBページの更新を月 全般的には２ヶ月に１回程 掲載する時期を逸しな

取組や内容の 学校ホームページに掲載す ２回以上行う。 Ｂ Ｂ 度のペースで更新した。すぐ いためにも、学習終了後
広報を一層推 る。 に更新できず、時期を逸した すぐに掲載するようにす
進する。 こともあった。 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）

探究学習を １年生各コースの年間目標 １年生各コースとも、 校外活動の実施と外部講師 １年生各コースの目標
通して主体的 に応じて講師を活用し、校外 外部講師の活用と校外活 の活用については１回以上実 に応じた講師を活用でき
な学習態度を での活動も実施し多様性をも 動を１回以上実施する。 Ａ 施できた。校外活動の時期に るよう、早期から準備す
育てる。 たせる。 ついて、日程調整が難しい面 る。校外活動については

Ａ もあった。 早期に計画できるように
する。

「奈良TIME」については、 各コースに応じた「奈 各コースとも「奈良TIME」 「奈良TIME」に関して
総合的な 校外での２時間連続の体験的 良TIME」の教材を実施す Ａ に関わる教材に取り組んだ。 の過去の実践や他コース
学習の時 活動に重点をおいた計画を立 る。 内容の設定が難しいところも の取組の状況を資料やデ
間（探究 て充実を図っていく。 Ａ あった。 ータで共有する。
学習） リーダーシ 発表活動を重視し、レポー グループ活動を４時間 グループ活動は４時間以上、 部屋の配当やスケジュ

ップや交渉力 ト作成、まとめの発表、実演 以上行う。情報収集のた 図書室と情報室も10時間以上 ール管理を徹底する。発
など幅広い人 等、さまざまな形で随時グル め図書館と情報室を10時 Ｂ 積極的に活用できた。しかし 表内容だけでなく、リー
間力を養いな ープ活動を行う。 間以上活用する。 チームワークの形成面で課題 ダーシップ育成の観点か
がら、問題解 Ａ が残った。 らの指導にも留意する。
決能力を育成 図書の利用・情報機器の扱 レポート・実演などの レポートの報告・スピーチ 複数コースの協働を工
する。 い・情報モラルのオリエンテ 発表を学期ごとに１回行 やディベート・演示など様々 夫してみる。また進行管

ーションを実施する。また他 う。 Ａ な形式での発表を行った。計 理などの具体的な指導も
コースとの連携を深め充実を 画的に進めていく能力を育て 行う。
図る。 ることが必要である。

施設・設備の 日常点検により異常箇所の早 危険箇所・緊急性のあ 緊急を要する不具合が２度 定期点検を行い、異常 本校の最大の課題は
修理箇所の把 期発見に努めるとともに、一 るものは迅速に対応し、 発生したが、応急処置・県へ 箇所・危険箇所の早期発 施設設備の充実であ
握を的確に行 斉安全点検結果の不具合箇所 必要な予算は県に要求す Ａ Ａ の緊急予算要求・改修工事を 見に努め、迅速な対応で る。学校の施設・設備

学校事務
い、教育環境 に速やかに安全対策を講じ る。 行い、学校運営への影響を最 施設設備の管理を行う。 を修理改善し、教育環
を整える。 る。 Ａ 小限に抑えることができた。 境を整える努力を継続
学校運営経費 消費税増税に対応するため、 電気使用量と水道使用 電気使用量・水道使用量と 来年度も電気代の大幅 してもらいたい。

の効率的な執 光熱水費・消耗品費等の経費 量を毎月確認し、前年度 Ａ Ａ もに５％以上の削減をするこ 値上げが予定されている
行に努める。 節減に努める。 に比べ５％削減する。 とができている。 ので、引き続き経費節減

に努める。
基本的な生 ＨＲ等の指導を通して始業 各学期における遅刻回 遅刻回数５回以上の生徒が 朝のＳＨＲだけでなく

活習慣を確立 や授業開始時間厳守を徹底す 数５回以上の生徒をなく 数名いた。始業開始時間厳守 授業においても、チャイ
させ、学校生 る。また、教師から積極的に す。 Ｂ Ｂ を徹底して指導した。基本的 ムで授業が始まることを
活の充実に努 挨拶をすることにより挨拶の な生活習慣の確立を図るよう 意識づける。
めさせる。 徹底を図る。 指導を継続する。

早くから進 多くの情報を提供し進路に 小テストにおける合格 小テストにおける合格者は 各教科において、再テ
路への意識を 関する意識高め、授業の予習 者を８割以上にする。 約75％であった。合格点に達 ストを実施したり、個別
高め、自主的 ・復習を徹底させる。各教科 Ｂ していない生徒には課題や補 に課題を提出させたりし
な学習習慣の の課題を確実に提出させ、小 習、再テストを行った。 ながら、粘り強く指導す
確立を図る。 テストを行う。 る。

第１学年 進路指導部と連携して実力 実力養成講座の出席者 参加人数は夏期240名、冬期 夏期休業中に前後半４
養成講座の活用を促す。また を120名以上にする。 150名で、計390名であった。 日ずつ英数国の３教科で
模擬テストに向け計画的な学 Ａ Ｂ Ｂ 模擬テストに向けた学習や復 実施する形態は継続す
習と復習（やり直し・自己採 習は十分ではなかった。 る。模試に対する取組の
点）を徹底する。 改善に向け指導する。

学年集会やＨＲ等を通して 家庭における、平日の ６・11月の調査では平均家 長期休業中に学習記録
学習と部活動のけじめをつけ 平均学習時間を２時間以 庭学習時間は、平日・休日と をつけさせ、その記録を
させ、家庭における学習時間 上、休日は４時間以上に Ｂ も目標を下回った。家庭にお 活用しながら面談を行
を確保させる。 する。 ける学習習慣の定着が課題で い、家庭学習の習慣化を

ある。 図る。
進路への意 個々の生徒に的確な進路情 面談を年間６回以上、 面談週間などを中心に、面 １学期最初の面談の期

識を高め、適 報を与え、ＨＲや面談を通し 実施する。 Ａ Ａ 談を実施した。また、各学級 間と時間の確保を工夫す
切な類型選択 て明確な進路目標を早期に設 の実情に応じて個別面談、学 る。
をさせる。 定させる。 年主任面談も実施した。
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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）

基本的な生 教師から積極的に挨拶する 各学期の遅刻５回以上 遅刻回数５回以上の生徒が 基本的生活習慣につい
活習慣を確立 ことにより、学校・通学時・ の生徒をなくす。 数名いた。学校や通学時にお ては、家庭と連携を図り
させ、学校生 家庭等で爽やかに挨拶し、時 Ｂ いて、挨拶はほぼできている。 ながら継続的に指導す
活の充実に努 間を守ることができる生徒を 時間を厳守することとともに る。
めさせる。 育成する。 指導を徹底する。

修学旅行に際して目標を持 修学旅行実施後のアン Ａ 帰校後のアンケートの結果 生徒にとって有意義な
たせ、有意義な行事になるよ ケートにおいて満足度90 は、「大変よかった」82.3％、 修学旅行になった。事前
うに学習内容を含んだ計画を ％以上にする。 Ａ 「よかった」17.5％であった。 準備を含め、より計画的
たて実施する。 学習内容を含んだ計画をたて に進める必要がある。

目標に沿って有意義な修学旅
行にすることができた。

学習習慣の 日々の学習時間の記録等に 授業アンケートにおい 授業アンケートにおいて家 進路実現に向け、早期
第２学年 確立を図り確 よって学習時間増加を図り、 て授業の準備や課題等に 庭での授業の準備や課題への から目標を明確にさせ

かな学力を身 授業の準備や課題等の提出も しっかり取り組んでいる Ａ 取組は一般教科58％、実技教 る。また、授業の大切さ
につけさせる。 確実に行わせる。 生徒を80％以上にする。 Ｂ 科80％であった。学習時間の を生徒に理解させ、家庭

記録等により家庭での学習に 学習の充実を図るよう指
Ａ 更に取り組むよう指導を続け 導する。

る。
部活動との両立を図り、積 実力養成講座の参加者 実力養成講座の参加者は熱 学習と部活動との両立

極的に実力養成講座等を受講 を120名以上にする。 Ａ 心に取り組んだ。参加人数は に向け、進路指導部、各
させる。 夏期73名、冬期107名、計180 部との連携をより密にす

名であった。 る。
生徒の主体 生徒に的確な進路情報を与 面談を年間６回以上実 面談週間を中心に、５回の 多様な進路選択に向け

的な進路選択 え、ホームルームや面談を通 施する。 Ｂ Ｂ 面談を実施した。各組の実情 より詳細な資料提供を行
について適切 して、科目選択・進路目標を に応じて個別面談を実施した。う。
な指導を行う。 早い時期から考えさせる。

基本的生活 挨拶の励行を徹底し、不注 各学期遅刻５回以上の 継続的に指導したが、１・ 規範意識の向上には継
習慣の確立と 意な遅刻をなくさせ、最高学 生徒をなくす。 ２学期において遅刻回数５回 続的に指導していく必要
規範意識の向 年としての自覚ある行動を促 Ｂ Ｂ を超える生徒が数名いた。受 があり、ＳＨＲや学年集
上を図る。 す。 験勉強による不規則な生活に 会などを更に活用する。

陥らないよう注意喚起をした。
自主的な学 授業を大切にし意欲的に授 授業アンケートで授業 授業アンケートの結果、授 進路実現に向けて、２

習習慣の確立 業に取り組む姿勢を身につけ に意欲的に取り組んでい 業に意欲的に取り組んでいる 学期以降、学習意欲が格
を図る。 させ、学力の伸長を図る。 ると答える生徒を９割以 生徒は一般教科で72％、実技 段に高まった。早期に進

上にする。 Ａ 教科で92％であった。大変意 路目標を設定し、意欲的
欲的に取り組む生徒が3～4%増 に学習に取り組ませ、学

Ａ 加している。 力の向上を図る。
部活動との両立を図りなが 夏期実力養成講座と２ 実力養成講座を積極的に受 ＨＲ等で受験科目に対

ら、積極的に実力養成講座を 学期実力養成講座の延べ 講するよう指導した結果、夏 する取組を徹底させ、実
第３学年 受講させ、進路目標の実現ま 参加者を450名以上にす Ａ Ｂ 期に623名、２学期に347名が 力養成講座の受講継続を

で努力を継続させる。 る。 申込んだ。受験科目等の変更 含め、目標の実現に向け
で欠席が増えた講座もあった。指導を継続する。

進路目標の 進路目標に向けて努力を続 第１志望の進路希望が センター試験には324名が受 キャリアデザインにつ
実現に努める。 けチャレジさせ、進路指導部 実現できた生徒を90％以 験し、目標に向かってよく努 いてもしっかり考えさ

と連携しより高い目標の実現 上にする。 力した。学校改善アンケート せ、最後まで粘り強く取
に向けて取り組ませる。 Ｂ で、「入学させてよかった」 り組むよう指導する。

と保護者が思っている割合が9
Ｂ 7%あり、進路先も概ね満足を

得るものになっている。
「受験は団体戦」の考えを 放課後における学年会 学年集会を５回、会議・打 クラスの受験に対する

基にして、学年内の連携強化 議、打ち合わせ、集会を ち合わせを12回実施した。学 雰囲気作りが大切であ
を図り、学年全体で取り組む 毎月３回以上行う。 Ｂ 年集会では、志望校合格を目 る。学校行事にも積極的
体制を築く。 指して様々な啓発を行い、向 に参加し、まとまりのあ

上心の育成に努めた。 る集団を構築する。


