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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。

○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、表現力等の力を育み、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26年度の成果と課題 本 年 度 重 点 目 標 具 体 的 目 標
一人一人の生徒が学力 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

を伸長させ、進路目標の実 充実に努め、生徒一人一人の学力を具体 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を促進し、一層の
現に向けた様々な取組によ 的に伸ばして夢と希望の実現を図る。 学力の伸長につなげる。また、早い段階から生徒の将来設計や自己実現への意識づけを図り、
り、顕著な進路実績を残す 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
ことができた。近隣小中学 推進する。
校と連携した清掃活動や市 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、
内小学校での体力テスト実 能力の育成を図る。 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る心
施補助等、地域に貢献する 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。また、様々な危険や事案に対して
活動を実施した。「授業研 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。
究の週」がより効果的で有 「地域と共にある学校づくり」を進め 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
意義となるよう、研究討議 ながら、社会性や奉仕の精神を養い自立 る教育活動を工夫し、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
の実施などを通じて授業力 した社会人を育成する。 い、自立した社会人を育成する。
の一層の向上を図る。登下 各分掌・学年等の組織として対応する 校務各分掌・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、各分掌等の
校時の交通安全指導や通学 力の充実を図り、マネジメントサイクル 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、学校評価や学校改善アンケート等
マナー指導をさらに徹底し を有効に機能させて確実に改善と充実を 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、検証と改善を進めること
ていく。 進める。 により、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87.4％ 本校教育の方向性につ 文武両道に励み、
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 の賛意であった。保護者が望 いて保護者の意向をくみ 学習と部活動の両立
活動等を通じ け、知徳体の調和のとれた教 校づくりができている Ｂ む学校像に近づけるための更 上げられるよう、アンケ を果たしている。
て、自立した 育を行う。 か」の質問に対し、95％ なる努力が必要である。 ート等をできるだけ精査
社会人の養成 以上の賛同を得る。 Ｂ し、教育活動に生かす。 外国の高校生と比
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 授業評価アンケートで73.6 より生徒の進路希望に 較して日本の高校生

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 は学習時間、意欲が
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める する。また授業の改善や 低下している。意欲
する教育課程を工夫し編成す るか」の質問に対して80 ようにする。 工夫を意欲的に進める。 づけを工夫する必要

学習指導 る。 ％以上の賛同を得る。 がある。
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81.7 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 「学力向上を図るため、 Ｂ ％の賛意を得た。今後も更に 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 適切な授業を行っている Ｂ 学力の向上を図るため、わか しやすい授業を行う。
意欲的な学習 改善に取り組む。 か」の質問に対し、90％ りやすい授業を目指す。
の定着を図る。 以上の賛同を得る。 Ｂ

授業を大切にするととも 家庭学習時間調査を行 家庭学習時間調査を実施し 「予習→授業→復習」
に、家庭学習の重要性を伝え、い、１・２年生の家庭学 Ｃ た結果、１年生は平均76分、 の学習サイクルが習慣づ
「予習→授業→復習」の学習 習時間の平均を２時間以 ２年生は平均105分であった。 くよう指導する。
サイクルを習慣づける。 上にする。 家庭学習の重要性を伝えたい。

授業力の充 「授業研究の週」を年間５ 教員による授業見学 授業見学を４回以上行った 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 教員は65％であり、一定の環 時間割変更を行い、当該
力の伸長を図 究を行い、教員の授業力を向 以上行う。 Ｂ Ｂ 境作りが必要である。また、 教科の教員全員がより多
る。 上させる。 教科内で研究協議も行う。 く授業参観できる体制を

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）

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 生徒の挨拶は大きくなりつ すべての生徒が、自分 遅刻を繰り返す生
徒指導に対す 声かけにより、校内・校外問 や自己評価を100％にす つあるが、教員からの挨拶や から先に挨拶ができるよ 徒には、余裕を持っ
る共通理解を わず挨拶ができるようにす る。 Ｂ 声かけがさらに必要と思われ う継続して声かけを行 て登校するよう指導
を図る。 る。 る。 う。 する必要がある。

あらゆる機会を通して、時 遅刻を前年度比25％減 朝のわずかな時間の遅刻が 遅刻多数の生徒に対し
間厳守を呼びかけるととも にする。 Ｂ まだ見うけられる。時間に余 て個別指導の徹底を図 学校での生徒に対
に、遅刻生徒の個別指導を行 Ｂ 裕を持って行動することを徹 る。 する指導が行き届き、
い、その徹底を図る。 底することが必要である。 生徒の間で規律が息

清掃活動の徹底や学期目標 通学路や校内のゴミ等 部室やその周辺、トイレ等 部活動部員が率先して づき、落ち着いた教
を設定するなどして生活マナ をゼロにする。 Ｂ の清掃がまだまだ行き届いて 環境美化活動を推進して 育環境が保たれてい
ーの向上を図る。 いない。 いけるよう指導する。 る。

規範意識の 定期的な身だしなみ点検を 生徒アンケートにおい 比較的落ち着いているよう 全職員が共通指導を行
涵養を図る。 実施し、服装・頭髪等を整え て、身だしなみの評価を Ｂ には見えるが、服装・頭髪等 い、さらなる規範意識向 自転車通学時の交

生徒指導
させる。 100％にする。 不完全な生徒が一部見られる。上に努める。 通ルールやマナー等

公共交通機関や通学路にお 生徒アンケートにおい Ｂ Ｂ 公共交通機関や通学路にお 駅・交差点等での立哨 安全指導の徹底を。
けるマナー指導を徹底する。 て、マナーの自己評価を Ａ けるマナーは、かなりしっか 指導を行い、マナーの維

100％にする。 りできている。 持向上に努める。 いじめ問題に対し、
事故防止と 交通安全・防犯講演会等を 登下校時の事故や犯罪 自転車通学、バイク通学生 警察等と連携して、今 いじめをキャッチす

緊急時の適切 実施し、安全な登下校と緊急 被害をゼロにする。 Ｂ 徒集会を実施し指導した。自 後、交通安全・防犯講演 る感性を日頃から磨
な対応力を養 時の対応について指導する。 転車による事故は年間で複数 会等実施し指導してい いておくことが大切
成する。 回あった。 く。 である。

交通安全やスマートフォン 学校改善アンケートに Ｂ 成績発送や面談等にあわせ 生徒にも保護者にもわ
等における問題について啓発 おいて、生徒指導に関す Ｂ て必要な文書を配布し、啓発 かりやすい内容を吟味
文書を配布し、家庭との連携 る理解度を90％以上にす に努めた。 し、啓発していく。
を図る。 る。

教育相談の 校内の連携はもちろん、家 悩みを抱える生徒や不 面談はもちろん普段の様子 個人面談だけでなく、
充実に努める。 庭や専門機関との連携も深 登校傾向生徒等につい から生徒の状況を早期に把握 授業や部活動での様子な

め、心身の悩みを抱えた生徒 て、早期の適切な対応と Ｂ Ｂ し、心のケアに努めた。 どについても情報交換を
の早期発見と適切な指導を行 改善を図る。 密にし、全職員で指導し
う。 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）

早い時期か 模試の前後にクラス担任や 模試の復習をする生徒 模試の過去問を配布し、事 模試の前後に、クラス
ら進路に対す 教科担当と連携して、模試デ を90％以上にする。 前学習をさせた。復習は、１･ 担任や教科担当と協力し
る高い意識を ジタルサービスの利用も含め Ｃ ２年生で「いつもまたは時々 ながら、模試デジタルサ
もたせる。 て事前準備や復習をするよう した」が32％、「少しした」 ービスの利用も含めてさ

に啓発する。 が42％であり、さらに徹底さ らに啓発し、意識を高め
Ｂ せる必要がある。 る。

生徒向けに進路ニューズレ ニューズレター「進路 進路ニューズレター「進路 各学年とも、早い時期
ター「進路のすゝめ」を発行 のすゝめ」を年間５回以 のすゝめ」を学年ごとに内容 から進路に対する意識を
し、進路に対する意識を高め 上発行する。 Ａ を変えて計５回発行した。よ さらに高められるよう
るきっかけにする。 り多くの生徒に内容を浸透さ に、内容や方法を工夫す

せる必要がある。 る必要がある。
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・２ 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 の平均時間を２時間以上 年生ともに平均は２時間に達 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 にする。 Ｃ しておらず、さらなる啓発が 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 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年生の模試の英 模試の全体結果を各教科と 模試の全国偏差値を上
分析を行い、教科や学年と連 語・数学・国語の全国偏 連携して分析し、先生方に報 げるためには、日頃の授

進路指導 携しながら、１・２年生の生 差値をそれぞれ全国平均 Ｂ Ｂ Ｂ 告できた。模試の偏差値は１ 業だけでなく家庭学習が
徒の学力を向上させる。 以上にする。 ２年生とも１月模試で、英語 重要であり、学校全体で

・国語は全国平均以上を上回 家庭学習の習慣を身につ
っている。 けさせる。

放課後や休日に実施する実 ３年生の夏期および２ 各教科の協力を得て講座を 各教科の協力も得なが
力養成講座をさらに充実した 学期の実力養成講座の参 実施できた。３年生の講座参 ら内容を充実させるとと
ものとし、進路実現に向けて 加率を７割以上にする。 Ａ 加率は70％であった。１・２ もに、各教科からも講座
生徒の意欲を最後まで持続さ 年生も含め、さらに参加者を への参加を呼びかける。
せる。 増やしていきたい。

一人一人の 進路説明会や大学見学会、 進路目標が未定である 進路説明会や進路セミナー 説明会等のほか、日頃
適性等に基づ 進路セミナー等、将来の進路 生徒の割合を、１年生の 等を実施し、進路選択につい からクラス担任からも進
く進路選択を について考える機会を積極的 ３学期で20％以下、２年 Ａ て考える機会を作った。進路 路に対する意識を高めら
させ、進路目 につくり、進路目標を持たせ 生の３学期で５％以下に 目標が未定の生徒は、１年生 れるような話をしてい
標の実現を図 る。 する。 Ａ で20％、２年生で５％である。 く。
る。 生徒・保護者向けに「進路 「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

だより」を発行して、進路決 ごとに、１・２学期それ 績送付や三者懇談会にあわせ により、有益な進路情報
定に役立つ情報を発信し、進 ぞれ２回以上発行する。 Ａ て「進路だより」を発行し、 を迅速に提供し、進路目
路目標の実現につなげてい さまざまな情報を提供できた。標の実現に繋げていく。
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、行 広報活動を年間８回以 奉仕活動の機会を増やし、 来年度も奉仕活動を継 群鳩祭の案内を学
人の自主性・ 事や奉仕活動を企画するとと 上行う。 体育大会の部活動対抗リレー 続させ、さらに参加者が 校評議員に送付して
創造性・協調 もに、全校生徒に協力を呼び Ａ の持ち方を見直した。生徒会 増えるように、事前の広 もらい参観させても
性を育成し、 かける広報活動に積極的に取 広報誌は、第８号まで発行で 報活動を充実させる。 らった。
学校行事の活 り組ませる。 Ａ きた。
性化を図る。 文化祭の全体行事の設備を 事後アンケートにおい 文化祭の事後アンケートに 全体行事の設備改善に 美術室に展示され

見直し、展示や発表部門を充 て文化祭全体行事に対す Ｂ おいて生徒の94.4％が全体行 ついては、好評であった ていた絵のレベルは
実させ、全員参加の魅力的な る生徒の肯定的評価を95 事に対して肯定的評価であっ ので、来年度は内容を見 大変高かった。
内容を作り上げる。 ％以上にする。 た。 直す。

「地域と学 生徒会が中心となって周辺 合わせて年間８回以上 募金活動を４回、挨拶運動 活動に協力できる生徒
校とのつなが 地域での挨拶運動、学校行事 行う。 Ａ を３回、文化祭の広報活動を がさらに増えるように、

特別活動 り」を意識さ の広報活動、各種の募金活動 １回、清掃活動を１回、署名 事前指導を充実させる。
・部活動 せ、社会性や などに取り組む。 Ａ 活動を２回実施した。

奉仕の精神を 地域連携委員会が主体とな 合わせて年間８回以上 高田市内の小学校・中学校 他団体との活動が長続
養わせる。 り、地域の小学校・中学校・ 行う。 Ａ ・高校・病院・市役所と連携 きするように、活動体制

病院等と連携し、地域の清掃 Ａ し、地域に貢献する活動を11 をしっかりと作り上げて
活動や交通安全運動等の活動 回行った。 いく。
を推進し、規範意識を醸成す
る。

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 部活動集会の内容を見
して規範意識 議を通して、規律やマナーの %にする。 議を行い、挨拶の徹底や外ト 直し、規律やマナーの大
を高め、社会 大切さを指導し、挨拶や部室 Ｂ Ｂ イレ･部室周辺の清掃等につい 切さを理解させ、生徒の
で生きる基礎 周辺の清掃、節電を徹底させ て指導した。挨拶ができる生 意識を高める。
力を身につけ る。 徒は増えているが、清掃につ
させる。 いてはまだ不十分な点がある。

ＨＲを通し 人権教育ＨＲにおいて、今 知識の導入だけでなく 年度を通して、1年生では補 今日的な個別の課題と
て人権感覚を 日的なテーマ（いじめ、スマ 感性に訴える視聴覚教材 助資料、2･3年生では視聴覚教 して、「性的マイノリテ
身につけさせ、 ホを巡る問題、男女共生など）・補助資料を各学年１回 A 材を有効に活用して、各テー ィ」をテーマとした研修
生徒参加の人 をとりあげ、心に響くＨＲの 以上活用する。 マの人権教育ＨＲを指導・展 を実施する。
権啓発活動の 充実を図る。 開できた。
充実を図ると ヒューマン・ハート委員会 関係団体行事への生徒 団体行事への生徒の参加は、 団体行事への生徒の参
ともに、教職 の年間活動内容を示し、役割 の参加を年間２回、人権 A A ３回。人権標語の掲示とニュ 加人数の増加とニューズ
員の実践力を 分担を徹底し、活動を充実さ 啓発標語とニューズレタ ーズレターの発行は、予定通 レター（記事）の指導ポ
高める。 せる。 ーを年間６回発行する。 り実施できた。 イントの充実に努める。

年間の各種研究団体の講演 各種研修会･講演会へ 先生方の積極的な参加（の 一人でも多くの参加を
人権教育 会等の一覧表を作成し、教職 の参加率を30％以上にす A A べ40名、約60％）で目標を大 めざして、継続していく。

員の各種研修会への参加を促 る。 きく上回った。
し、実践力の向上を図る。

ＰＴＡとの 教職員･ＰＴＡ合同研修会、 保護者の参加を50名以 保護者の積極的な参加（研 案内状に講師や内容を
連携を深め、 人権教育講演会への保護者の 上にする。 A 修会18名、講演会33名 合計5 詳しく紹介し、参加意欲
保護者ととも 参加を増やす。 1名）で、予定通りの実績を達 を高め、参加者をさらに
に人権啓発の 成できた。 増やす。
充実を図る。 校内人権作文集を配布し、 前年度の人権教育講演 A 保護者から54件の感想文提 イラスト（生徒作成）

保護者からの感想文の提出を 会の内容もあわせて掲載 出があった。 と作文内容の整合性を考
通して、保護者への啓発を進 し、保護者の感想文の提 A 感想内容は、生徒の感性に 慮して、さらに充実させ
める。 出を50件以上にする。 賛同･感心するものばかりであ る。

った。
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 奨学金･給付金ともに希望者 今後とも、確実･迅速

扱いについて 高校給付金の事務手続きを迅 切な対応を申請希望者全 については、個別に対応し、 に対応する。
奨学金 確実・迅速な 速かつ正確に行う。 員に行う。 A A A 申請手続きを行った。

対応を図る。 卒業予定者についても、同様
に手続きを完了できた。
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読書習慣を 知新館のオリエンテーショ 「知新」は年９回、「知 「知新」は年９回、「知新 今後も読書に興味･関 １年かるた大会か
定着させる。 ンや図書広報紙「知新」・「知 新増刊号」は各学期に１ 増刊号」は各学期に１回予定 心をもてるよう、継続し るた大会は生徒が意

新増刊号」の発行を通して、 回、「マーサータイム」 Ａ 通り発行することができた。 て広報活動を行い、内容 欲的に取り組み、古
読書週間「マーサータイム」 に呼応して発行する。 いずれも図書委員が発行に携 を充実させていく。 典に親しむよい機会
を充実させ、読書に興味をも わり、様々なジャンルの本を となっている。
たせる。 紹介することができた。

広報コーナーで取り扱う特 図書委員による会議室 図書委員による会議室前広 タイムリーな話題も取
集テーマに図書委員の活動を 前での広報活動を２回以 Ａ Ａ 報活動は、春秋の読書週間及 り入れながら、さらに内
取り入れ、広報紙とともに、 上行い、知新館利用者数 び行事に関連して、計４回行 容を充実させる。
図書紹介に力を入れる。 を増やす。 った。
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、体験記、読書 各教科と連携し、生徒

と連携し、読書感想文または 感想画のレベル向上をめ Ａ 感想画の提出率は100％であ が自分なりの表現ができ
読書感想画を１・２年生の夏 ざし、提出率を90％以上 る。本年度は読書感想画の入 る機会を紹介していく。

読書指導 期課題として提出させる。 にする。 賞者が多かった。

・
芸術・文化 芸術鑑賞会の内容を毎年度 事後アンケートを行 本年度は1月に演劇で実施し 生徒の鑑賞希望ジャン

への理解・関 変化させ、本物の芸術（音楽、い、「芸術文化に対する た。事後アンケートでは97％ ルも考慮しながら、本物
文化学習 心を深める。 古典芸能、演劇など）に触れ 理解や関心が深まった」 Ａ Ａ の生徒が「理解・関心が深ま の芸術に触れる機会を作

る機会とする。 と回答する生徒の割合を った。」と回答した。 っていく。
80％以上にする。

第１学年及び国語科と連携 事前に１回は各クラス 国語科との連携、３年生の 年間計画時にかるた大
し「１年かるた大会」を実施 毎にかるた大会を実施 B A 審判・準備協力により実施で 会向け HR を確保し、関
し、古典に親しむ機会とする。し、関心を高める。 きた。事前にクラス毎に実施 心を高めていく。

することはできなかった。
「知新のつどい」の実施日 「知新のつどい」を、 「知新のつどい」を各学期 生徒参加型のワークシ

や内容を考慮し、できるだけ 各学期に１回実施し、参 Ａ に1回実施した。参加生徒総数 ョップを中心に様々な講
多くの生徒が関心をもって参 加生徒総数を150名以上 150人以上を達成することがで 座を実施できるよう、内
加できるようにする。 にする。 きた。 容を検討する。

図書委員会 図書委員に、図書の貸出や 最後の委員会で自己評 図書委員は、自分の役割分 自分の役割分担だけで
の活動を充実 返却の対応、図書広報紙「知 価をさせ、図書委員の役 担である貸出・返却への対応 なく、活動の企画・運営
させる。 新」・「知新増刊号」の作成、 割達成度を80％以上にす Ａ Ａ や、広報活動に自主的に参加 にも図書委員が取り組め

「知新のつどい」の運営に自 る。 した。 るよう指導していく。
主的に参加させる。

学校ホーム 卒業生が大学や実社会で活 すべてのページを更新 ﾄﾋﾟｯｸｽだけで年間40件掲載し 保護者への配布文書を ＨＰのアクセス回
ページを通し 躍している様子を掲載するな する。(変更の必要ない た。今年から保護者配布文書 今年以上に掲載してい 数が前年度並みをキ
て、保護者や ど、ＨＰの内容や構成を改善 ページを除く) B の実物を PDF ファイルで掲載 く。学校 Web 用に各学 ープできていること
地域の方々に する。また、ページの更新を するなどの改善をした。 年ごとの配布分について は評価できる。
本校への理解 随時行う。 B も入手する。
を深めてもら 多くの印刷物に検索窓の画 アクセス回数が昨年度 検索窓画像も利用されずに、 生徒・保護者が必要な ＨＰの今月の言葉
う。 像を載せるなど、アクセス回 末のデータと比べ５％増 Ｂ アクセス回数は横ばいである。情報をｱﾝｹｰﾄ調査し、内 は示唆に富み、気づ

数が増えるように工夫し、解 をめざす。 解析調査も昨年並みである。 容の改善を図る。 かされることが多い。
析調査を行う。

「学校案内」、 「学校案内」を中学生の目 掲載写真の50％以上を 「学校案内」の写真の約50％ さざんかホールでの内 ＨＰには同窓会の
オープンキャ 線でより視覚的に充実させ、 更新する。また、県内の を更新できた。また、県下106 容を見直し、高校ででき ページもある。同窓

広報活動
ンパスを通し わかりやすいものにする。 中学校の40％以上を訪問 B 中学校のうち52校に訪問して、ることは高校で行い、よ 会は創立100周年に向
て本校の特長 部活動の見学場所･時間を明 し、「学校案内」を配布 B B 配布することができた(49％)。り長い時間、部活動見学 けて、学校の応援団
に対する理解 示してオープンキャンパスの する。 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽに対する満足度は を含めた見学ができるよ として尽力していき
の充実を図る。 参加者に満足いただけるよう 事後アンケートを実施 92.5％であった。ただし、高 うにする。 たい。

内容をさらに充実させる。 し、満足度90％以上をめ 校への移動後の部活動見学は
ざす。 そこに含まれていない。

学校改善ア 質問項目を検討し、本校 質問項目の改善を検討 質問数を減らし、片面印刷 全般的な設問よりも絞
ンケート結果 の教育活動について、保護者 し、３項目以上の更新を とした。新たな質問は１項目 り込んだ設問によって保
の活用を図る。 の意見を伺う。また、これを 行う。 C C にとどまった。回答のうち記 護者が回答しやすくし、

活かし、改善点を年度末総括 述による保護者の意見を多く 課題を把握する。
で表し、次年度の重点目標設 取り上げた。設問が明確でな
定につなげる。 いとﾃﾞｰﾀ値にぶれが生じる。
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新体力テス 体育の授業においては、体 新体力ﾃｽﾄのＡ評価を、 新体力ﾃｽﾄのＡ評価は全体の 体つくり運動等を継続 精検受診率において
トの結果を踏 つくり運動を積極的に取り入 全体の10％以上にする。 13.5%と目標を上回り、昨年 して実施し、個々の体力 歯科が25.5%と目標
まえ、体育の れ、個々の体力の向上を図る。 Ａ の9%より向上した。体育授業 の向上につとめる。 を下回っている。健
授業・体育行 時に体力つくり運動等を積極 康の大切さを指導す
事の内容の充 的に実施できた。 る必要がある。
実を図り、体 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男 体育系部活動の加入率
力の向上やス 上させる。 を男子70％以上、女子20 子77%、女子26.8%と目標を を向上させるとともに、
ポーツライ ％以上にする。 上回った。また、ｿﾌﾄﾃﾆｽ部及 文武両道を図らせる指導
フを継続する Ａ び水泳部でｲｱﾝﾀｰﾊｲに出場し、 に取り組む。
資質や能力を 身体障害者世界大会に水泳部
育てる。 A が出場し、銅ﾒﾀﾞﾙを獲得した。

体育行事を、生徒が自主的 体育・ｽﾎﾟｰﾂ好きの生 新体力ﾃｽﾄのｱﾝｹｰﾄで体育・ｽ 全ての生徒が体育・ｽ
に企画・運営できるように、 徒を90％以上にする。 ﾎﾟｰﾂ好きの生徒は90%以上で ﾎﾟｰﾂ好きになるよう努め

健康安全 実施種目を考えさせる。 あった。また体育的行事は、 る。体育的行事は生徒の
Ａ A 生徒はﾏﾅｰを守り、自主的に取 自主性を尊重しながら、

り組めた。体育大会では、生 球技大会や体育大会の実
徒が実施種目の一部変更を考 態や課題から来年度に向
え実施できた。 けて改善を図っていく。

生涯を通じ 健康診断により健康状態を 精検受診率を昨年より 心電図精検受診率100%、眼 個別指導を粘り強く実
て健康な生活 把握し改善に努め、自己管理 向上させる。（心電図10 科32%と目標を上回った。し 施し受診漏れがないよう
を適切に管理 能力を高める。 0％・眼科30％・歯科30 Ｂ かし、歯科25.5%、尿検査36. につとめる。保健だより
していく資質 ％・尿検査45％） 4%と目標を下回った。 等で啓蒙活動につとめ
や能力を育て B る。
る。 生徒対象の救急法の講習を 運動部員の90％以上受 警報のため１回目が中止と ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄの時期と

実施し、ＡＥＤの使用法や心 講させる。 Ｂ なった。２学期始業式後メデ 予備日についての検討が
肺蘇生法等を理解させる。 ィカルサポートを実施し、運 必要である。

動部の90%以上が受講した。
環境美化に 日々の清掃や美化を徹底す 通常清掃についての実 監督分担･清掃範囲などの変 清掃評価表などをもと ﾌﾟﾗﾝﾀｰの植え替えの

対する生徒の る。大掃除においては区域の 態調査を年に２回実施し 更点をふまえ３回実態調査を に広く意見を聞き、さら 際、西洋の花だけで
意識を高める。 拡大や重点目標を設ける。 柔軟に対応する。 A 実施した。広域箇所の監督･生 に分担等を検討する。 なく、万葉集に歌わ

A 徒の人数割りに課題が残った。 れている日本古来の
通学路を中心に数ｺｰｽに分 天候を考えて年間４回 １，２学期に計画通りに３ 委員会での取組と学校 可憐な花の植樹も指

かれて地域清掃を実施する。 計画し、３回は実施でき A 回実施した。委員会活動と学 行事としての取組を明示 導して欲しい。
るようにする。 校行事が不明確であった。 する。

防災教育の 地震・火災避難訓練を消防 避難開始後12分以内に 地震･火災避難訓練を雨天の 消防署との関係で予備
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 ため、雨天用の計画で実施し 日を取りにくいので他の

し、日頃の訓練を通して実践 る。 た。ｼｪｲｸｱｳﾄ訓練･緊急地震速 訓練の時に移動訓練を入
的学習の充実を図る。 報訓練を実施した。 れる。

美化委員会 ３年生は地域清掃や避難訓 避難訓練で消火器訓練 美化活動に主体的に参加し 主体的な態度を取れる
活動の活性化 練などにおいてﾘｰﾀﾞｰとして に参加する。地域清掃で 地域清掃などでｸﾞﾙｰﾌﾟのﾘｰﾀﾞｰ 機会が少ないので、継続

環境美化 を図る。 主体的･積極的に参加する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟのﾘｰﾀﾞｰとして主 A A として率先して活動したが、 して取り組んでいく。
体的に活動する ３年全員の意識までにならな

かった。
２年生は防災に関する啓発 学期に１回、広報紙ま A 美化委員による防災の広報 広報紙だけでなく視覚

のための広報活動を積極的に たはポスターなどを制作 A 紙を２回発行し、作成したポ 的な情報での提供の方法
行う。 し掲示する。 スターを校内掲示した。 を工夫する。

１年生はﾌﾟﾗﾝﾀｰの植え替え 年に２回ﾌﾟﾗﾝﾀｰの植え ２回の植え替えを実施した。 ﾌﾟﾗﾝﾀｰへの植樹以外に
を行い、校内の美化や緑化を 替えを行う。 A さらに年間を通じて美化を推 生徒の主体性を育てるた
意欲的に推進する。 進する必要がある。 め自分達で考えさせる。

清掃用具・ 学校施設設備の安全点検を 一斉安全点検を年８回 奇数月の定期安全点検と入 安全点検を各担当者に
用品の充実お 定期的に実施し、事務室と連 実施する。 試前の特別点検を実施した。 よるﾊﾟｿｺﾝ入力に変更す
よび営繕の迅 携をとりながら修理･改善を A A 迅速な営繕をはかったが点検 る。
速化を図る。 図る。 表の回収に時間がかかったり 重要な案件には要望書

営繕に限界があり、改善でき をつけるなどする。
ない部分があった。
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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）

教育・教職 小学校体験実習の前に教育 生徒アンケートにおい 小学校体験実習に対し肯定 事前学習が十分とれる
に対する理解 ・教職及び児童心理学につい て、肯定的に回答する生 A 的な回答は100%であった。事 ようシラバスの再構築を
を深めつつ、 て専門家から学び、実習を充 徒を90%以上にする。 前学習にもう少し十分な時間 行う。
積極的に学ぶ 実させる。 を確保することが課題である。
意欲やコミュ 野外活動体験学習を行い、 生徒アンケートにおい 野外活動体験学習に対し肯 目標・目的の達成する
ニケーション 自主性・社会性の育成を図 て、肯定的に回答する生 A 定的な回答は100%であった。 ため、実際大学に赴き、
能力を高め豊 る。 徒を90%以上にする。 連携大学の学生と多くの交流 内容についての打ち合わ
かな人間性を 時間を設けることができた。 せを行う。
育む。 幼稚園ふれあい体験を行 生徒アンケートにおい 幼稚園ふれ合い体験に対し 今年度、10周年記念講

い、園児たちとの交流を通じ て、肯定的に回答する生 A 肯定的な回答は100%であった。演会のため9月に実施し
て、保育への理解を深める。 徒を90%以上にする。 実施時期の再検討が必要。 たが来年度は調整する。

大学等からの出張講義、宿 生徒アンケートにおい A 出張講義に対し肯定的な回 年度当初に教育探究Ⅰ
泊研修、地域の方々との交流 て、肯定的に回答する生 A 答は100%であった。時間割変 の曜日調整を行う。
等体験的学習を充実させる。 徒を90%以上にする。 更で多くの先生方の協力が得

られた。
教育 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、ディベート 事前学習を充実させ、

コース 学習、討論、スピーチ大会、 ンケートにおいて、肯定 A A 学習対し肯定的な回答は100% 生徒が意欲的に学習に参
地域活動等、生徒が主体的に 的に回答する生徒を90％ であった。コミュニケーショ 加できるよう、シラバス
取り組む学習を充実させる。 以上にする。 ン能力が向上したと考える。 の再構築を行う。

地域活動や大学等での研修 科目「地域活動」にお 35時間を超えた生徒は３名 地域の児童館や野外活
講座に積極的に参加させ社会 いて単位を認定できる生 C であった。延べ106名の生徒が、動センターと連携し、生
性を育成する。 徒を８名以上にする。 総時間508時間の各種学習に意 徒が意欲的に参加できる

欲的に参加した。 よう工夫する。
大学との連 大学入試に対応した小論文 教育系大学及び教育系 教育系大学及び教育系学部 大学入試に対応した面

携を強め、進 や面接、集団討論対策のため 学部の進学率を90％以上 B の進学率が82%であった。 接学習(集団討議等)の時
路実現に向け の学習活動を充実させる。 とする。 間を充実させる。
た取組を一層 連携大学からの学生を受け 学生を年間10名以上受 B 野外活動体験学習の学生ボ 卒業生を招集し、各学
充実させる。 入れ、進路に関わる講話等も け入れる。 B ランティア５名を入れ、教育 年１回は先輩から話を聞

学習活動に取り入れる。 系大学の学生７名と交流した。かせる。
教育コースの 教育コースの取組の内容を WEBページの更新を学 出張講義毎、各行事毎に更 教育コースの教育内容

取組及び内容 学校ホームページに掲載す 期に５回以上行う。 A A 新し、合計27回更新し、教育 がより分かりやすくなる
の広報を一層 る。 コースの教育内容がわかるよ よう工夫する。
充実させる。 う工夫した。

探究学習を 専門家の招聘や、現地学習 外部講師の活用と校外 外部講師の活用と校外活動 講師の選定や現地学習 東大寺での英語ガ
通して主体的 の機会を設けて、学習への意 活動を１回以上実施す A を１回以上実施できた。 の行き先についてさらに イドの取組は素晴ら
な学習態度を 欲を高める。 る。 研究する。 しい。将来に向けて
育てる。 コースの特色に応じた「奈 年間計画の中で奈良の文 A 各コースで工夫し、奈良の どのコースも充実した の生きる力を養成す

総合的な 良タイム」の取組を実施し、 化や歴史、地誌や環境に関 A 文化や歴史、地誌や環境に関 取り組みを行っている ることに繋がる。
学習の時 地域に根差した学習を行う。 わる学習を実施する。 A わる学習を実施した。 が、他コースや他校の取
間(探究) り組みも参考にする。

リーダーシッ グループ活動を重視し、さ 各学期においてグルー グループ活動をさまざまな 活発に活動している
プや交渉力など まざまな形での活動を行わせ プでの活動を必ず実施す A 形で積極的に実施できた。 が、さらに自主性を伸ば
幅広い人間力を る。 る。 A せるよう支援する。
養いながら、問 発表活動を重視し、レポー 各学期において諸形式 レポート発表や実演など、 可能であれば、コース
題解決能力を育 ト発表や実演など、多様な形 での発表を必ず実施す A さまざまな形式で最終発表を を超えた聞き手への発表
成する。 式の活動に取り組ませる。 る。 行った。 も考える。

施設・設備 日常点検により異常箇所の 危険箇所・緊急性のあ 武道場前水道管破裂の際に 定期点検を行い、異常
の修理箇所の 早期発見に努めるとともに、 るものは迅速に対応し、 は、直ちに止水工事を行い緊 個所・危険箇所の早期発
把握を的確に 一斉安全点検結果の不具合箇 必要な予算は県に要求す Ａ Ａ 急予算を県に要求した。また、 見に努め、必要な予算を
行い、教育環 所に速やかに安全対策を講じ る。 窓ガラスやトイレなど必要な 確保しながら迅速な対策

学校事務 境を整える。 る。 Ａ 個所から対策をとった。 を講じる。
学校運営経 電気料金値上げに対応する 電気使用量と水道使用 電気使用量は前年度並みだ 消費税率のアップも控

費の効率的な ため、光熱水費・消耗品費等 量を毎月確認し、前年度 Ｂ Ｂ ったが新電力への切替で金額 えており、引き続き経費
執行に努める。 の経費節減に努める。 に比べ５％削減する。 は削減。水道は微減に留まっ 節減に努める。

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 始業・授業開始時間の厳守 個々に応じた面談や声 各学期において、不注意に 全教員が、徹底した指
活習慣を確立 と挨拶の励行を徹底する。 かけ等により、各学期に A よる遅刻５回以上の生徒はい 導を継続していく。
させる。 おいて不注意な遅刻５回 なかった。

以上の生徒をなくす。 A
生徒観察・生徒理解に努 学年通信を年間10回以 計画どおり、学年通信を13 今後も継続して発行し

め、保護者との連携を密にす 上発行し、学校の様子等 A 回発行した。３月に最終号を ていく。
る。 を周知する。 発行予定である。

進路意識の 部活動との両立を図り、定 授業アンケートにおい アンケート結果はかなり下 面談を充実させ、家庭
向上を図り、 期考査や模擬テストに向けた て「授業の準備や課題等 回った。学習と部活動との両 学習の習慣化を図る。ま
学習習慣を確 計画的な学習と復習を徹底さ にしっかり取り組んでい C 立に苦慮しながら、家庭学習 た、部活動の顧問とも連
立させる。 せる。授業の準備や課題等の る」生徒を80％以上にす 時間が十分確保できていない 携をとり、生徒理解を深

提出も確実に行わせる。 る。 生徒が多かった。 める。
進路情報の収集と的確な提 全員に全国模擬試験を B 全国模擬試験を３回受けさ 学習実態調査や長期休

供に努め進路に対する意識を 年間３回以上受け、その せ、事後指導において的確な 業中の｢学習の記録｣と、
高める。また、学習実態調査 結果をもとに個々に応じ A アドバイスを与えることがで 模擬試験の結果をもと
や全国模擬試験等を活用し、 た的確なアドバイスを与 きたが、生徒自身の実践につ に、面談を充実させる。

第１学年 学習意欲の向上に努める。 える。 いて、不十分な面が見られた。
実力養成講座の内容充実に 実力養成講座の出席率 B A 実力養成講座の出席率は夏 講座の意義等を考えさ

努めるとともに活用を促す。 を98％以上にする。 ・冬、平均95.2％であった。 せ、自覚を促す。
将来を見据 ＨＲや面談を通して明確な 進路ＨＲを年間３回、 進路ＨＲを３回、面談も全 さらに生徒理解を深め

えたキャリア 進路目標を早期に設定させ、 面談を年間６回以上実施 員に６回実施し、さらに必要 るために、今後も個々に
デザインをし、 類型選択に繋げる。 する。 A A に応じて個別対応した。様々 応じた対応に努める。
適切な類型を な機会で話をすることで、よ
選択させる。 り明確な目標につながった。

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 ＨＲ等での指導により、ほ 来年度、第２学年が各
による、安心 ンティア活動、学校行事等へ おける役割について、全 ぼ全員が責任をもって役割を 種行事の中心であるとい
・安全な環境 の積極的な参加を促し、集団 員に、責務を果たさせる。 A 果たすことができた。人間力 う自覚をもたせ、さらに
づくりに努め の中での個の役割を自覚させ 育成の一助につながったと思 積極的に参加させる。
る。 る。 A われる。

学年内、保健室、保護者な 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
どとの様々な情報交換・連携 て、その都度、本人・保 やすい雰囲気の中で、欠席・ を目指し、日頃から関係
を図り、より深い生徒理解と 護者及び関係者とのコミ A 欠課生徒についても、関係者 者間のコミュニケーショ
迅速に対応できる体制を整え ュニケーションを密にす 間の連携を密にすることがで ンを大切する。
る。 る。 きた。

基本的な生 ＳＨＲや授業開始時間の厳 各学期の遅刻５回以上 各学期とも遅刻回数５回以 三者懇談だけでなく、
活習慣を確立 守を徹底する。また、教師か の生徒をなくす。 Ｂ 上の生徒が数名いた。特に三 家庭と連絡を密に行いな
させ、学校生 ら積極的に挨拶をすることに 学期になって体調不良や不注 がら、保護者と連携を深
活の充実に努 より挨拶の徹底を図る。 Ｂ 意が原因で遅刻が増加した。 めていく。
めさせる。 修学旅行において、学習目 修学旅行実施後のアン 修学旅行後のアンケートの 修学旅行だけでなく、

的を明確にし、修学旅行委員 ケートにおいて満足度90 Ａ 結果、約99％以上の生徒が満 他の学校行事についても
を中心に計画を立てさせ、生 ％以上にする。 足していると答え、有意義な しっかり準備する時間を
徒の自主性や協調性を育む。 ものとなった。 確保する。

第２学年 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 アンケート結果は目標を下 家庭学習調査をもとに
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 Ｂ Ｂ 回った。今後、家庭学習時間 して、面談を行う。また、
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 の確保と部活動との両立に力 部活動の顧問とも連携を
につけさせる。 確実に行わせる。 生徒を80％以上にする。 Ｂ を注げるように指導する。 とり、生徒理解を深める。

部活動との両立を図り、積 実力養成講座の参加者 夏期、冬期実力養成講座の 今後も実力養成講座が
極的に実力養成講座等を受講 を夏、冬併せてのべ200 Ａ 参加人数は三教科併せて240名 受講しやすい環境作りに
させる。 名以上にする。 であった。 努める。

生徒の主体 的確な進路情報を与え、ホ 進路ＨＲを年間３回、 進路ＨＲは各学期ごとに行 生徒理解を深めるため
的な進路選択 ームルームや面談を通し、よ 面談を年間５回以上実施 Ａ Ａ い、計３回であった。面談は 定期面談だけでなく、必
について適切 り具体的な進路目標を考えさ する。 ５回実施し、個々の生徒に適 要に応じて面談を行う。
な指導を行う。 せる。 切なアドバイスができた。
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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、５回 規範意識の向上のため 18歳選挙権の指導を
習慣の確立と 意な遅刻をなくさせ、最高学 生徒をなくす。 Ｂ Ｂ を超える生徒が数名いた。受 継続的に指導していく。 しっかりと取り組んで
規範意識の向 年としての自覚ある行動を促 験勉強による不規則な生活に 欲しい。
上を図る。 す。 陥らないように注意した。

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 Ｂ 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90％以 生徒は、一般教科で72％、実 段に高まった。早期に進

第３学年 上にする。 技教科で92％であった。 路目標を設定させる。
部活動との両立を図りなが 夏期実力養成講座と２ Ｂ Ｂ 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 Ａ 講するように指導した結果、 する取り組みを徹底さ
受講させ、進路目標の実現ま 参加者を450名以上にす 夏期に1256名、２学期に470名 せ、目標の実現に向け指
で努力を継続させる。 る。 が申し込みをし、受講した。 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 目標に向かって大変よく努 多様な進路選択に向け
実現に努める。 けチャレンジさせ、進路指導 実現できた生徒を90％以 力した。学校改善アンケート 詳細な資料提供を行うと

部と連携し、より高い目標の 上にする。 Ｂ Ｂ で「入学させてよかった」と ともに、最後まで粘り強
実現に向けて取り組ませる。 の回答が95％あり、進路先も く取り組むように指導す

概ね満足を得るものになった。る。


