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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27年度の成果と課題 本 年 度 重 点 目 標 具 体 的 目 標
「授業研究の週」にお 「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

ける授業公開、教科会議 「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
等を通して授業力の一層 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
の向上を図る。 視点を大切にする。 工夫を進める。

キャリア教育の推進や 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
進路目標の実現に向けた 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 Ｂ
様々な取組により、確実 的に伸ばして夢と希望の実現を図る。 の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、
な進路実績を残すことが 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
できた。 推進する。

近隣小中学校と連携し 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
た清掃活動や市内小学校 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
での体力テスト実施補助 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。また、様々な危険や事案に対
等、地域に貢献する活動 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。
を実施した。 「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る

交通安全指導について ながら、社会性や奉仕の精神を養い自立 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い、
も、さらに徹底を図り、 した社会人を育成する。 自立した社会人を育成する。
登下校時の安全をより確 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対応する力を高めるとともに、各分掌等の有機的な
実にしていく必要がある。 力の充実を図り、マネジメントサイクル 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を活用し、

を有効に機能させて確実に改善と充実を 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により、すべ
進める。 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92.3 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 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 Ａ 望む学校像に近づけるための 上げられるよう、アンケ を効率的に果たして
て、自立した 育を行う。 か」の質問に対し、95％ 更なる努力が必要である。 ート等をできるだけ精査 いるように見受けら
社会人の養成 以上の賛同を得る。 Ａ し、教育活動に生かす。 れる。
を推進する。 生徒の興味関心や進路の 生徒による授業評価ア 授業評価アンケートで74.3 より生徒の進路希望に

多様性を踏まえ、「めざす学 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
校像・生徒像」を具体的に反 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 授業力の充実を図
映する教育課程を工夫し編成 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。 るため、教職員が各
する。 ％以上の賛同を得る。 々切磋琢磨して研究･

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89.5 更に、教材の工夫や授 研修に励んで欲しい。

学習指導
より確実な定 々の基礎学力を把握し、教材 「学力向上を図るため、 ％の賛意を得た。今後も更に 業法の改善によって理解 教員自らがその専門
着と、生徒の の工夫・授業法の改善に取り 適切な授業を行っている Ａ Ｂ 学力の向上を図るため、わか しやすく、学力の向上を 性をより高め、教育
意欲的な学習 組むとともに言語活動を充実 か」の質問に対し、90％ りやすい授業を目指す。 図る授業を行う。 内容を深めることは、
の定着を図る。 させる。 以上の賛同を得る。 Ｂ 生徒の学習意欲を高

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」 めることに繫がって
に、家庭学習の重要性を伝え、い、１・２年生の家庭学 Ｂ た結果、１年生は平均95分、 の学習サイクルが習慣づ いくものである。ま
「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94分であった。 くよう機会があるごとに た、その成果をＰＴ
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。指導する。 Ａ、地域等に積極的

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、 に開放していくこと
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55％であり、一定の環 時間割変更を行い、当該 に取り組むことが大
力の伸長を図 究を行い、教員の授業力を向 以上行う。 Ｃ Ｃ 境作りが必要である。また、 教科の教員全員がより多 切である。
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 挨拶の声が聞こえなかった 登下校時はもちろん、 学校での生徒に対
徒指導に対す 声かけにより、挨拶の徹底を の自己評価を100％にす Ｂ 生徒も聞こえるようになって 廊下等での挨拶・声かけ する指導が行き届き、
る共通理解と 図る。 る。 きたが、100％ではない。 を継続していく。 生徒の間で規律が息
共通指導を図 チャイム着席と遅刻生徒の 遅刻を前年度比25％減 現在、昨年比約20％増とな 遅刻生徒に対する個別 づき、見ていて気持
る。 個別指導を行い、時間厳守の にする。 Ｃ Ｂ っており、今後、指導を強化 指導を厳しく行ってい ちの良い生徒が多数

徹底を図る。 していく。 く。 である。
清掃活動の徹底や学期目標 校内のゴミをゼロにす ほとんどできているに近い クラブ員による環境美

を設定するなどして生活マナ る。 Ｂ 状態。継続して指導していき 化活動もより積極的に行
ーの向上を図る。 たい。 う。 規律やルールを守

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 ほとんどできているに近い 職員全員の目での観察 り、自ら考え、自ら
涵養を図る。 実施し、服装・頭髪等を整え を100％にする。 Ｂ 状態。継続して指導していき 指導を徹底していく。 行動できる生徒が育

させる。 Ｂ Ｂ たい。 つような指導を今後

生徒指導 公共交通機関や通学路にお マナーの自己評価を イヤホンをしての歩行やな 駅や通学路、校門等で も進めて欲しい。生
けるマナー指導を徹底する。 100％にする。 Ｂ がらスマホが時折見られるの の立哨指導を継続してい 徒の自主性を大切に

で、指導を徹底していく。 く。 考えることをお願い
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 大きな事故はないが、講演 立哨指導はもちろん安 する。

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 会等の実施により、さらなる 全教室等でも安全対策意
な対応力を養 時の対応について指導する。 意識向上を図る。 識の向上を図る。
成する。 交通安全や情報機器等にお 学校改善アンケートに Ｂ 保護者の理解・協力が得ら 警察等とも連携し、適

ける問題について啓発文書を おいて、生徒指導に関す Ｂ れるよう今以上に連携を図っ 切な啓発活動に取り組
配布し、家庭との連携を図る。る理解度を90％以上にす ていく。 む。

る。
特別支援教 校内はもちろん、家庭や専 悩みを抱える生徒や不 情報を共有し、全職員で協 情報交換する機会をさ

育の充実に努 門機関との連携も深め、心身 登校傾向生徒等につい 力して、現状の早期改善に努 らに増やして、状況の改
める。 の悩みを抱えた生徒の早期発 て、早期の適切な対応と Ｂ Ｂ める。 善に努める。

見と適切な指導を行う。 改善を図る。



- 3 -

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 １･２年生で模試の過去問を １･２年生については、 地域で活躍されて
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。（7 「いつもまたは時々した」が クラス担任や教科担当と いる方々を外部講師
る高い意識を ジタルサービスの利用も含め 月進研模試の復習を夏期 40％、模試の復習を「いつも も連携し、過去問の配布 として招聘するなど、
もたせる。 て事前準備や復習をするよう 休業中の課題として提出 または時々した」が45％であ 分量や模試の復習内容を 生徒の学習意欲を高

に啓発する。 させる。） Ｃ った。復習については、昨年 精選し、必ず学習させる める手立て、また、
度より10％改善した。夏期休 ように啓発し、意識を高 効率的な学習方法に
業中の課題の提出状況は約80 めさせるように取り組 関する指導などをさ

Ｂ ％であったので効果はあった。む。 らに検討して欲しい。
デジタルサービスは約半数の
生徒が利用していた。

進路委員の活動として、生 ニューズレター「進路 2年生の進路委員の活動とし 各学年の進路委員を活 生徒一人ひとりの
徒向けの進路ニューズレター のすゝめ」を年間５回以 て「進路のすゝめ」を２回発 用し、生徒間でキャリア 進路目標の実現に向
「進路のすゝめ」を発行し、 上発行する。 Ａ 行した。３学期は３年生の受 発達を促せるようにタイ けて、通塾に対する
生徒自らの力によって、キャ 験体験や合格状況をもとに進 ムリーな情報をニューズ 課題や部活動との両
リア発達を促す。 路指導部で発行した。計５回 レターとして発行してい 立などに丁寧に対応

発行した。 く。 して、公立高校とし
進路指導 確かな学力 HRや集会等を通じて家庭学 １・２年生の家庭学習 ３学期の調査で、学習時間 学習時間が１時間未満 て意欲的な取組を期

を身に付け、 習の大切さを理解させ、部活 の平均時間を２時間以上 が２時間以上の割合が、１年 の割合が40％もおり、部 待している。
生徒の進路実 動指導と連携しながら、１年 にする。 Ｃ Ｂ 生で13％、２年生で30％であ 活動の休養日を有効に活
現を確実なも 生から家庭学習の習慣化を図 った。平均２時間に達してお 用し、家庭学習の習慣が
のにする。 る。 らず、さらなる啓発が必要で 定着するように指導を徹

ある。 底する。
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、授業だけ
携しながら、１・２年生の生 差値をそれぞれ全国平均 Ｂ 告した。11月模試の偏差値は でなく日頃の家庭学習が
徒の学力を向上させる。 以上にする。 Ｂ １年生で英数国とも、２年生 重要である。学校全体で

では国語が全国平均以上を上 家庭学習の習慣を身につ
回った。 けさせる取組が必要であ

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80％以上にする。 Ａ 加率は73％であった。１･２年 もに、各教科からも講座
生徒の意欲を最後まで持続さ 生の参加数は合計160名であっ への参加を呼びかける。
せる。 た。

一人ひとり 進路説明会や進路セミナー 進路目標が未定である 進路説明会や進路セミナー 進路セミナーのほか、
の適性等に基 の開催、オープンキャンパス 生徒の割合を、１年生の 等を実施し、進路選択につい 個別大学の説明会を開催
づく進路選択 の紹介等により、将来の進路 ３学期で10％以下、２年 Ｂ て考える機会を作った。進路 し、１年生の早期から大
をさせ、進路 について考える機会を積極的 生の３学期で５％以下に 目標が未定の生徒は、３学期 学進学への意識を高めら
目標の実現を につくり、進路目標を持たせ する。 の調査で、１年生で20％、２ れるように改善したい。
図る。 る。 年生で４％である。

生徒・保護者向けに「進路 「進路だより」を学年 Ａ 各学年とも、中間考査の成 「進路だより」にオー
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 プンキャンパスの情報
定に役立つ情報を発信し、進 ぞれ２回以上発行する。 て「進路だより」を発行し、 等、有益な進路情報を迅
路目標の実現につなげてい Ａ 進路情報を提供できた。特に 速に提供し、進路目標の
く。 ２年生の２学期末の「進路だ 実現に繋げていく。

より」に外部模試の案内を掲
載することで参加希望者が増
えた。
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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）

生徒一人一 生徒会が中心となって、行 広報活動を年間10回以 奉仕活動の参加人数を増や 来年度も奉仕活動を継 小･中･高の連携は
人の自主性・ 事や奉仕活動を企画するとと 上行う。 し、体育大会の部活動対抗リ 続させ、さらに参加者が とても有意義な取組
創造性・協調 もに、全校生徒に協力を呼び Ａ レーの持ち方を見直した。生 増えるように、事前の広 である。積極的に推
性を育成し、 かける広報活動に積極的に取 徒会広報誌は、増刊号を含め 報活動を充実させる。 進していきたい。そ
学校行事の活 り組ませる。 Ａ 10号まで発行できた。 の中で、子どもたち
性化を図る。 耐震工事期間中に行われる 事後アンケートにおい 文化祭の事後アンケートに 来年度も耐震工事期間 のやりたいこと、子

文化祭が安全に実施できるよ て文化祭に対する生徒の Ａ おいて生徒の99.2％が文化祭 中にあたるので、安全面 どもたちが考えてい
うに計画を立て、全員参加の 肯定的評価を98％以上に に対して肯定的評価であった。の対策を怠らず、計画を ることを十分尊重し
魅力的な内容を作り上げる。 する。 立てる。 て、自主的な活動を

「地域と学 生徒会が中心となって周辺 合わせて年間10回以上 募金活動を５回、挨拶運動 活動に協力できる生徒 図っていくことが大
校とのつなが 地域での挨拶運動、学校行事 行う。 Ａ Ａ を４回、文化祭の広報活動を がさらに増えるように、 切である。

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、実施 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。 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10回以上 Ａ 高田市内の小学校・中学校 県の事業の有無に関係
養わせる。 り、地域の小学校・中学校・ 行う。 ・高校・病院・市役所と連携 なく、活動がスムーズに

高校・病院等と連携し、地域 Ａ し、地域に貢献する活動を13 行えるような協力体制を
の清掃活動や交通安全運動等 回行った。 築いていく。
の活動を推進し、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 部活動集会以外の機会
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、挨拶の徹底や清掃 でも、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 等について指導した。挨拶が 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 できる生徒は増えているが、 意識を高める。
力を身に付け る。 １年生についてはまだ不十分
させる。 な点がある。

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 感性に訴える視聴覚教材・ 人権教育部員による教 研修やセミナー等
人権感覚を身 的なテーマ（いじめ、ＳＮＳ 感性に訴える視聴覚教材 補助教材を使用することで、 材開発を積極的に進めて の内容は興味深く、
に付けさせ、 を巡る問題、ＤＶなど）を取 ・補助資料を各学年１回 心に響くHRの充実を図ること いく。また教材に対して 充実したものである
生徒参加の人 り上げ、心に響くHRの充実を 以上活用する。 Ａ ができた。制作年が古い教材 も、部員間で意見を交わ と思う。保護者に幅
権啓発活動の 図る。 もあるが、できるだけ新しい すことで、教材の精選を 広く案内することが
充実を図ると 教材を使用していけるように 進める。 効果的にできるよう
ともに、教職 開発を進めた。 な工夫が必要である。
員の実践力を ヒューマンハート委員会の 関係団体行事への生徒 予定通り年間の活動を実施 生徒に活動内容につい
高める。 年間活動内容を示し、生徒た の参加を年２回、人権啓 Ａ Ａ できた。ただ活動内容につい て意見を述べる機会を設

ちの意見を反映しながら、活 発標語とニューズレター て、活発とはいえないところ ける方向で進める。
動を充実させる。 を年間６回発行する。 もあった。
各種研究団体が行う講演会 各種研修会、講演会へ Ａ 人権教育関係の研修会へは 研修会の案内を職員朝

人権教育 等の年間一覧表を作成し、教 の参加率を40％以上にす 積極的に参加した。(63％) 礼等の時間を使って能率
職員の各種研修会への参加を る。 Ａ 的に行う。
促し、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 校内で実施する研修会や人 研修会の案内を案内文
連携を深め、 人権教育講演会への保護者の 上にする。 Ｂ 権講演会へは、計30名が参加 面の工夫をしながら効果
保護者ととも 参加を増やす。 した。 的に行う。
に人権啓発の
充実を図る。 Ｂ

校内人権作文集を配布し、 前年度の人権教育講演 11月初めに人権作文集を発 人権作文集の構成・内
保護者からの感想文の提出を 会の内容もあわせて掲載 Ｂ 行し、生徒に配布後、保護者 容の改善をしていくこと
通して、保護者への啓発を進 し、保護者の感想文の提 から37件の感想文が提出され で、より魅力的な人権作
める。 出を50件以上にする。 た。 文集にする。



- 5 -

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 知新館のオリエンテーショ 「知新」は春夏秋冬４ 「知新」は季刊（年４回） 発行回数、誌面の提示
定着させ、図 ンや図書広報紙「知新」・「知 回、「知新増刊号」は各 でカラー版、教室掲示として、 方法を変更したことによ
書館利用を推 新増刊号」の発行を通して、 学期に１回、「マーサー Ａ 「知新増刊号」（年３回）は り内容が充実し、生徒が
進する。 読書週間「マーサータイム」 タイム」に呼応して発行 マーサータイムに呼応して発 自ら情報を得ようとする

を充実させ、読書に興味をも する。 行し、読書のきっかけ作りの 力をつけるきっかけとな
たせる。 一助となった。 るので、今後も継続する。

広報コーナーで取り扱う特 図書委員による広報活 図書委員が行う広報活動に 広報活動の強化ととも
集テーマに図書委員の活動を 動を春夏秋冬の４回行 Ｂ Ｂ 興味を示す生徒は多くあった に、マーサータイムへの
取り入れ、広報紙とともに、 い、知新館利用者数を増 ものの、知新館への来館者、 取組の工夫など、読書啓
図書紹介に力を入れる。 やす。 貸出数は昨年より減少してい 発を継続していく。

る。
国語科や芸術科、学級担任 読書感想文または読書 提出率は95％以上で指標は 読書感想文等の課題

と連携し、読書感想文または 感想画のレベル向上をめ 達成しているが、本年は特に を出す際に、著作権に関
読書感想画を１・２年生の夏 ざし、提出率を95％以上 Ｃ インターネットからの転用が する正しい知識をつける
期課題として提出させる。 にする。 多く挙がり、レベル向上につ べく、具体的な例を挙げ

読書指導 いては達成できていない。 て啓発する。

・
芸術・文化 芸術鑑賞会の内容を精査 事後アンケートを行 Ｂ 本年度の芸術鑑賞会は１月 インフルエンザの流行

への理解・関 し、本物の芸術（音楽、古典 い、「芸術文化に対する 末にミュージカルの鑑賞を実 期と重なるため実施時期
文化学習 心を深める。 芸能、演劇など）に触れる機 理解や関心が深まった」 Ａ 施した。質のよい舞台で反響 を検討する。内容も含め

会とする。 と回答する生徒の割合を も高く、他の作品も鑑賞した 次年度以降の実施につい
90％以上にする。 いという回答が多数あった。 ては会議等で検討中。

第１学年及び国語科と連携 事前に予選として各ク 本年度は耐震工事の関係で 規模は縮小されたもの
し「１年かるた大会」を実施 ラス毎にかるた大会を実 Ａ Ａ 規模を縮小し、予選を各クラ の、今回の方法の利点も
し、古典に親しむ機会とする。施し、関心を高める。 スで、本戦をクラス代表者で あったため、次年度の実

競う形で実施した。 施方法を再検討する。
「知新のつどい」の内容を 「知新のつどい」を、 第１回「知新のつどい」は 生徒参加型ワークショ

生徒とともに企画し、できる 各学期に１回実施し、参 Ａ ビブリオバトルを、第２回は ップを含む内容が好評な
だけ多くの生徒が関心をもっ 加生徒総数を150名以上 ワークショップとミニコンサ ので、継続していく。ビ
て参加できるようにする。 にする。 ートを、それぞれ図書委員を ブリオバトルの展開方法

中心に生徒参加型で実施した。を検討する。
図書委員会 図書委員が主体的に図書の 最後の委員会で自己評 図書委員は自分たちで選ん 生徒自ら活動の企画・

の活動を充実 貸出や返却の対応、図書広報 価をさせ、図書委員の役 だ図書館に関する仕事を概ね 運営をさせるところまで
させる。 紙「知新」・「知新増刊号」 割達成度を80％以上にす Ｂ Ｂ 責任をもって行った。自分の 指導するのがなかなか難

の作成、「知新のつどい」の る。 役割についての達成度に関す かしい。年間行事を見据
企画・運営ができるよう指導 るアンケート結果は80％だっ え、生徒とともに考える。
する。 た。

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 男子が12.7%・女子が10.0%、 体つくり運動等を継続 学校安全に十分配
トの結果を踏 つくり運動を積極的に取り入 を、全体の10％以上にす Ａ 全体では11.2%であった。体育 して実施し、生徒個々の 慮をして欲しい。授
まえ、体育の れ、個々の体力の向上を図る。る。 授業時に体つくり運動等を積 体力の向上に努める。 業中や部活動におい
授業・体育行 極的に実施できた。 て、事故等が起こる
事の内容の充 体育系部活動の加入率を向 体育系部活動の加入率 運動部活動に加入している 体育系部活動のより充 ことのないように注
実を図り、体 上させる。 を男子70％以上、女子20 Ａ Ａ 生徒は、男子80.4％、女子39. 実した活動を実践し、文 意、指導を徹底する
力の向上やス ％以上にする。 0％である。各部とも充実した 武両道を図らせる指導に ことが重要であると

健康安全 ポーツライフ Ａ 活動が行われている。 取り組む。 考える。
を継続する資 体育行事を、生徒が自主的 体育・ｽﾎﾟｰﾂ好きの生 授業アンケートにおいて、 体育行事がより充実し
質や能力を育 に企画・運営できるように、 徒を90％以上にする。 Ａ 意欲的に参加している生徒は、たものになるように、改
てる。 実施種目を考えさせる。 97.1％である。 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 精検受診率は、目標数値よ 「保健だより」や、三
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 Ａ り向上した。（心電図100％・ 者懇談時に精検受診依頼
を適切に管理 能力を高める。 0％・眼科30％・歯科30 眼科34.5％・歯科35.4％・尿 を配布し、健康状態の改
していく資質 ％・尿検査45％） Ａ 検査45.7％） 善に取り組めるように努
や能力を育て める。
る。 生徒対象の救急法の講習を 運動部員の90％以上受 １学期終業式後に、外部講 救急法の必要性を多く

実施し、ＡＥＤの使用法や心 講させる。 Ａ 師を招いて実施し、現役運動 の生徒に理解させるため
肺蘇生法等を理解させる。 部員の96％が受講した。 内容の改善を図る。
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学校ホーム 保護者をはじめ学校外の視 すべての保護者宛文書 全体および各学年に配布さ 情報の発信回数や閲覧
ページを通し 点に立って、求められる情報 をホームページ上で開示 れた保護者案内を48件掲載し 回数よりも情報を必要と
て、保護者・ の発信を迅速・的確・公正に する。 た。また主な更新としてトピ する保護者や中学生の視
地域・県民・ 行う。学校行事等の記事の起 トピックス(行事等教 Ｂ ックス(28件)教育コース(20 点にたつ掲載内容に変え
中学生等の方 案はその日のうちに行い、迅 育活動)の更新を50回以 件)地域連携(25件)今月の言葉 ていく。また県が推奨す
々に本校の教 速な公開を行う。 上とする。 (11件)などある。 る新ｼｽﾃﾑ(CMS)の導入を
育活動に対し Ａ 行う。
て理解を深め 『学校案内』を多くの中学校 県内の中学校の45％以 県内49中学を訪問し、説明 変更になった入試日程
てもらう。 に手渡し、募集上の変更点に 上を訪問し、『学校案内』 した。(県内中学校の46％) や教育コースについてよ

対する質問にも対応できるよ を配布する。 Ａ また訪問した中学校は在校 りわかりやすい情報提供
う準備する。 Ａ 生出身中学の94.7％にあたる。をする。

広報活動
『学校案内』 オープンキャンパスでは、 ホールでのミニコンサ 評価指標にあげたことはす 校舎の耐震工事に関連

とオープンキ さざんかホールでの全体会の ートをやめ、学校での公 べて実現した。参加者は２日 して今後数年の間、公開
ャンパスを通 後、多くの見学者が学校に訪 開練習とする。案内図に 間で1505名であった。 方法を検討する。時期は
して入学希望 問できるよう、見学時間を確 各部の活動場所を図示す Ａ Ａ アンケート結果は次の通り。 ８月下旬が妥当であると
者に対し、本 保し、部活動見学を充実させ る。帰途の案内掲示も行 【学校案内】 考えられる。
校の教育活動 る。 う。 「よく役立つ」50.6％
に対して理解 「役立つ」 41.8％
を深めてもら 【オープンキャンパス】
う。 「大変よくわかった」63.2％

「よくわかった」 31.6％
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 各種奨学金やその他の奨学金 今後も案内を迅速かつ

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 Ａ Ａ Ａ を迅速かつ正確に行うことが 正確に行う。
奨学金 確実・迅速な 速かつ正確に行う。 員に行う。 できた。

対応を図る。

環境美化に 通常清掃や美化を徹底す 通常清掃、大掃除とも 時節による重点目標を提示 ２カ所清掃の組み合わ
対する生徒の る。大掃除において重点目標 各学期ごとに実態調査や した。行事や清掃に対するア せについて監督者と検討
意識を高める。 を設ける。 清掃評価を実施する。 Ｂ ンケートを実施した。 除草作 して改善していきたい。

業と２カ所監督の形態が定着
Ａ してきた。まだ組み合わせに

工夫が必要である。
通学路を中心に数コース 第２学期に一回設定し 家庭クラブ、生徒会と連携 雨天については予備日

に分かれて地域清掃を実施す 実施する。 Ａ して地域清掃を実施した。 を設けて対処する。
る。

環境美化 防災教育の 火災避難訓練を消防署の指 避難開始後６分以内に Ａ 避難行動自体は早かったが、 点呼が次の行動の起点
充実を図る。 導の下に早期に実施する。 避難を完了する。 一部点呼に手間取り報告まで となることを事前に十分

シェイクアウト訓練、緊急 Ｂ Ｂ に10分かかった。 啓発して緊張感のある訓
地震速報訓練を実施する。 シェイクアウト訓練、緊急 練にしていきたい。

地震速報訓練は速やかに実施
できた。

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 各学年とも地域清掃と学年 学年縦割りを見直し、
活動の活性化 防災に関する啓発活動、校内 積極的に取り組む。 別活動に熱心に取り組めた。 学年別の活動でも自発性
を図る。 の緑化・美化活動について、 Ａ Ａ 学年縦割りの活動のため行事 を育めるようにしたい。

自発的に計画し実施する。 日の設定に学年ごとに不都合
な部分もあった。

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 安全点検をPC入力に変更し 定期、特別報告ともPC
品の充実およ 定期的に実施し、事務室と連 実施する。 Ａ Ａ て迅速な報告を図り、以前よ 入力の方法にしていく。
び営繕の迅速 携をとりながら修理･改善を り早く事務室に報告できた。
化を図る。 図る。 プリントでの集約の方が集ま

りにくかった。
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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 今年度と同様、早い段
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 的な回答は100%であった。昨 階から事前学習を行い、
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。 Ａ 年度の反省を生かし、早期か 各個人の実習の目的をし
積極的に学ぶ 実させる。 ら事前学習を行ったこともあ っかり立てさせるよう指
意欲やコミュ り、円滑に実施でき効果も大 導する。
ニケーション きかった。
能力を育む。 幼稚園ふれ合い体験学習を 生徒アンケートにおい 幼稚園ふれ合い体験に対し 早期より、協力校との

行い、園児たちとの交流を通 て、肯定的に回答する生 肯定的な回答は98%であった。 綿密な打ち合わせを行
じて、保育への理解を深める。徒を90%以上にする。 Ａ 来年度は、実施学年・時期・ う。

内容の再検討が必要。
大学等からの出張講義、訪 生徒アンケートにおい 出張講義に対し肯定的な回 来年度も時間割変更な

問学習、教育機関への訪問学 て、肯定的に回答する生 Ａ 答は100%であった。本校職員 ど多くの先生方にご協力
習など体験的な学習を充実さ 徒を90%以上にする。 は元より、各大学の先生方に いただきたい。

教育コー せる。 もご協力いただき実施できた。
ス グループ研究、ディベート 生徒アンケートにおい Ａ グループ研究、ディベート 事前学習を充実させ、

学習、討論、スピーチ大会等 て、肯定的に回答する生 学習に対し肯定的な回答は100 生徒が意欲的に学習に参
生徒が主体的に取り組む学習 徒を90%以上にする。 %であり、コミュニケーション 加できるよう工夫する。
を充実させる。 能力が向上したと考える。

大学との連携 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
を強め、進路 や面接、集団討論対策のため 学部への進学率を90％以 Ｂ への進学率は78％であった。 接や小論文指導の時間を
実現に向け の学習活動を充実させる。 上とする。 Ｂ 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 野外活動体験学習の学生ボ 卒業生を招聘し、各学
充実させる。 入れ、進路に関わる学習活動 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

を充実させる。 系大学の学生７名と交流した。かせる。
豊かな人間性 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 県立野外活動センター

や幅広い社会 自主性・社会性の育成を図 て、肯定的に回答する生 定的な回答は100%であった。 より講師を招聘し、野外
性を養う取組 る。 徒を90%以上にする。 連携大学の学生と多くの交流 活動の意義や具体につい
を充実させる。 Ａ 時間を設けることができた。 て講義していただく。

地域活動や大学等での研修 科目「地域活動」にお 35時間以上の生徒は８名で 今年度以上に市町村の
講座に積極的に参加させ社会 いて単位を認定できる生 Ａ あった。延べ36名の生徒が、 各種ボランティア活動に
性を育成する。 徒を４名以上にする。 総時間292時間の各種学習に意 もアンテナを張り、生徒

欲的に参加した。 に紹介する。
主体的な学 専門家の招聘や、現地学習 外部講師の活用と校外 実施できている。 講師の選定・現地学習

習態度・問題 の機会を設けて学習への意欲 学習を１回以上実施す Ａ の行き先についてさらに
解決能力を育 を高める。 る。 研究する。
成する。 コースの特色に応じた「奈 年間計画の中で、奈良 Ａ 各コースで工夫して実施し どのコースも充実した

良TIME」の取組を実施し、地 の文化や歴史、地誌･環 Ｂ た。 取り組みを行ったが、他
総合的な 域に根ざした学習を行う。 境に関わる学習を実施す のコースや他校の取組も
学習の時 る。 参考にする。
間（探究 幅広い能動 グループ活動を重視し、さ 各学期においてグルー Ａ 積極的に実施した。 全員が力を発揮できる
学習） 的なコミニュ 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 ように研究を進める。

ケーション能 る。 る。
力を養う。 発表活動を重視し、レポー 各学期において、発表 Ａ さまざまな形式で最終発表を 校外での発表も視野に

ト発表やスピーチ、実演など、活動を必ず実施する。 Ａ 行った。 入れて活動する。
多様な形式の活動に取り組ま
せる。

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 夏に発生した茶毒蛾に対し 定期点検により異常箇
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、 ては、直ちに発生箇所を特定 所の早期発見・早期対処
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 し、殺虫剤の散布、樹木の伐 に努めつつ、耐震工事に

学校事務
行い、教育環 所に対して速やかに安全対策 る。 採等の対応を実施した。 関連づけた施設・設備の
境を整える。 を講じる。 Ａ 雨漏りやトイレ修繕なども 改修予算も確保する。

予算確保し工事を実施した。
学校運営経 電気料金値上げに対応する 電気、水道、ガスの使 電気使用量は対前年度比10 気温変動による使用量

費の効率的な ため、光熱水費・消耗品費等 用量を毎月確認し、前年 Ｂ Ｂ ％減、水道使用量は2％増、ガ の変化が大きいが、引き
執行に努める。 の経費節減に努める。 度に比べ５％削減する。 ス使用量は12％増(ガス使用料 続き経費節減の意識をも

金は減少)となっている。 って対応する。
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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 始業・授業開始時間の厳守 各HRや授業で指導を徹 寝坊・忘れ物等で遅刻を何 遅刻した場合は、その 電車による通学生
活習慣を確立 と挨拶の励行を徹底する。 底し、各学期において不 Ａ 度も繰り返す生徒は若干名い 都度指導し、自覚を促す。徒、特に新入生には、
させる。 注意による遅刻５回以上 た。 駅内のホームでは安全

の生徒をなくす。 に十分注意を払って欲
生徒理解に努め、保護者と 学年便りを年間10回発 Ａ 学年便りは２、３月発行で 読もうという意欲がわ しい。ホーム内が狭か

の連携を密にする。 行し、また行事予定を配 11回となる。書物からの引用 くような内容を心がけ ったり、混雑が激しか
布することにより、保護 Ａ も載せて、内容の充実を図る。 る。 ったりと危険が伴って
者に学校の様子を知らせ いることを認識するこ
る。 とが重要である。

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 教科によるが、｢授業の準備 予習・復習の重要性に
充実を図り、 せ、定期考査・模擬テストの て「授業の準備や課題等 や課題等に取り組んでいる｣生 ついて繰り返し指導して
進路に対する 実力向上につなげる。課題等 にしっかり取り組んでい Ｂ 徒は、約65％であった。 いく。
意識を高める。 の提出も確実に行わせる。 る」生徒を80%以上にす Ａ

る。
進路情報を確実に提供し、 全員に全国模試を3回 全国模試は５回受験した。 模試については、受験

第１学年
進路に対する意識を高める。 以上受けさせる。また、 Ａ 提出された｢学習の記録｣では、の前と、受験後の見直し
その上で自主的に情報を収集 長期休業中の「学習の記 Ａ 生徒たちの長期休業中におけ を促す必要がある。
するよう促す。 録」を提出させ、それぞ る生活の一面を見ることがで

れの結果をもとに面談を きた。
行い、的確な指示をする。

実力養成講座の内容充実に 実力養成講座の出席率 講座への出席率は約95％で、 講座の内容について、
努める。 を98%以上にする。 Ａ 取り組む姿勢もよかった。 さらに吟味していきた

い。
将来を見据 HRや面談を通して明確な進 進路学年集会を年間1 進路学年集会は１回、進路H 進路の情報を提供する

えて、適切な 路目標を設定させ、類型選択 回以上、進路HRを３回以 Ａ Ａ Rも３回実施でき、進路につい 機会を増やし、また生徒
類型を選択さ につなげる。 上実施する。 てしっかり考えさせ、類型選 の積極的な進路選択を促
せる。 択に生かすことができた。 す。

社会性や奉 学校行事、生徒会活動、ボ 学級役員や各種行事に 各種委員会では、クラスの 受け身ではなく、活動
仕の精神を養 ランティア活動、部活動等へ おける各自の役割を自覚 Ａ Ａ 代表として活動し、また文化 の中心となれるよう働き
う。 の積極的な参加を促し、集団 させ、その責務を果たす 祭には積極的にかかわった。 かけていく。

の中での個の役割を自覚させ よう働きかける。
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 始業時間の厳守と挨拶の励 個々に応じた面談や声 不注意による遅刻５回の生 全教員が徹底した指導
活習慣の確立 行を徹底する。 かけ等により、各学期に 徒が１学期に２名いたが、面 を継続し、生徒の規範意
により、学校 おいて不注意による遅刻 Ａ 談や保護者との連携により、 識を高める。
生活の充実に ５回以上の生徒をなく 以降はいなかった。
努めさせる。 す。

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これ 内容のさらなる充実に
め、保護者との連携を密にす 上発行し、学校の様子等 Ａ Ａ までに12回発行した。３月に 努めながら、今後も継続
る。 を周知する。 最終号を発行予定である。 して発行していく。

修学旅行において、学習目 修学旅行実施後のアン 方面を急遽変更したため、 修学旅行だけでなく、
的を明確にし、修学旅行委員 ケートにおける満足度を Ａ クラスでの話し合いの時間が 他の学校行事についても
を中心に計画を立てさせ、生 90％以上にする。 短かったが、満足度は93.6％ 十分に準備できる時間を
徒の自主性や協調性を育む。 であった。 確保する。

将来を見据 進路情報の収集と的確な提 進路HRを年間３回、面 進路HRを３回、面談も全員 生徒理解をさらに深め
第２学年 えたキャリア 供に努め、HRや面談を通し、 談を年間５回以上実施す Ａ に５回以上実施し、必要に応 るために、今後も個々に

デザインをも より具体的な進路目標を考え る。 Ａ じて個別対応もした。様々な 応じた対応に努める。
とに、学習習 させる。 機会で話をすることにより、
慣を確立させ より明確な目標設定につなが
る。 った。

部活動との両立を図りなが 実力養成講座の講座出 Ａ あと１回を残し、実力養成 講座の意義等について
ら、実力養成講座の活用を促 席者の出席率を95%以上 Ｂ 講座の出席率は93.4％であっ 更に考えさせ、自覚を促
す。 にする。 た。 す。

学習実態調査や全国模擬試 全員に全国模擬試験を 模擬試験を３回以上受けさ 学習実態調査や長期休
験等を活用し、学習意欲の向 年間３回以上受けさせ、 せ、事後指導において的確な 業中の「学習の記録」、
上に努めさせることにより、 その結果や実態調査結果 Ａ アドバイスを与えることがで 模擬試験の結果等をもと
学習時間の増加を図る。 をもとに個々に応じた的 きたが、生徒自身の実践にお に、個々に応じて面談を

確なアドバイスを行う。 いて不十分な面が見られた。 充実させる。
人間力育成 集団の中での個の役割を自 学級役員や各種行事に 学級役員や各種行事におい それぞれの役割を遂行

による、安心 覚させ、部活動や学校行事等 おける役割について、全 Ａ て、HR等での指導を通して全 することが、人間力育成
・安全な環境 において中核となって活躍さ 員に、責務を果たさせる。 員が責任を持って役割を果た につなげられるように指
づくりに努め せる。 した。 導していく。
る。 全教職員、保護者等と様々 欠席・欠課生徒につい Ａ 学年全体として、情報共有 よりきめの細かい指導

な情報交換・連携を図り、よ て、その都度、本人・保 しやすい雰囲気のもと、欠席 を目指し、日頃から関係
り深い生徒理解と迅速に対応 護者および関係者とのコ Ａ ・欠課生徒についても、関係 者間のコミュニケーショ
できる体制を整える。 ミュニケーションを密に 者間の連携を密にすることが ンを大切にする。

する。 できた。
基本的生活 挨拶の励行を徹底し、不注 １・２学期において、 継続的に指導したが、５回 規範意識の向上のため

習慣の確立と 意な遅刻をなくさせ、最高学 不注意による遅刻５回以 Ｃ Ｃ 以上の生徒が数名いた。受験 家庭と連携をとりながら
規範意識の向 年としての自覚ある行動を促 上の生徒をなくす。 勉強による不規則な生活に陥 継続的に指導していく。
上を図る。 す。 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付け 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 学期の後半から学習意欲
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77％、実 が高まった。早期に進路

上にする。 技教科で90％であった。 目標を設定させる。
第３学年 部活動との両立を図りなが 夏期実力養成講座と２ Ａ Ｂ 夏期実力養成講座は延べ HR等で受験科目に対す

ら、積極的に実力養成講座を 学期実力養成講座の延べ Ａ 1400人、２学期実力養成講座 る取組を徹底させ、目標
受講させ、進路目標の実現ま 参加者を500名以上にす は延べ550人が受講した。出席 の実現に向け指導を継続
で努力を継続させる。 る。 率も概ね良好であった。 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 自己の目標に向かってよく 多様な進路選択に向け
実現に努める。 け挑戦させる。また、進路指 実現できた生徒を90％以 努力した。学校改善アンケー 詳細な資料提供ととも

導部と連携しながら、自己の 上にする。 Ａ Ａ トで「入学させてよかった」 に、面談を重ね、最後ま
目標の実現に向けて取り組ま との回答が96％あり、進路先 で粘り強く取り組むよう
せる。 も概ね満足を得るものであっ に指導する。

た。
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