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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
動のある学校づくりを推進する。

○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28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

を伸長させ、進路目標の 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
実現に向けた様々な取組 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付けを図り、
により、顕著な進路実績 生徒の可能性と進路選択能力を高めながら、進路第一希望の実現に向け組織的かつ計画的な指
を残すことができた。 導を推進する。
近隣小中学校と連携し

た清掃活動、挨拶運動や 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 Ａ
交通安全に関する取組な 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
ど、地域に貢献する活動 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
を実施した。 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主体的な力を育成する。
「授業研究の週」がより
効果的で有意義となるよ 「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
う、研究討議の実施や研 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、
究テーマの設定などをと した社会人を育成する。 自立した社会人を育成する。
おして授業力の一層の向
上を図る。 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
登下校時の交通安全指 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。

導や通学マナー指導を更 を有効に機能させて確実に改善と充実を また、学校評価や学校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
に徹底する。 進める。 な計画と実施、検証と改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る。
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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93.9 本校教育の方向性につ 授業改善に向けた
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 取組、アクティブ・
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 ラーニングに関する
て、主体的に 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 研修が推進されてい
学び、生涯に 以上の賛同を得る。 Ａ し、教育活動に生かす。 る。
わたって学び 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75.0 より生徒の進路希望に 授業力の充実を図
続ける学習者 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 るため、「授業研究
の養成を推進 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 の週」の取組の充実
する。 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。 を期待する。教職員

する。 ％以上の賛同を得る。 が研究･研修に励んで
基礎・基本 課題テストにより生徒個々 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 欲しい。特に、若手

学習指導 のより確実な の基礎学力を把握し、生徒が 「学力向上を図るため、 Ａ ％の賛意を得た。今後も更に 業法の改善によって理解 教員の授業力の向上
定着と、生徒 能動的に学習できるよう授業 適切な授業を行っている Ａ 学力の向上を図るため、分か しやすく、学力の向上を を組織的に取り組む
の意欲的な学 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。 図る授業を行う。 ことが大切である。
習の定着を図 以上の賛同を得る。 Ａ 教員自らがその専門
る。 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」 性をより高め、教育

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85分、 の学習サイクルが習慣付 内容を深めることは、
「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89分であった。 くよう機会があるごとに 生徒の学習意欲を高
サイクルを習慣付ける。 上にする。 家庭学習の重要性を伝えたい。指導する。 めることに繫がって

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、 いくものである。参
実と生徒の学 回設定し、アクティブ・ラー （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 観授業の事後研修の
力の伸長を図 ニングを意識した授業公開を 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 取組をさらに充実し
る。 行い、教員の授業力を向上さ アクティブ・ラーニングにつ く授業参観できる体制を て欲しい。

せる。 いて職員研修を実施した。 作る。
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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 目標は達成されているが、 教員からの声かけの徹 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90％以上に Ａ より質の高いものにしていき 底が必須条件である。 する指導が丁寧に取
る共通理解と 図る。 する。 たい。 り組まれており、基
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 減少はしたが目標達成には 回数を重ねてからでは 本的な生活習慣が確
る。 個別指導を行い、時間厳守の にする。 Ｂ Ｂ 至っていない。意識改革を促 なく、その時々の個別指 立されている生徒が

徹底を図る。 し時間を守る指導を徹底する。導を強化していく。 多数いるように感じ
清掃活動の徹底・自転車駐 校内のゴミをゼロにす 部室周辺の環境整備が不十 清掃・環境整備も練習 る。

輪場の整理整頓など生活マナ る。自転車の整然とした Ｂ 分。駐輪場はスペースが狭す 時間に含めるなどの指導 生徒一人一人を大
ーの向上を図る。 駐輪状態を保つ。 ぎるなか比較的良好な状態に を行っていく。 切に考え、面談等の

なってきた。 丁寧な取組を続けら
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 目標は高いレベルで達成さ 自ら身だしなみを整え れていることに感謝

涵養を図る。 実施し、服装・頭髪等を整え を90％にする。 Ａ れているが、高田高校生とし る意識を持たせるような する。教職員の皆さ
させる。 ての意識を更に高めたい。 呼びかけをしていく。 ん、そして生徒たち
公共交通機関や通学路にお マナーの自己評価を Ａ 目標は達成しているが、イ 周囲へ迷惑をかけない が一生懸命に学校生

生徒指導 けるマナー指導を徹底する。 90％にする。 Ａ Ａ ヤホンをしたままの歩行等が というだけでなく、自分 活に取り組む姿勢を
気になるところである。 を守るという観点でも指 今後も維持されるこ

導していく。 とを願う。たとえ、
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 特に登校時、時間の余裕の 始業時間ぎりぎりでは 在校当時に顕著な結

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。 Ａ なさが事故を招いていると思 なく、予鈴までに登校で 果が得られなくとも、
な対応力を養 時の対応について指導する。 われるので注意していきたい。きるよう指導していく。 生徒たちには確かな
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 Ａ 啓発・案内等を十分に行い、 警察等関係諸機関と協 取組に対する自信が

ける問題について啓発文書を おいて、生徒指導に関す Ａ 理解と協力を求めていきたい。力しながら関連文書・情 醸成されるものだと
配布し、家庭との連携を図る。る理解度を90％以上にす 報提供できるようにす 考える。

る。 る。
教育相談体 スクールカウンセラーと協 悩みを抱える生徒や不 すべてが改善された訳では スクールカウンセラー

制の充実に努 力しながら、生徒や保護者と 登校傾向生徒等につい ないが、スクールカウンセラ を含めた情報交換を密に
める。 の人間関係を深め、心身の悩 て、早期の適切な対応と Ａ Ａ ーと協力し、指導・支援の体 し、更に多くの目で見守

みを抱えた生徒の早期発見と 改善を図る。 制は整いつつあると思われる。り、指導していく。
適切な指導を行う。
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早い段階か 模試の前後に担任や教科担 模試の復習をする生徒 模試の過去問を配布し、事 クラス担任や教科担当 地域で活躍されて
ら進路に対す 当と連携して、模試デジタル を90％以上にする。（7 前準備をさせた。 １，２年生 と連携し、過去問を配る いる方々を外部講師
る高い意識を サービスの利用も含めて事前 月進研模試の復習を夏期 で過去問を「いつも、時々し 時期、分量などを相談し、として招聘するなど、
もたせる。 準備や復習をするよう啓発す 休業中の課題として提出 Ｂ た」が46％、模試の復習を「い 学習を啓発する必要があ 生徒の学習意欲を高

る。 させる。） つも、時々した」が31％であ る。事後の復習について める手立て、また、
った。デジタルサービスは約 も復習内容を精選し、デ 効率的な学習方法に

Ｂ 半数の生徒が利用していた。 ジタルサービスも利用さ 関する指導などをさ
せながら啓発していく。 らに検討して欲しい。

進路委員の活動として、生 ニューズレター「進路 ２年生の進路委員に各類型 これからも生徒主体で
徒向けの進路ニューズレター のすゝめ」を年間５回以 別の特色をテーマに作成させ、タイムリーな情報を提供 生徒の進路目標の
「進路のすゝめ」を発行し、 上発行する。 Ｂ 発行した。また、オープンキ していきたい。 実現に向けて、通塾
生徒自らの力によって、キャ ャンパスの様子なども報告さ に対する課題や部活
リア発達を促す。 せた。 動との両立などに丁

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 １，２年とも家庭学習の平 今後は各教科、学年、 寧に対応して、公立
を身に付け、 学習の大切さを理解させ、部 の平均時間を２時間以上 均時間は１時間20分程度であ 部活動顧問とも連携をと 高校として意欲的な
生徒の進路実 活動指導と連携しながら、家 にする。 Ｂ った。また、１月の進路調査 りながら、部活動の休養 取組を期待している。
現を確実なも 庭学習の習慣化を図る。 で、家庭学習が２時間以上と 日や隙間時間を活用し、
のにする。 いう生徒の割合は全体の25％ 家庭学習が定着するよう

程度であった。 に指導していく。
GTECを実施し、データの分 夏期休業中の課題とし 模試とあわせてGTECを実施 来年度も継続実施して

析を行い、英語科や学年と連 て付属の教材を配布し、 した。事前指導として夏期休 いく。２年生は２度目に
進路指導 携しながら、１・２年生の生 テストに備えさせる。ま Ａ 業中に課題として「STEP UP なるので「ベーシック」

徒の英語力を向上させる。 た、GTEC実施までに教員 Ａ Ａ ノート」を配布し、テストに から「アドバンス」に変
の研修を行い、今後の指 備えさせた。また、８月下旬 えて実施予定。また、４
針を作成する。 に教員の研修会を実施した。 技能の中の「スピーキン

グ」についても導入を検
討していく。

放課後や休日に実施する実 ３年生の実力養成講座 ３年生の夏期または２学期 来年は耐震工事の関係
力養成講座を更に充実したも (夏期及び２学期)の出席 の講座を受講した生徒は約95 で経済会館でほとんどの
のとし、進路実現に向けて生 率を90％以上にする。 Ａ ％であった。また、冬期およ 講座を実施しなければな
徒の意欲を最後まで持続させ び３学期も受講した生徒の出 らないので、早くから準
る。 席率も90％以上を超えていた。備計画が必要である。

一人一人の 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ＨＲを行 進路目標を早期に決定
適性等に基づ の開催、オープンキャンパス 生徒の割合を、１年生の った。また、進路セミナーを できるように、進路 HR
く進路選択を の紹介等により、将来の進路 ３学期で10％以下、２年 Ｂ 実施し、早期に進路目標を設 や説明会などで多くの情
させ、進路目 について考える機会を積極的 生の３学期で５％以下に 定させたい。進路目標の未定 報を提供していく。また、
標の実現を図 につくり、進路目標を持たせ する。 者は1年14.8％、2年5.9％であ 進路セミナーも継続して
る。 る。 Ａ った。 実施していく。

生徒・保護者向けに「進路 「進路だより」を学年 各学年、学期に２回発行し、 「進路だより」につい
だより」を発行して、進路決 ごとに、各学期それぞれ 保護者へ情報提供を行った。 ては生徒や保護者に有益
定に役立つ情報を発信し、進 ２回以上発行する。 Ａ ２，３学期にはPTA研修会を通 でタイムリーな情報を掲
路目標の実現につなげる。 じて、情報提供した。 載し、進路目標の実現に

つなげていく。
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生徒一人一 生徒会執行部が中心となり 広報活動を年間10回以 学校行事の内容を見直し、 各学校行事・ボランテ 小･中･高の連携は
人の自主性・ 学校行事の内容やボランティ 上行う。 九州北部豪雨緊急支援募金や ィア活動への生徒の積極 とても有意義な取組
創造性・協調 ア活動等を企画させるととも

Ａ
陸前高田市支援「本の持ち寄 的な参加と更なる内容充 である。積極的に推

性を育成し、 に、全校生徒に協力を呼びか り」等を企画した。生徒会だ 実のため、より効果的な 進して欲しい。小学
学校行事の活 ける広報活動に積極的に取り

Ａ
よりを５回発行し、ウェブサ 事前広報活動の工夫が必 生にとって、高校生

性化を図る。 組ませる。 イトを14回更新した。 要である。 は憧れの存在、訪問
耐震工事期間中に行う文化 事後アンケートにおい アンケートによる生徒の肯 耐震工事・準備期間の 回数や交流の方法な

祭が安全に実施できるよう計 て、文化祭に対する生徒
Ａ

定的評価は99.7％であった。 短縮・安全面など課題は ど工夫を凝らし、次
画を立て、生徒全員参加の魅 の肯定的評価を98％以上 文化祭終了後、次年度の安全 多く、より早い時期から 年度以降も連携を深
力的な内容を創り上げる。 にする。 面の改良に取り組んだ。 の準備が必要である。 めることができるよ

生徒に「地 生徒会執行部が中心となり 合わせて年間10回以上 挨拶運動を16回、募金活動 有志参加生徒の増加と う考えたい。そのよ
域と学校との 学校周辺地域での挨拶運動、 行う。

Ａ
を12回、広報活動を３回、清 更なる内容充実のため、 うな取組の中で、各

特別活動 つながり」を 募金活動、学校行事等の広報 Ａ 掃活動を２回実施した。 きめ細かい計画と事前準 校種の児童生徒の発
・部活動 意識させ、社 活動などに取り組む。 備が必要である。 達段階に応じて地域

会への貢献意 地域連携委員会が主体とな 合わせて年間10回以上
Ａ

地域貢献活動として、小・ 本校のコミュニティー に自分たちがどのよ
識・参加意識、 り、地域の小学校・中学校・ 行う。 中・高が連携した取組を８回、スクール申請を見据え、 うに関わることがで
奉仕の精神を 高校・病院等と連携し、地域

Ａ
地域の関係機関や他校と連携 地域の連携先との「顔の きるのか、どのよう

培う。 の清掃活動や交通安全運動等 した取組を10回実施した。 見える関係」を更に充実 な貢献ができるのか
の活動を更に推進し、生徒の させ、よりきめ細かい連 を体験させたい。ま
規範意識を醸成する。 携が必要である。 た、異世代の子ども

部活動を通 部活動集会や部活動キャプ 部活動生徒による挨拶 各部活動顧問の協力を得て、 次年度以降も部活動顧 たちがふれ合う機会
して生徒の規 テン会議等をとおして、生徒 を100％にする。 挨拶指導・清掃指導等を年間 問間の共通理解を図りな と捉え、大切にして
範意識を高め、 に規律やマナーの大切さを指 Ｂ Ｂ を通して行った。校内での挨 がら、取組の継続が必要 いきたい。
社会で生きる 導し、挨拶や部室周辺の清掃、 拶は概ねできているものの、 である。
基礎力を身に 節電などを徹底させる。 校外での挨拶や部室の清掃に
付けさせる。 は一部課題が残った。
ＨＲを通し 人権教育ＨＲにおいて、今 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

て人権感覚を 日的なテーマ（いじめ、ＳＮ 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、
身に付けさせ、 Ｓを巡る問題、ＤＶなど）を ・補助資料を各学年１回 Ｂ 心に響くＨＲの充実を図るこ 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 取り上げ、心に響くＨＲの充 以上活用する。 とができた。今後も引き続き、も、部員で意見を交わす と思う。保護者に幅
権啓発活動の 実を図る。 新しい教材の開発を進めてい ことで、教材の精選を進 広く案内することが
充実を図ると くことが課題である。 める。 効果的にできる工夫
ともに、教職 ヒューマンハート委員会・ 関係団体行事への生徒 予定通り年間の活動を実施 生徒に対して、活動内 が必要である。
員の実践力を ヒューマンライツ部の年間活 の参加を年２回、人権啓 Ａ した。今後も生徒の意見をで 容について意見を述べる
高める。 動内容を示し、生徒の意見を 発標語とニューズレター Ａ きるだけ反映させていくこと 機会をできるだけ設けて

反映しながら、活動を充実さ を各５回（年間計10回） が課題である。 いく。
せる。 発行する。

人権教育 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
等の年間一覧表を作成し、教 の参加率を50％以上にす 積極的に参加された。(77％) 礼等の時間を使って効率
職員の各種研修会への参加を る。 Ａ 課題として、全職員での研修 的に行う。今後は研修内
促し、実践力の向上を図る。 内容の共有があまりできなか 容を全職員に伝達するこ

った。 とで共有を図る。
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。 Ａ 権講演会へは、積極的に参加 面の工夫をしながら効果
保護者ととも 参加を増やす。 された。(計52名) 的に行う。
に人権啓発の 校内人権作文集を配布し、 前年度の人権教育講 Ａ 11月初めに人権作文集を発 人権作文集の構成・内
充実を図る。 保護者からの感想文の提出を 演会の内容も併せて掲載 行し、その後保護者から51件 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 Ａ の感想文が提出された。 で、より魅力的な人権作
める。 出を50件以上にする。 文集にする。
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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」を春夏秋冬の４回、 昨年度から「知新」は 芸術鑑賞会の実施
定着させ、図 ンや図書広報紙「知新」・「知 回、「知新増刊号」は各 「知新増刊号」を「マーサー 配布ではなく教室掲示、 時期、場所、内容の
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 タイム」に呼応して３回発行 （本年度A3からB4にサイ 精選等を創立百周年
進する。 読書週間「マーサータイム」 タイム」に呼応して発行 し、読書に興味を持たせるき ズを変更）「知新増刊号」記念事業との関連に

を充実させ、読書に興味を持 する。 っかけとした。 は全校生徒に配布。この おいて検討していく。
たせる。 形で続けていく。
広報コーナーで扱う特集テ 図書委員による広報活 会議室前や知新館内で、展 本に親しむきっかけを 情報活用能力の育

ーマに図書委員の活動を取り 動を春夏秋冬の４回行 示による広報活動を実施。目 つくるため、興味・関心 成に力を注ぐことが
入れ、広報紙とともに、図書 い、知新館利用者数を増 Ｂ に見えて本の貸出に結び付き を喚起できるように、様 重要である。最新の
紹介に力を入れる。 やす。 Ａ にくい部分もあるが、地道に 々な方法で情報を提供し 技術革新を感じさせ

続ける。 ていく。 るような授業展開を
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98％以上で、作成 引き続き読書を推進 お願いしたい。また、
と連携し、読書感想文または 感想画のねらいを確認 Ａ のねらいを確認し、意図を踏 し、自分の考えや感じた ＳＮＳの利用方法を
読書感想画を１・２年生の夏 し、提出率を95％以上に まえて提出させることができ ことを形にして表現する 含め、情報モラルに
期課題として提出させる。 する。 た。 方法を身に付けさせる。 関する指導において
１学期の「知新のつどい」 「人をとおして本を知 １学期に実施。参加生徒数 自分の考えや感じたこ は、警察等関係諸機

読書指導 はビブリオバトルを開催し、 る」「本をとおして人 は図書委員を中心に54名。本 とを人前で表現し、相 関と連携して、より
・ 読書に興味を持たせる。 を知る」ことに興味関心 Ａ Ａ 校4回目の活動である。バトラ 手に伝える力を身に付け 具体的な事例を用い

文化学習 を喚起し、参加生徒数を ー、観覧者の積極的な参加を させるため、継続して実 た取組を進めて欲し
50人以上とする。 促すことが課題である。 施する。 い。

芸術・文化 芸術鑑賞会の内容を精査 来年度の実施に向けて 芸術鑑賞会の開催方法を変 ３年間の中で必ず１回
への理解・関 し、心に残る本物の芸術に触 内容の精査、具体的な実 えるきっかけとして、100周年 は心に残る本物の芸術に
心を深める。 れる機会とする。 施方法を検討し、本年度 Ｂ 記念行事と関連させて、現在 触れることができるよう

中に実施までのタイムテ 実施方法について検討中であ 来年度に実施方法を具体
ーブルを立案する。 る。 化する。

第１学年及び国語科と連携 事前に小倉百人一首か 各クラスで予選を行い、ク インフルエンザが流行
し「新春小倉百人一首かるた るたの和歌を覚えるよう Ａ ラス代表４人を決め、本戦を する時期でもあり、現在
大会」を実施し、古典に親し 促し、関心を高める。 Ａ AL ルームで行った。古典に の方法で来年度以降も実
む機会とする。 親しむきっかけとなった。 施する。
「知新のつどい」の内容を ２学期は、芸術に親し ２学期は３年生と卒業生に コンサートに関するア

生徒とともに企画し、できる む機会を、３学期は生徒 よる声楽等のコンサートを、 ンケートへの回答は95％
だけ多くの生徒が関心を持っ 参加型の講座をそれぞれ Ａ ３学期は「新聞の読み方」講 が肯定的であった。生徒
て参加できるようにする。 開講し、参加生徒事後ア 座を実施した。多くの生徒が 参加型の講座を今後も開

ンケートの肯定的回答を 関心を持って参加できた。 講していきたい。
80％以上にする。

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13.0％、女子が10.1 体つくり運動等を継続 耐震工事も継続さ
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11.4％であった。して実施し、生徒個々の れる中、学校安全に
まえ、体育の れ、個々の体力の向上を図る。る。 体力の向上に努める。 十分配慮をして欲し
授業・体育行 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 い。授業中や部活動
事の内容の充 上させる。 を男子70％以上、女子20 Ａ 生徒は男子79.9％、女子39.0 実した活動を実践し、文 において、事故等が
実を図り、体 ％以上にする。 Ａ ％である。 武両道を図らせる指導に 起こることのないよ
力の向上やス 取り組む。 うに注意、指導を徹
ポーツライフ 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 底することが重要で
を継続する資 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 あると考える。

健康安全 質や能力を育 実施種目を考えさせる。 Ａ 93.1％である。 善を図っていく。
てる。
生涯をとお 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（心電図眼科精 「保健だより」や、三

して健康な生 把握し改善に努め、自己管理 向上させる。(心電図100 検必要生徒なし、歯科49％、 者懇談時に精検受診依頼
活を適切に管 能力を高める。 ％・眼科30％・歯科30％ Ａ 尿40％) を配布し、健康状態の改
理していく資 ・尿検査45％) 善に取り組めるように努
質や能力を育 Ａ める。
てる。 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93％が受講した。 内容の改善を図る。
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学校Webサイ ４月に職員研修を実施し、 年度末のアンケートで 職員研修を経て、新しい方 部活動の情報など生徒
トのCMS化によ ５月より新しいサイトの運用 更新できた回数等を集約 法での運用が始まった。初年 ･保護者の興味あるペー
って、より迅 を始める。技術的なサポート する。総務部による更新 Ｂ Ｂ 度ということもあり、担当の ジは顧問による随時更新
速で正確な情 を行いながら情報ツールとし 以外に50件以上の更新回 総務部を除いた職員による更 以外に定期更新の時期を
報の発信を行 て教職員に活用してもらう。 数を目標とする。 新回数は延べ34回と多くない。設定し、活性化を図る。
う。
『学校案内』 中学生の目線で、より理解 掲載写真を50％以上更 評価指標は達成できた。し 『学校案内』は年度当
をより見やす ができるよう、レイアウトの 新する。 かし、従来の作成時期では１ 初から編集作業を始め、

広報活動 く、分かりや 工夫をする。掲載写真を最新 Ａ Ａ Ａ 学期中の中学校側の高校訪問 ６月上旬の完成･納品を
すいものに更 の状況が分かるものに変え に間に合わない場合がある。 目指す。
新する。 る。
オープンキ 部活動の見学では工事中を 体験型の企画が昨年比 評価指標は達成できた。さ 工事箇所の進捗に対応

ャンパスにお 考慮しながらも体験ができる で100％以上実施できる ざんかホールで実施したアン できるよう、年ごとの工
いて、入学希 企画が減らないよう場所を確 ことを目標とする。 ケートによる参加者の満足度 夫を行う。
望者に本校の 保する。 Ａ Ａ は『大変よくわかった』(58.6
教育活動を理 ％)、『よくわかった』(35.4
解してもらう。 ％)であった。

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 高等学校等奨学金や奨学給 今後も案内や書類の事
扱いについて 高校給付金及び大学予約奨学 切な対応を申請希望者全 付金、その他の奨学金業務を 務処理等を迅速かつ正確

奨学金 確実・迅速な 金の事務手続きを迅速かつ正 員に行う。また、日本学 Ａ Ａ Ａ 迅速かつ正確に行うことがで に行う。
対応を図る。 確に行う。 生支援機構における新た きた。

な制度への対応を滞りな
く行う。

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 学期ごとのアンケートで内 今後もアンケートなど
対する生徒の る。大掃除において重点目標 学期ごとにアンケート調 Ａ 容や用具について要望を聞き を通して、要望を聞き解
意識を高める。 を設ける。 査をし年度末に清掃に対 不都合を解消するようにした。決できるように取り組

する評価を実施する。 Ａ む。
通学路を中心に数コースに 第２学期に１回設定し 雨天のため清掃活動は実施 予備日を設けて実施す
分かれて地域清掃を実施す 実施する。 Ｂ できなかった。駅への座布団 る。または、天候に応じ
る。 贈呈は実施できた。 た内容を数パターン用意

する。
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 雨天のため移動訓練ができ 雨天対策として移動訓

環境美化 充実を図る。 導のもとに早期に実施する。 避難を完了する。 Ｂ Ｂ Ａ なかったが消防署の方の講話 練の予備日を設定する。
シェイクアウト訓練・緊急 で具体的な学習ができた。 更に次の訓練の中でも予

地震速報訓練を実施する。 備日を準備する。
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 委員会、学年別連絡会など 今後も教師と生徒の連

活動の活性化 防災に関する啓発活動、校内 取り組む。 Ａ Ａ で趣旨徹底することで各種活 絡を密にすることで充実
を図る。 の緑化・美化活動について自 動に責任を持って取り組んだ。させていきたい。

発的に計画し実施する。
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 安全点検を実施し、迅速に 耐震工事による変更も

用品の充実及 定期的に実施し，事務室と連 実施する。 Ａ Ａ 事務室に連絡し修理・改善を 増えるので、更に連絡を
び営繕の迅速 携を取りながら修理・改善を 図った。 密にしていきたい。
化を図る。 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 小学校体験実習の目的を達 生徒アンケートにおい 事前学習の時間を十分確保 来年度の小学校体験実 来年度より実施され
に対する理解 成するため、事前学習の時間 て、肯定的に回答する生 でき、一定の成果が得られた。習の目的が達成できるよ る(仮称)次世代教員養
を深めつつ、 を十分に確保する。 徒を90%以上にする。 Ａ 来年度以降、実施時期、形態 う、大和高田市教育委員 成プログラムと効果的
積極的に学ぶ が変わるため十分な準備が必 会及び実施校８校と十分 な連携ができるよう教
意欲やコミュ 要である。 に連携していく。 育アンビシャスコース
ニケーション 大学等からの出張講義、訪 生徒アンケートにおい 体験的な学習が実施でき、 (仮称)次世代教員養成 の指導計画等を構築す
能力を育む。 問学習、教育機関への訪問学 て、肯定的に回答する生 Ａ Ａ 目的を達成できた。来年度以 プログラムと連携してい る。

習など体験的な学習を充実さ 徒を90%以上にする。 降、内容の精選が課題となる。き、生徒の資質向上をめ
せる。 ざしていく。 教育連携協定を結ん
グループ研究、ディベート 生徒アンケートにおい 主体的な学習活動に生徒は 個人研究、グループ研 でいる大学の教員はも

学習、討論、スピーチ大会等 て、肯定的に回答する生 Ａ 懸命に取り組んだ。自分の考 究、ディべート、集団討 とより学生を招聘し
生徒が主体的に取り組む学習 徒を90%以上にする。 えを表現する力を更に付けさ 議などの言語活動の時間 て、様々な体験談や助
を充実させる。 せた。 を十分に確保する。 言等を聞く機会を設定

大学との連 大学入試に対応した小論文 生徒アンケートにおい 小論文に加え、集団討議を 今後、第１学年，第２ し、教育効果を高める
教育コー 携を強め、進 や面接、集団討論対策のため て、肯定的に回答する生 Ａ Ａ 取り入れ、自分の考えを表現 学年にも年間計画策定の 取組を実施する。
ス 路実現に向け の学習活動を充実させる。 徒を90%以上にする。 したり、他の人の意見をしっ 段階で取り入れることを

た取組を一層 Ａ かり聞く力を育成できた。 検討する。
充実させる。 連携大学からの学生を受け 生徒アンケートにおい 今年度は奈良教育大学の学 少なくとも２大学以上

入れ、進路に関わる学習活動 て学生を年間10名以上受 Ａ 生に延べ12名、本校生徒の学 の卒業生に関わっていた
を充実させる。 け入れる。 習に関わっていただいた。 だくよう学習活動の計画

を策定する。
豊かな人間性 本校教員による特別授業や 生徒アンケートにおい 今年度は校内の教員による 来年度は、他の教科の

と社会性や幅 県立野外活動センター所員に て、肯定的に回答する生 講義が音楽、書道、理科の３ 先生方にもご依頼させて
広い教養を養 よる特別講義などを行い、幅 徒を90%以上にする。 Ｂ 講座のみであった。内容は生 いただきたい。
う取組を充実 広い教養を身に付けさせる。 徒にとって非常に有益なもの
させる。 Ａ であった。

地域活動や大学等での研修 科目「地域活動」にお 今年度は６名の生徒が、年 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 間35時間におよぶ各種ボラン 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。 ティア活動に積極的に参加し もアンテナを張り、生徒

た。 に紹介する。
主体的な学 専門家の招聘と現地学習の 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 充実により学習意欲を高め 活動を１回以上実施す Ａ の行き先について更に研
解決能力を育 る。 る。 究する。
成する。 コースの特色に応じて「奈 年間計画の中で、奈良 Ａ 各コースで工夫して実施し 情報提供を行い、他の

良タイム」の取組を実施し、 の文化や歴史、地誌や環 Ａ た。 コースや他校の取組も参
総合的な 地域に根ざした学習を行う。 境に関わる学習を実施す 考にする。
学習の時 る。 Ａ
間（探究） 対話的・協 グループ学習を活発に行わ 各学期においてグルー 積極的に実施した。 全員が力を発揮できる

働的な学習を せる。 プでの活動を必ず実施す Ａ よう更に研究を進める。
とおして幅広 る。
い能動的なコ 発表活動を重視し、レポー 各学期において発表活 Ａ さまざまな形式で最終発表 校外での発表も視野に
ミニュケーシ ト発表やスピーチ、実演など 動を必ず実施する。 Ａ を行った。 入れて活動する。
ョン能力を養 多様な形式の発表を行わせ
う。 る。
教育目標に 関係各部署との連携を図 今年度に行われる耐震 今年度実施の耐震工事等は、 耐震・大規模改修工事

沿った円滑な り、生徒が安全に学べる環境、工事が、事故等が無く安 大きな事故等もなく無事に終 は平成33年度まで行われ
学校運営を行 学習しやすい学校を目標とし 全に終わるよう各関係部 Ａ Ａ 了、また付随する関係工事も る予定である。今回の反
うための教育 た環境整備を行う。 署との連携を緊密に行っ 特に問題なく終了した。 省点を今後に生かした
環境の整備を ていく。 い。

学校事務 行う。 Ａ
学校運営経 予算は、値上げに対しての より一層の光熱水費の 冷暖房の使用規程について 暖房機器の設置が、県

費及び、光熱 措置は行われないままきてい 削減、節電・節水の慣行 は、周知の徹底がかなり図ら 費と私費で混在している
水費の適切な るため、厳しい状況のままで 等、省エネについての啓 Ｂ Ｂ れたように思う。気温による ため、使用について再度
執行管理に努 ある。過不足が生じないよう 発に努め、経費削減に努 使用量の増加に悩まされた。 検討を行っていきたい。
める。 に適切な執行を行う。 める。
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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 不注意による遅刻が５回以 １回の遅刻に対し入室 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。 徹底し、各学期において Ａ 上の者はいないが、学期をま 許可時、入室時、放課後 徒、特に新入生には、
させる。 不注意による遅刻５回以 たがると超える生徒がいる。 と、３度の指導を行って 駅内のホームでは安全

上の生徒をなくす。 自覚を促したい。 いる。 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10回発行済み、行 三者懇談や学校行事、 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 事予定も毎月配布している。 PTA行事など保護者が来 ったり、混雑が激しか
布することにより、保護 Ａ 三者懇談でも、保護者との連 校される機会に、今後の ったりと危険が伴って
者に学校の様子を知らせ 携を深めることができた。継 予定を案内している。 いることを認識するこ
る。 続していきたい。 とが重要である。また、

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 「取り組む時も取り組まな 授業、ＨＲ、定期考査 救助を必要とする人を
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 い時もある」生徒が約1/3にの や模擬試験の返却など機 見た場合、通報ベル等
進路に対する 成績の向上につなげる。課題 にしっかり取り組んでい Ｂ ぼる。毎日の家庭学習を習慣 会をとらえ、積み重ねの により最寄りの駅員へ
意識を高める。 等の提出も確実に行わせる。 る」生徒を80%以上にす 付けられるよう、意欲を喚起 大切さを実感させる。 連絡して欲しい。

る。 したい。
進路情報を確実に提供し、 全員に全国模試を３回 ３回の模試と２回のスタデ 模擬試験は部活動の試

進路に対する意識を高める。 以上受けさせる。また、 ィーサポートを受けたが、復 合やインフルエンザの流
第１学年 その上で自主的に情報を収集 長期休業中の「学習の記 Ｂ Ｂ Ａ 習の習慣を定着する指導を継 行に対処しながら、ほぼ

するよう促す。 録」を提出させ、それぞ 続したい。夏休み中の学習状 全員が受験した。
れの結果をもとに面談を 況を踏まえ、類型選択時の面
行い、的確な指示をする。 談を担任が行った。

実力養成講座の内容充実に 実力養成講座の出席率 出席率は約85％であった。 申込の段階から高い意
努める。 を98%以上にする。 Ａ 特に３学期に入って欠席が増 識を持つよう促す。健康

えた。 管理にも留意させる。
将来を見据 ＨＲや面談をとおして明確 進路学年集会を年間１ 6 /28進路学年集会、9 /28類 主体的に進路目標を抱

えて、適切な な進路目標を設定させ、類型 回以上、進路ＨＲを３回 型選択学年集会でも進路目標 かせる指導を継続する。
類型を選択さ 選択につなげる。 以上実施する。 Ａ Ａ を考えさせた。進路ＨＲは5/1
せる。 0と9/27、10/11、11/22、1/10

に実施した。
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 高校生活にも慣れ、各種の 生徒会や委員会、部活

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 活動で生徒たちが自分の役割 動、クラスの中で良き個
う。 の積極的な参加を促し、集団 させ、その責務を果たす Ａ Ａ を果たしている。更に自主的、性が発揮できるよう、仲

の中での個の役割を自覚させ よう働きかける。 積極的に動くよう働きかけた 間作りを行う。
る。 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 始業・授業開始時間の厳守 各ＨＲや授業で指導を 各学期で２～３％の生徒が 全教員で粘り強く指導
活習慣を確立 と挨拶の励行を徹底する。 徹底し、各学期において Ｂ 寝坊などの理由で５回以上遅 するとともに、生徒自身
させ、学校生 不注意による遅刻５回以 刻した。 の自覚を促す。
活を更に充実 上の生徒をなくす。
したものにす 生徒理解に努め、保護者と 行事予定を年間12回、 Ａ 予定通り発行できた。「学 時間をかけ、その時々
る。 の連携を密にする。 ｢学年便り｣を各学期２回 Ａ 年便り」は内容を吟味する必 に合ったテーマで内容を

ずつ発行する。 要がある。 充実させる。
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 授業アンケートの結果、授 日頃から緊張感を持っ

習慣を確立さ せ、また定期考査・模擬テス て、｢授業の準備や課題 業に意欲的に取り組んでいる て授業に取り組むことを
せ、進路実現 トのやり直しを促し、実力を 等にしっかり取り組んで Ｂ 生徒は、一般教科で約70％、 地道に、根気強く指導し
に向けた準備 つけさせる。 いる」生徒を85％以上に 実技教科で約80％であった。 ていく。
をさせる。 する。全員に模擬テスト Ａ まだまだ指導の余地がある。

第２学年 を３回以上受験させる。 Ａ
進路情報を確実に提供し、 進路ＨＲを３回以上実 いずれも実施できた。進路 進路実現に向けて、積

またオープンキャンパスに参 施し、進路に関する集会 Ａ ＨＲについては、更に回数を 極的かつ自立した姿勢で
加するなど積極的な情報収集 を年間１回以上実施す 増やし、進路に対する意識を 臨むことを意識させる。
を促す。 る。 高めた。

学校行事を 学校行事、生徒会活動、ボ 学級役員や各種行事に 生徒達は、さまざまな活動 学校における活動をと
通して、社会 ランティア活動、部活動等へ おける各自の役割を自覚 の中心となって役割を果たし おして、ボランティア精
性や奉仕の精 の積極的な参加を促し、集団 させ、その責務を果たす Ａ た。 神を育てる指導をしてい
神、協調性を の中での個の役割を自覚させ よう働きかける。 く。
養う。 る。 Ａ

修学旅行において、修学旅 修学旅行後のアンケー アンケートでは、ほぼ100％ 全体的な旅程の完成が
行委員とともに、その内容が トで、｢満足した｣生徒を Ａ の生徒が、修学旅行に「満足 直前にならないよう、準
充実したものになるよう計画 90％にする。 した」と回答した。 備期間に余裕をもたせ
を立てさせる。 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 各学期における遅刻者は若 生徒の規範意識向上を
活習慣の確立 行を徹底させ、最上級生とし かけ等により、１・２学 干おり、学期が進むにつれて 目指し、家庭と連携をと
により、学校 ての自覚と責任ある行動を促 期において不注意による Ｂ 全般的に増加傾向にあった。 りながら、全教員が粘り
生活の充実に す。 遅刻５回以上の生徒をな 受験勉強による不規則な生活 強い、継続的な指導を続
努めさせる。 くす。 に陥らないように粘り強く指 ける。

Ａ 導することで改善がみられた。
生徒観察・生徒理解に努 学年通信を年10回以上 学年通信をこれまでに10回 学年からの連絡を保護

め、保護者との連携を密にす 発行し、学校の様子等を 発行し、行事予定表も毎月配 者の目に触れられる機会
る。 周知する。 Ａ 布することにより、学校の様 を増やす。

子等を周知した。３月に学年
通信最終号を発行予定である。

将来を見据 授業を大切にし意欲的に授 授業アンケートにおい 授業アンケートの結果、授 早期に進路目標を設定
えたキャリア 業に取り組む姿勢を身に付け て、｢授業に意欲的に取 業に意欲的に取り組んでいる させ、授業が進路実現に
デザインをも させ、学力の伸長を図る。 り組んでいる｣生徒を90 Ｂ 生徒は、一般教科で71.9％、 向けての要であることを
とに主体的な ％以上にする。 実技教科で88.3％であった。 繰り返し指導する。
学習習慣を確 進路情報を確実に提供する 進路ＨＲを年間４回、 進路ＨＲ、進路説明会を計 多様な進路選択に向け
立させ、進路 とともに、自主的な情報収集 進路説明会を１回実施す 画通り実施し、進路に関わる た詳細な資料提供ととも

第３学年 目標の実現を を促す。 るとともに、個々の全国 Ａ Ａ Ａ 学年集会も１回実施した。模 に、個々に応じた面談を
図る。 模試の結果をもとに的確 擬試験の結果をもとに適時に 重ね、最後まで粘り強く

なアドバイスを与える。 指導も行った。 取り組むように指導す
る。

部活動との両立を図りなが 実力養成講座(夏期及 夏期または２学期の講座を ＨＲ等で受験科目に対
ら、積極的に実力養成講座を び２学期)の講座出席率 受講した生徒は約95％であっ する取組を徹底させ、目
受講させ、進路目標達成に向 を90％以上にする。 Ａ た。それ以降の講座について 標の実現に向け指導を継
けて粘り強く取り組ませる。 も進路目標達成に向けて、粘 続する。

り強い指導を続けた。
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 ＨＲ等での指導をとおして、 それぞれの責務を果た

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 全員が責任を持ってそれぞれ すことが人間としての成
安全な環境づ に積極的に取り組ませる。 員に責務を果たさせる。 Ａ の役割を果たし、自身の成長 長につながることを、実
くりに努める。 だけでなく、クラスの団結力 感させる。

Ａ にもつながったと思われる。
全教職員、保護者等と様々 欠席・欠課生徒につい 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で、ンを大切にする。

する。 早期に対応することができた。


