
総合評価

学校行事等の円滑化と、儀式
での集中力の向上

・各分掌・グループ・学年・学科との連携や調整を
密に図り、学校行事の円滑な運営を目指す。
・担任、副担任による列内指導や授業での適切な
けじめある指導を通し、集会等で私語がない状態
にする。

・主要行事では、各担当者で協力、補い合い円
滑な運営を行うことができた。
・生徒は自主的にスムーズに集合整列できるよ
うになった。その反面、先生方の集合が遅くなっ
ているように思われる。

体制に慣れて緩慢に
なっている部分がな
いか点検しながら、
引き続き協力体制の
強化と改良を図る。

広報活動の充実

新聞や各種メディア等を利用した広報活動を一層
充実させるとともに、中学校・学習塾等への積極的
な情報提供を図り、本校のよさを広く伝えていく。

・本校で行った学校説明会では、４回でのべ909
名の生徒・保護者の参加があり、アンケートも良
い印象の物が多かった。校外での説明会にも積
極的に参加し、広報に努めた。
・ホームページ作成研修会を実施した。
・ホームページの更新が滞り、情報発信が遅れ
た。

ホームページ作成研
修会の実施と同時
に、更新をうながす
声がけを怠らないよ
うにする。

情報インフラ整備に係るシステ
ム構築を目指す。

・入試システムを再構築する。（ストレス無く処理で
きるシステムが作成できれば到達度100％）
・学校ネットワークシステムの運用マニュアルを作
成する。（すべての担当者が活用できるものができ
れば、到達度100％）
・分掌等から要望に応えたシステムを作成する。
（すべての要望に応えることができれば、到達度
100％）

・入試システム再構築は、進行中。(50％) 入試
業務を時系列で進められるシステムを開発中。
・マニュアルは、各項目の作業詳細まで記述し
切れていない。(60％) 系統的にまとまりのある
ものまで作成できていない。
・分掌等からの要望にはほぼ応えることができ
た。(90％)

・これから始まる入試処
理で検証しながら、課
題と要望を明確にし、反
映させていく。
・各項目毎にわかりや
すく整理する。

保護者との意思疎通の向上と
同窓会活動の円滑化

・育友会学級役員との連携を図り、各行事への保
護者参加率１０％超を目指す。
・同窓会総会、役員会等のスムーズな運営の手助
け。

・各行事への保護者参加率を上げるための具
体的な方策はできなかった。
・総務部の人員も増え、よりスムーズな手助け
ができるようになった。

・事務室と連携しながら
育友会との連携を強め
たい。

総 務

さまざまな教育活動を行って
いることに評価をいただい
た。

卒業式の行動・態度などがよ
くなり、すばらしい式であっ
た。今後も継続せていただき
たいとのご意見をいただい
た。

ホームページを充実して、学
校の様子を更に知らせて欲
しいとのご意見をいただい
た。

B

奈良県立高円高等学校平成２６年度 学校評価総括表

道徳教育の研究指定を受け、生徒に規範意識
の向上が見られた。学校行事、集会などにおい
ても自覚ある行動をとるよう変化が見られた。研
究授業や授業評価を生かしながら、教員の授業
力の向上、生徒の学力の向上、コミュニケーショ
ン力の伸張に努め成果を上げてきているが、今
後も取組を進める必要がある。生徒会活動や
キャリア教育、交流活動の推進にも成果がみら
れた。生徒の心の安定等の面での課題があり、
強い精神力や豊かな人間性を育成する取組を
推進していく。

教育目標

学力の定着・向上と主体的な進路実現

安全で安心な環境作りに努め、一人ひとりの個性を伸ばし、志の高い「生きる力」を持った人材を育成する。

県下唯一の芸術科を有する公立学校として、「誇り」と「自覚」を持ち、教職員が一体となって学校運営を進め、魅力と活力ある学校を目指す。

基礎学力の充実と規範意識の醸成を土台に、コミュニケーション力、自己表現力、社会性を持った人材を育成する。

生徒一人ひとりの理解に努め、けじめある生活態度や他者への思いやりの心を育成
すると共に、自立心を育て社会の一員としての自覚を深めさせる。

教科指導や特別活動、保健指導等をとおし、体力の向上を図り、健康への意識
を高める。教育活動全体をとおし、安定した細やかな心、強い心を育てる。

運営方針

規範意識の醸成とコミュニケーション力、社会性の育成 Ｂ

芸術教育の充実発展を図り、魅力と特色ある学校づくりに努める。交流活動を
とおし、地域や保護者、関係機関との連携を深め、情報発信に努める。

B

B

心身の健康や体力の保持増進

B

成果と課題（評価結果の分析）

芸術教育の推進と交流活動の展開・発信

授業改善に努め、学力の向上を図る取組を推し進める。キャリア教育を充実させ、生
徒自らが主体的に進路選択できるよう指導する。

改善方策等

本校の特性を生かし、豊かな感性を育み、心豊かな生徒の育成を目指す。

評価項目

平成２５年度の成果と課題 本 年 度 重 点 目 標 具 体 的 目 標

具体的方策・評価指標 自己評価結果
具体的目標

（評価小目標）
学校関係者評価（結果・
分析）及び改善方策

B
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長期休業中の宿題・課題テストの実施に関して進
路指導部と連携する。これによって部内業務の効
率化と生徒の学力向上を支援する。連携を図れれ
ばＢ、それによる成果があればＡ。

B

シラバスの有効的な利用形態を検討する。利用形
態の指針が決定すればＢ、年度末に次年度実施
版ができればＡ。

Ｂ

新学習指導要領に基づいて、各学科、あるいは類
型の特性や生徒の進路に適した教育課程を検討
する。
現状変更ありきではないので、検討の進捗状況に
より評価を行う。

B

「下学上達」に積極的に取り組ませる。その効果を
各学年からフィードバックし、各学年の実態に即し
た内容を模索する。学年からの意見を整理できれ
ばＢ、それに基づいた成果かがあればＡ。

B

昨年度の「高志創造」実施内容と成果を引き継ぎ、
より充実した学習内容にする。「奈良ＴＩＭＥ」の学習
プログラムは定番化を図る。その際、学年移行の
連携、各学科の特色を重視尊重する。

Ａ

生徒の自発的な学習の啓発と
主体的な進路実現の支援

・年間計画に沿って効果的に進路学習を進め、各
学年におけるホームルーム活動、進路行事、集会
を通じて、自己を振り返り、将来を展望する機会を
増やす。
・大学入試等に対応できる学力の伸長を目指し、
生徒一人一人の進路希望に応じた進路対策講座
の充実を進める。

・普通科対象に第1学年は類型選択前に生徒が
希望する分野別に説明会、第2学年は就職・公務
員・専門学校の説明と大学の模擬講義を実施し
た。第3学年は6日間で11校の大学別説明会を実
施した。
・第3学年は5月から実力養成講座、7月・12月に
サテライン・オンライン講座を実施した。第2学年は
11月から実力養成講座、12月からサテライン講座
を実施した。

・代ゼミ模試の代わり
に第1・2学年は進研
模試、第3学年は進
研・河合模試を校内で
実施する。
・代ゼミサテライン講
座をリクルートオンラ
イン講座へ移行する。

進路情報の提供の充実

・「進路ガイドブック」の充実や「進路インフォメー
ション」の発行等による生徒及び保護者への啓発
に努める。
・個々の進路希望に対応した適切な進路情報を生
徒・保護者に提供する。

・「進路ガイドブック」を全学年でＨＲ・集会などで
活用した。
・「進路インフォメーション」ほぼ月1回のペース
で発行した。
・集会、三者懇談等で進路資料を配布した。

進路情報を精選し、
有益な情報を提供す
ることで、生徒・保護
者の進路に対する意
識を高める。

本校におけるキャリア教育の
構築と推進

・「キャリア デザイン ガイドブック」を編集・制作し、
ホームルームで活用する。
・保護者対象のキャリア教育講演会を実施する。
・看護体験学習、保育所・施設訪問への参加によ
り、勤労観、職業観の育成を図る。

・「キャリア デザイン ガイドブック」を利用してＨＲ
を実施した。
・普通科対象に第1学年で類型選択時に生徒の興
味関心アンケート「夢ナビプログラム」を実施した。
・第2学年で「進学事典」を利用して将来の進路を
考えさせた。
・希望者による一日看護体験、希望者・家庭科に
よる極楽坊保育所、ピア委員・音楽部による老人
福祉施設訪問を実施している。

より多くの機会を準
備し、体験することで
個々の生徒がキャリ
デザインを具体化で
きるように支援する。

教 務

進路指導 AA

B

メンタル面の弱い学生や新
入社員が増えてきているの
で、連携を図りながら工夫で
きないものかというご意見を
いただいた。今後の指導に
生かしていきたい。

短大などでも手をかけないと
資格を取れない学生が増え
てきている。そのため保護者
懇談会の充実や連絡をまめ
に行うようにしている。保護
者への連絡は充実してきて
いるようであるが、更に継続
的によろしくお願いしたいと
のご意見をいただいた。今後
は更に保護者への連絡など
を充実させるように心がけた
い。

A

生徒の計画的な学習による学
力の定着・向上にむけて取り
組む。

B

B

家庭学習は大切であり、18
歳までに家庭学習の習慣が
身につくように工夫して欲し
いというご意見をいただい
た。

「奈良TIME」などを通じて、地
元奈良のことを更に学んで
欲しいというご意見をいただ
いた。

総合的な学習の充実し、基礎
学力の定着や表現力の向上
を図る。

B

○長期休業中の課題・課
題テストについては、都
度、教科・学年からの意見
をフィードバックして、より
よい運用を模索する。

○新学習指導要領のも
と、入試の試験科目にも
変動が見られる。生徒の
進路により一層適合性の
ある教育課程の編成を進
める。

○シラバスは、より使いや
すい冊子作りの案を作成
し、見積もりを行っている。
加えて、評価の観点・方法
がより具体的でわかりや
すくなるよう検討を進めた
い。

○9月に学校行事が集中
している。それぞれの行事
の意義や効果を尊重しつ
つ、実施時期の変更など
検討が必要である。

○長期休業中の課題・課題テストについては、
１・２学年の国数英で昨年度からベネッセの「ス
タディーサポート」を導入している。実施・運用
面、内容等を進路指導部、関係教科と協議し、
来年度以降の取り組みを模索・決定した。

○教育課程については、特に普通科で見直しを
行った。ⅠⅡ類型では地歴科の充実、Ⅲ類型で
は文理系的選択の幅を拡げることで、生徒の実
情により適合するものとした。

○シラバスについては、学科別に編集するな
ど、生徒に見やすく利用しやすい工夫を行って
いる。

○１学年普通科における「奈良TIME」について
は、昨年度の内容を引き継ぎつつ充実を図り、
定番化した。
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基本的生活習慣の確立

・挨拶の徹底や遅刻の防止に努め、正しい言葉遣
いの指導にも積極的に取り組む。特別な事情のな
い限り、全生徒が８：３０には昇降口を通過できるこ
とを目標とする。同時にカッターシャツ、ブラウスの
第一ボタンを締めさせるとともに、服装を正し生活
させる。

・一学期は明るく元気な挨拶ができる生徒が多
いように感じたが、2学期に入り徐々に覇気がな
く又、挨拶をしない生徒が増えているように感じ
られた。次年度に向けて、明るく、元気良く、爽
やかな挨拶ができるよう指導したい。
・遅刻については特に11月中旬の急激な気候
の変化に対応できず遅刻が増加傾向に転じた。
粘り強い指導が必要である。
・服装については、概ね良好であった。又、カッ
ターシャツ、ブラウスの第一ボタンについては、
登校指導等において一定の成果をあげることが
できた。

・来年度も引き続き目
標にする。
・一斉登校指導を実
施する。
・クラブ員を中心に明
るく、元気な挨拶を実
践させ、学校全体を
リードするよう指導し
たい。

日常生活においてのマナー・
モラルの周知徹底

・登下校時における、公共交通機関でのマナー、モ
ラルの周知徹底を図る。また、自転車事故や外部
からの苦情等を少なくする。（昨年度の３割減を目
標とする）

・自転車事故については大きな事故に繋がりそ
うな交差点での接触事故が５件と昨年より1件
増加した。（時間に余裕のない行動が原因と考
えられる）
・外部からの苦情は７件（昨年比-３）。特別指導
は８件（昨年度比-１）と減少した。又、2学期は
バス停やバス乗車中の苦情もなく、生徒たちの
規範意識も向上しつつある。

・全校集会や、各種
講演会を実施し更な
る向上を目指した
い。
・各機関から提供さ
れた情報をＨＲなど
でアナウンスし注意
喚起に努める。

生徒の自主的・自発的な活動
の推進

・文化祭等の学校行事への関わり、校内・校外美
化活動への積極的な参加を奨励、推進する。
・集会、学校説明会等での活躍の場を生徒会役員
に積極的に与える。

・文化祭に関しては、生徒会本部役員で昨年度
の運営経験者がいなかったこともあり労力の割
にはスムーズにはいかなかった。美化委員や遅
刻の多い生徒と美化活動をおこなったが、他の
生徒の意識にどれだけ訴えられたかは疑問が
残る。
・本部役員から募金活動をやりたいと申し出が
あったことは彼らの意識の萌芽を感じるところで
あった。

・清掃活動は「相乗
り」ではなく生徒会主
導で行いたいと思う。
・次年度に向けての
役員の発掘、組織の
一部改正も視野に入
れている。

学科間の交流、部活動の活性
化

・フットサル大会を開催し、学科・各部間の交流を
図る。
・芸術科の様々な活動を学校全体の活動と捉えら
れるように、生徒会がその架け橋となるべく活動の
方策を探る。

・フットサル大会は実施に不確定な要素を残し
たままではあったが実施でき成功裏に終わっ
た。
・本部役員自身の学科やクラブの活動で手一杯
で、生徒会発信のクラブ通信などはできなかっ
た。

・四学科の生徒が一
堂に会する行事の一
つとして、例えば、芸
術鑑賞会や人権相
談部との共催で人権
講話（イベント）などを
実施できればと画策
している。

図書館運営の活性化

・クラス文庫用の図書を充実させるとともに、クラス
への利用を積極的に働きかける。
・課題研究や資料学習等教科での利用を一層活発
化させるために、各教科との連携を深め奈良TIME
を利用して関連図書の充実を図る。

・クラス文庫を更に充実させるべく予算もある程
度確保できた。
・「読書週間」は下学上達との兼ね合いで曖昧
な形で扱われたことは残念であった。
・3年生の現代文の授業等で図書室を活用し、
かなりの成果を上げたとの報告があったのは喜
ばしい。

・朝の読書の時間を
確保してより徹底した
形で生徒に迫りた
い。
・読書感想文で特選
生徒を輩出したことを
次年度にもつなげて
いきたい。

特別活動

生徒指導

C

C

Ｂ

日々の指導の成果で、バス
内の生徒のマナーはよいと
いう評価をいただいたが、欲
をいえば車中が混み合って
いる場合は、もう少し詰めて
いただければありがたいとい
うご意見をいただいた。今後
の指導に生かしていきたい。

保育実習などに来ていただ
いている生徒は、しっかりし
た敬語を使っているので心
配はいらない旨のご意見を
いただいたが、更に多くの生
徒が敬語を含め、その場に
ふさわしい言葉づかいができ
るように指導していきたい。

Ｂ

文化祭に保育園児を招いて
いただいて、生徒会の役員を
中心に交流をしていただいて
いるのはありがたい。今後と
も交流を継続していっていた
だきたいとのご意見をいただ
いた。

Ｂ

C

Ｃ
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校内・校外美化の徹底と防
火、防災等に関する意識啓発

・校内及び校外美化活動を学期に1回実施する。
・避難、消火訓練を通して防火・防災の意識向上を
はかる。

・校外美化活動は、積極的に活動する生徒が多
く熱心な取り組みができた。
・避難、消火訓練は例年並の取り組みが出来た
が、より実用的な内容を取り入れたい。

・月末大掃除の再開
・生徒主体の避難訓練
の実施・災害時に備え
て水、カンパン等の備
蓄

健康状態を把握し自己管理出
来る生徒を育成する。

・保健委員会の活動を通して健康意識の向上をは
かる
・保健だよりを月１回発行し、健康意識を高める。

文化祭において保健委員会の展示発表は、参
加生徒も多く健康意識の向上につながったと思
われる。レシピ甲子園においても団体賞を受賞
できた。

引き続き保健だより・
文化祭展示発表を通
して健康意識を高め
る。

・スポーツテスト、体育大会、
長距離走大会の安全な運営

・体育委員会の活動を通して各大会の円滑な運営
をはかる。

体育委員を中心に運動部生徒や、体育科・先生
方の協力のもとスムーズに行うことができた。

芝の管理計画につい
て検討が必要であ
る。

人権に関する知的理解と人権
意識、感覚の向上をはかる。

・現地研修及びバルツァゴーデル（重症心身障害
者施設）での研修を通して、人権問題に対する意
識の向上をはかる。

今年度は横井支部での現地研修が、気象警報
等の関係で実施できなかったが、今後も継続し
ていく予定である。高人教の夏期研修等には積
極的に参加していけた。バルツァゴーデルでの
研修も例年通り実施できた。職員対象の研修会
をもてなかった。デートＤＶの講演会は好評で
あった。人権ＨＲでは、インターネットと人権など
も取り上げたい。解放研の活動が出来なかっ
た。

横井支部との交流は
本校の人権教育の
元として継続していき
たい。人権意識を高
めるため職員研修の
機会をもうけていきた
い。ピアクラブ委員会
と解放研のあり方を
検討したい。

生徒の交流を充実させ、共に
生き、共に育つなかま集団作
りの取り組みを進める。

・奈良養護学校、バルツァゴーデルとの交流を合計
年５回実施する。 B

奈良養護学校、バルツァゴーデルとの交流会は
計年５回の実施予定であったが、コーラス部が
奈良養護学校に３月にも交流会を持ち、更に相
互力を深める予定である。講習等で現地での参
加ができない生徒がいた。参加アンケート結果
はおおむね良好で障害のある生徒たちへの理
解を深めることができた。

交流委員が全員参
加出来るような日程
を考えていきたい。交
流委員だけでなく、他
の生徒の参加へも広
げていきたい。

特別支援教育の充実

・ピアクラブ委員会を月１回実施する。
・ピアサポーターとの連携を深め生徒理解に活用
する。
・スクールカウンセラーと連携し、生徒・保護者に適
切な援助を行える力を高める。

ピアクラブ委員に,文化祭での展示の指導、グ
ループホーム訪問にむけての研修、振り返りな
どを行った。ピアサポーター、スクールカウンセ
ラーとの連携はスムーズに行えた。

来年度のスクールカ
ウンセラーの配置が
心配である。

健康安全

人権相談

空調の導入などにより、生徒
の学習環境がよくなってきて
いる。今後ともよろしくしたい
とのご意見をいただいた。

Ｂ

Ｂ

B

学習障害ではないかと思わ
れる生徒が多くなってきてい
るので、専門機関と連携し、
各生徒の指導に生かして欲
しいとのご意見をいただい
た。

B

A

ＢB
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さわやかな挨拶をし、返事を
返すなど、基本的生活習慣の
確立と実践を図る。

挨拶の励行、敬語の徹底や遅刻の減少に努める。
(各学期５回以内、年間15回以内を目標とする。)服
装・頭髪等を正すなど、高校生としての自覚を促す
指導を徹底する。

服装・頭髪等は良好である。数少ない違反生徒
についても、指導により即刻改善されている。挨
拶・返事・言葉遣いについては、「さわやかに」と
まではできていない。遅刻指導該当者数が、１
学期１名から２学期10名、遅刻回数も激増した。
出席状況の経年比較では減少しているが、基
本的生活習慣の確立が求められる生徒が多
い。

服装・頭髪・遅刻等
の指導については、
今後も徹底して指導
する。尚、遅刻状況
がひどいので、遅刻
日の放課後に学習指
導を行うこととする。

常に目標・計画を立てるととも
に、課題や小テストを課し、家
庭学習の習慣づけと学力の向
上を図る。

家庭学習を定着させるため、ノートや課題の提出
等について工夫させ、全生徒が家庭で学習する習
慣づけを行うとともに、課題提出の厳守を徹底させ
る。「下学上達」に積極的に取り組ませ、基礎学力
の定着を図る。

毎学期「目標・計画を立てる」、毎考査「２週間前
学習計画を立てる」ことを全員に課し、意識付け
をすることができたが、家庭学習の習慣化がで
きていない生徒、ノート・課題の提出、「下学上
達」への取り組みが不十分な生徒も多い。

各教科・各クラブとも
連携し、学習方法や
課題提出の徹底を継
続して指導する。

教科指導や部活動などをとお
して、自己表現力（聞く力、話
す力、コミュニケーション力）の
獲得を目指す。

体育大会や文化祭など、学校行事や学級活動に
積極的に参加させることで、仲間づくり、他の生徒
を尊重する態度、規範意識を持たせる。

体育大会・文化祭・校外学習等の学校行事に積
極的に参加し、クラスの団結等の目標は達成で
きた。すぐに目に見える成果が出ることではな
いが、さまざまな悩みや心配事を持っている友
人にうまく寄り添う生徒が見られる。

さまざまな機会をとら
えて、継続して取り組
む。

基本的生活習慣をより充実
したものにし、本校生としての
誇りと自覚を持たせ、規範意
識の高い生徒に育てる。特に
時間を厳守する態度を育て
る。

生徒理解を深め、長欠生徒が出ないように努める。体
調管理を徹底し学年としての出席率98％以上を目指す。
遅刻は各学期５回以上の生徒に対しては指導を行い、
不注意な理由による遅刻の減少に努める。▼ 身だしな
みや言葉遣いなど、高校生としての自覚を促す指導を徹
底し、集団の中での規範の重要性を実感させる。（特別
指導を要する生徒の人数を年間で学年生徒数の２％以
内を目指す。）

２学期末の出席率は97.9％で、大半の生徒は安定し
た学校生活を送っているが、前年度に比べると欠席・
遅刻もやや増加傾向にある。服装・頭髪について継
続的指導が必要な生徒や、挨拶や対話がうまくでき
ない生徒など、社会の一員として成長しきれていない
部分も見受けられる。

就寝時間が遅く、慢性
的に睡眠不足状態にあ
る生徒が多い。保護者
と連携し、早寝や朝食
を摂るなどの生活習慣
を身につけさせる指導
を行う。

互いの個性を尊重し、ともに
支えいたわり合う態度を養う。

ＨＲ活動や学校行事など、あらゆる機会をとらえ
て人権意識を高めるとともに、他者を思いやる姿勢
を養い、実践する力を身につけさせる。

ＨＲ活動や学校行事、講演会等を通して取り組
んでいる。しかし残念なことではあるがネット上
での誹謗中傷や、クラスメートに対する陰口・か
らかい・嫌がらせなどが起こってしまった。

さらに人権教育を推し
進め、仲間作りや他者
との人間関係を築くた
めの取り組みを行う。

学力の更なる向上および、
主体的に取り組む学習態度の
修得、課題提出の厳守と家庭
学習の習慣化をはかる。

各教科の課題提出を徹底する。（提出遅れゼロを
目標とする。）▼ 家庭学習を定着させるため、学
習方法等を指導し、宿題や小テストを課して習慣づ
けをはかる。

１年次に比べると全体的に課題提出はよくなっ
たが、それでも未提出や提出遅れがでている。
大体が同じ顔ぶれで保護者と連携をとりながら
再三指導は行ってはいるが、本人たちの意識が
なかなか改善されていないようだ。

未提出になりがちな生
徒に対しては、放課後
居残らせて課題をさせ
てから帰宅させる指導
を行う。

2年間で培った規範意識を一
層高め、卒業後の社会生活に
耐えうる基本的生活習慣の確
立と実践を図る。

頭髪、服装、言葉遣い、立ち居振る舞い等、を正
し、社会の一員として耐えうる指導を徹底し自覚を
促す。遅刻・早退・保健室利用者の減少に取り組
む。（一学期５回以内、年間１５回以内）特別指導を
限りなく０に近づける。

頭髪、服装、言葉遣い、等は社会の一員として、耐えうる型
になったように思われる。ただ、２学期以降、欠席、遅刻が
増大し、ごく一部の生徒の自覚のなさに、残念な思いを感
じた。３年間の指導が何であったのか力不足を感じた。

次年度がないので改善・
目標が立てづらい。

生徒個々の心身の健康を保
持増進させるとともに、人間と
しての個性を尊重し支え合う
姿勢を養う。

様々な機会、場面を（人権教育ＨＲ、学年集会、総
合的な学習等）とらえて、自己を見つめ、互いを認
め合う姿勢を養う。

生徒間でのコミニュケーションの取り方に問題あるのか、
様々な人間関係問題に取り組む一年であったように思わ
れる。ＳＮＳの展開が学校の指導を遙かに超えた感があ
り、我々教員の手に負える状況ではなくなってきているよう
に思われる。大きな事件になっていないのが不思議なくら
いである。

同上

生徒の進路実現を成就させる
べく、指導者としてのできうる
限りの支援体制を築く。

３者面談、個人面談、各種ガイダンス、面接練習、
実力養成講座、模擬テスト事後指導、学年集会、
科別集会等あらゆる機会を設定し、進路に対する
支援体制を強化し、各生徒の自己実現に寄与す
る。

一部の生徒は自分の目標に向かって真剣に取
り組んでいてそれなりの成果が出ているが、３
０％ぐらいの生徒は、自分のことと、捉えず人任
せの感もある生徒がいる。学校側も支援体制を
とっているが、良く活用されていないように感じ
る。

同上

第３学年

第１学年

第２学年

特になし

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ
Ｂ

Ｂ

特になし

特になし
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