
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。
・大きな声で何度も整列を促さなくても、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。しかし
まだ担副で服装面などの指導の徹底がのぞまれ
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。

・本校での学校説明会には、３回の実施で（本
年度は普通科だけの説明会は実施できなかっ
た。）、828名の生徒、保護者の参加があり、良
い印象のアンケートが多かった。校外での説明
会にも積極的に参加し、広報に務めた。
・ホームページの更新が遅れ、情報発信が十分
でなかった。

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。(60％) 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。
(95％)

・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。
・総務部としての人員も安定し、スムーズな手助け
はできている。ただ、後年へのつながりを考えると不
安なところもある。

・事務室と連携しながら
育友会との連携を強め
たい。
・若い年代の総務部員
の配置が望まれる。

B

B

基礎学力の充実と規範意識の醸成を土台に、感性豊かな生徒の育成を目指す。

評価項目

平成２６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

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

B

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

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。

様々な教育活動を行ってい
ることに評価をいただいた。

引き続きホームページを充
実させるなど情報発信をしっ
かり行って欲しい。

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

総 務

心身の健康や体力の保持増進

B

奈良県立高円高等学校平成27年度 学校評価総括表

授業評価や研究授業を通して教員の授
業力の向上、生徒の学力定着をはかるよう
に努め、成果をあげつつある。生徒のあい
さつの習慣や基本的な生活態度も改善さ
れつつあり、学校行事などにおいても、節
度ある態度をとれるようになってきた。更に
学力の定着、規範意識の醸成とコミュニ
ケーション力向上のための取組を進めてい
きたい。

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。

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。

生徒一人一人の理解に努め、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。

B
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長期休業中の課題・課題テストの効果と運用の在
り方を検証し、改良すべき点があれば、教科、進路
指導部と連携して検討を加える。
客観的な検証ができればＢ、検討し有効な改良が
できればＡ。

Ｃ

「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があればＡ。

B

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の検討を
継続的に行う。検討の進捗状況により評価を行う。 Ａ

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。音楽、美術、デザイ
ン科の「奈良ＴＩＭＥ」の学習プログラムは,言語活動
等の活動を視野に入れて再編を検討する。

B

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5日間で8校の大学別説明会
を実施した。
・第3学年は5月から第2学年は11月から実力養
成講座、全学年希望者対象に受験サプリの登
録（37名）、12月にオンライン講座を実施した。
・英国数教科別に教員対象に進研模試に関す
る研修会を実施した。

・本年度から第1・2学
年は進研模試、第3
学年は進研・河合模
試を校内で実施して
いるが、家庭学習に
つながるように、効果
的な利用を考えてい
きたい。

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。
・ホームページ上での進路情報の発信を増やす。

・「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。
・HPで進路行事の情報を発信した。

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

・生徒がキャリア デザインを描くためのガイドにな
るような機会や情報を提供する。
・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、望ましい勤労観や職業観の育成を図る。

・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学年全クラスで「進学事典」を利用して将来
の進路を考えさせた。
・第2学年希望者対象に就職・公務員・看護医療
の分野別ガイダンスを3学期に実施した。
・希望者による一日看護体験、希望者・家庭科
による極楽坊保育園、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。

各学科、類型の特性や生徒の
進路に適した教育課程の検
討、編成をする。

B

生徒の基礎学力向上、自主的
な学習姿勢の向上を図る。

B

奈良にふれる「奈良TIME」の
学習を大切にして欲しい。ま
た奈良のわらべ唄を扱っても
らっているのは有り難いとい
うご意見をいただいた。

B

A

高円高校との交流において、
日頃から先生方がていねい
に一人一人に指導していた
だいている成果として、日常
的に文化的な活動に触れて
いることが考えられるという
ご意見をいただいた。

BB進路指導

生徒の基礎学力向
上、自主的な学習姿
勢については、学年・
教科による取り組み
として定着している。
また、教育課程の見
直し、総合的な学習
について、今後も細
部の検証や改善を継
続するが、一定の成
果を見ていると考え
ている。
今後は、学習指導

と評価の改善、とくに
観点別評価について
の研究を進める必要
がある。

教 務

・長期休業中の課題・課題テストのあり方につい
ては、昨年度に進路指導部、関係教科と連携・
検討を行った。本年度はそれにしたがって運用
した。充分な検討は行えていないが、運用につ
いては概ね順調に進んだ。

・「下学上達」については、学年と教科が連携し
計画的に行われている。各学年とも学期は読書
からはじめ、第1学年は漢字、第2学年は漢字と
英単語。第3学年は英語長文に取り組んでい
る。学年と教科を中心とした取り組みが定着し、
生徒の基礎学力の定着に寄与している。

・普通科Ⅲ類型（理系）において、発展理科（化
学・物理・生物）の学習の充実にねらいをおいて
教育課程の再編成を行った。

・音楽、美術、デザイン科の「奈良ＴＩＭＥ」の学習
において、情報科の取り組みと連携し言語活動
を重視した内容を取り入れた。

B
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基本的生活習慣の確立

・あいさつ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。

・昨年より挨拶はできる生徒が増加傾向にあっ
たがまだまだ明るく、元気よく、爽やかにとまで
はいかなかった。
・遅刻については昨年より約２５０件減少した。
特に２年生の頑張りが目立った。今後も粘り強
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３件と作年より２件
減少した。（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６件（昨年比-１）。特別指導
は１０件（昨年度比＋２）と増加した。又、2学期
もバス乗車中の苦情があったため、生徒たちの
規範意識の向上に向け努力したい。。

・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、あいさつ運動などへの積極的な参加を奨
励、推進する。
・集会、学校説明会などの活躍の場を生徒会役員
に積極的に与える。

・体育館工事で文化祭の実施形態が直前まで
不確かであったが、不自由な中にも新しい企画
や工夫も生まれ生徒の満足度も例年を下回る
ことはなかったと思う反面、生徒会役員の自発
性を期待するには制約がありすぎ活躍の場は
十分に与えられなかった。

・行事に追い立てら
れず原点に立ち返
り、生徒自身ができ
ること、やってみたい
ことを点検し直す。

学科間の交流、部活動の活性
化

・フットサル大会（球技大会）を生徒会主催で開催
し、学科・各部間の交流を活性化させる。
・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
方策を探り、実践する

・最初の生徒会の活動であるフットサル大会は
警報のため実施できず、学科間の交流といえる
活動もそれ以降できていない。

・高等養護生との交
流を積極的に行い、
学科間の絆や自覚を
より強固にする。
・クラブの運営規則も
スリム化し次段階の
目標設定を求める。

図書館利用、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
への図書館利用を積極的に働きかける。
・課題研究や資料学習等、教科での図書館利用を
一層活性化させるために、各教科との連携を深め
る。
・まずは来館（室）者を増やす努力を心がける。

・図書館が「憩いの場」となるよう来館しやすい
雰囲気作りには成功している。更には本に興味
を持たせるべく多方面での努力は継続してい
る。図書委員にも幅広い活動を予定している。
・１年生の教室に入学記念品として小さな本棚
を贈呈した。

・図書委員を中心に
生徒から発信していく
図書館活動を目指
す。
・教科指導でも利用し
やすい図書館を目指
す。

B

B

以前からバス通勤をしている
が、生徒のバス中のマナー
は向上しているというご意見
をいただいた。

4月にJR奈良駅前のバス乗
り場の位置が変更になり混
乱を予想したが、本校生が
他のお客さんを優先的に先
に乗車させている姿が印象
的であったというご意見をい
ただいた。

C

文化祭に保育園児を招いて
いただいてよい交流ができ
た。また児童も楽しみにして
いるというご意見をいただい
た。

素直な生徒が多く、保育園の
交流でも子供目線にたって
交流していただいて有り難い
というご意見をいただいた。

B

B生徒指導

A

B

特別活動
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校内・校外美化の徹底と防
災、防火に関する意識啓発を
計る。

・校内及び校外美化活動を各学期に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。

・校内・校外美化活動に参加する美化委員の美
化に対する意識も高く、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できた
が、より実用的な内容を取り入れたい。

・月末大掃除の改善
をはかる。

健康状態を把握し自己管理で
きる生徒を育成する。

・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。

・保健委員会活動は、保健目標ポスター制作や
文化祭展示発表等、熱心に取り組めた。
・レシピ甲子園においても今年度は入賞はでき
なかったが、多数応募することが出来た。

・引き続き保健だよ
り、文化祭展示発表
を通して健康意識の
向上をはかりたい。

スポーツテスト、体育大会、長
距離走大会の安全な運営を目
指す。

・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員、体育科の協力の
もと各大会の安全かつ円滑な運営がはかれ
た。

・芝生の管理計画に
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を実施でき
た。婦人部の方の話とフィールドワークで充実し
た研修になったと思われる。バルツァゴーデル
での研修も例年どおり実施できた。デートDVの
講演会は今年も好評だったので、来年度も実施
したい。解放研の活動と職員対象の講演会・研
修会を実施できなかった。人権作文集を３学期
のLHRで使える時期に配布できた。

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。横井支部との交
流以外の職員研修の
機会も持ちたい。

生徒の交流を充実させ、共に
生き、共に育つ仲間集団作り
の取組を進める。

・奈良養護学校、バルツァゴーデルとの交流会を年
４回実施する。
・音楽科とも連携し、新しい交流会の形を作る。

Ｂ

奈良養護学校、バルツァゴーデルとの交流会を
年４回実施するとともに、コーラス部も３月に交
流会を実施する予定である。講習会等で参加で
きない生徒もカードを作ったり、様々な形で参加
できた。参加生徒のアンケートも良好であった。

交流委員が全員参加
できるような日程も考
えていきたい。

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。
・関係機関と連携し、生徒・保護者に適切な援助を
行える力を高める。

グループホーム雪月花訪問に向けての研修を
行った。またピアサポーターは本校に来てくれる
時間等の調節は必要であるが、生徒たちには
必要な存在になっている。スクールカウンセラー
も今年後半は何とか確保出来たが、これからも
必要不可欠だと思われる。

スクールカウンセラー
の確保とピアサポー
ターを含めた大学と
の連携が課題であ
る。

Ｂ

A

Ｂ

Ｂ

Ｂ

奈良北高校の事はショックを
受けたが、多感な時期の高
校生の配慮についてよろしく
お願いしますというご意見を
いただいた。

生徒の学習環境がよくなるよ
うに引き続きよろしくお願いし
ますというご意見をいただい
た。

Ｂ健康安全

人権相談

Ｂ
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きれいに制服を着用する。欠
席・遅刻・早退をしない。あいさ
つ・返事をしっかりする。正し
い言葉遣いを身につける。
ルールや期限を厳守するなど
基本的生活習慣の確立と規範
意識の醸成を図る。

あいさつの励行、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。

遅刻指導をした生徒は８名。昨年度に比べ増加
傾向である。頭髪指導をした生徒は１０名。いず
れも素直に指導に従って改善している。特別指
導をした生徒は７名。入学当初に比べて随分高
校生らしくなってきたが、まだまだ自覚が足りな
い生徒がいる。

常習的に遅刻を繰り
返す生徒には、2学
期より遅刻指導を強
化した。頭髪指導
は、３年間継続指導
する。

基礎学力の向上のため、予習
の仕方から丁寧に教え、課題
や小テスト等を課し、家庭学習
の習慣づけを行う。できたこと
を認めることで積極的な学習
態度を育成する。

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。

課題の提出状況は、学期進行とともに徐々に改
善しているが、まだ完全にはできない生徒がい
る。家庭学習については、あまり増加していな
い。「下学上達」には静かに取り組んではいる
が、主体的に取り組む姿勢が乏しい。

更に粘り強く点検・指
導を繰り返し、定着を
図る。目標を設定さ
せることで、主体的な
学習態度を育成す
る。

教科指導や部活動をとおし
て、自己表現力、コミュニケー
ション力、社会性の獲得を目
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。

奈良ＴＩＭＥで実施した百人一首カルタ大会で
は、消極的な生徒はほとんどなく、グループでな
ごやかに楽しむ姿が好ましかった。行事などを
とおして仲間づくりが進んだ一方で、ＬＩＮＥによ
るトラブルが多発している。

ＬＩＮＥによるトラブル
対策の強化が必要で
ある。

基本的生活習慣を身につけさ
せ、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。

遅刻・早退・保健室利用生徒の人数の減少に努め
る。(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
す指導を徹底し、集団行動の中で規則や規範の重
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３％以内を目指す。)

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。遅刻指導
該当者数が１学期５名から２学期６名と増加したが、
出席状況の昨年度比較68％・経年比較45％に減少
できた。生徒指導部による特別指導を要した生徒は
１名(0.4％)であったが、２学期に入った直後些細な
校則違反による指導が増加した。基本的生活習慣
の確立・規範意識の向上が求められる生徒が多い。

遅刻日の放課後に１時
間の居残りを課し学習
指導を行っており、服
装・頭髪・遅刻等の指
導についても今後も同
じ形で継続していく。

一人ひとりの人間の個性を尊
重し、共に支えあう態度を養
う。

人権教育HRや学年集会・総合的な学習の時間な
ど、さまざまな機会をとらえて自己を見つめさせ、
「認め合う」姿勢を養う。

すぐに目に見える成果が出ることではないが、文化
祭・体育大会・修学旅行等によりクラスの人間関係
が改善したところもある。つらい立場にある生徒にう
まく寄り添う姿も見られた。

人権教育HR・講演会な
どさまざまな機会をとら
えて、継続して取り組
む。

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
習の習慣化を図る。

課題の提出を全生徒に厳格に守らせるように徹底
する。(課題提出遅れゼロを目標とする。)家庭学習
を定着させるため、予習の仕方から指導し、全生徒
が家庭で予習する習慣づけを行う。

１年次に比べると全体的に課題提出状況は良くなってきた
が、少数の特定生徒の課題未提出や提出遅れが見られ
る。家庭での学習が定着するようにテストもしている「下学
上達」の時間には、「漢字トレーニング」の教材により「漢字
検定」２級合格の範囲まで徹底して学習することができた。
後半からは、「英単語ターゲット1400」の教材により徹底し
た英語力の向上に向けた学習の展開を図っている。

保護者と連携をとりながら
個人面談や三者面談を実
施するとともに、放課後に
１時間の居残りを課し課
題等の完成や「下学上達」
のテスト不合格生徒に対
する指導を行っている。

特になし

Ｃ
Ｂ

Ｂ

Ｂ

特になし

Ｂ
Ｂ

第１学年

第２学年

Ｂ

Ｂ
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礼儀・マナーの大切さに気づ
き、基本的生活習慣を定着さ
せるとともに規範意識を高め
る。

遅刻・早退・保健室利用者の人数の減少に努める。（1
学期5回以内、年間15回以内を目標として、全体として
前年比２０％減を目指す。）
服装・頭髪・言葉遣い等を正すなど、高校生としての自
覚を促す指導を徹底し、集団行動の中で規則や規範の
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3％以内を目指す。）

２学期末までの出席率は98.0％で、大部分の生徒は安定
して登校できている。しかしながら遅刻については２学期ま
でで総数689回を数え、特に２学期後半から大きく増えてし
まった。特別指導は１件で、全体として学年が上がるにつ
れて落ち着いた感じが見受けられた。しかし一部の生徒
で、年齢相当の対応・着こなし等ができない残念な生徒も
いて、継続した指導が必要であった。

ゲームやスマートフォンに
依存し夜型生活になって
いる生徒が多い。保護者
と連携し早寝や朝食を摂
るなどの生活習慣を見直
す指導を行う。

心身の健康を保持増進すると
ともに、一人一人の人間の個
性を尊重し、ともに支え合う態
度を養う。

人権教育HRや学年集会・総合的な学習の時間な
ど、さまざまな機会をとらえて自己を見つめさせ、
「認め合う」姿勢を養う。

人権意識を高めるためにあらゆる機会を通して取り組んで
きた。しかしながらＳＮＳによるトラブルや、クラスメートに対
する陰口・からかい・嫌がらせなど年度初めに起こってし
まった。人間関係をうまく構築できない生徒が少し増えてき
たように思われる。

いじめ等を早期発見する
ためにカウンセラー室の
充実を図る。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。

各生徒が目標とする進路を実
現できるように必要な支援を
行う。

各種ガイダンス、面接講習、学年集会、三者面談
などを行い、進路に向けての意識・意欲を高める工
夫を行う。

学級担任を中心にきめ細かく指導が行われ、1学期
から進路に向けての意識を高めることができた。た
だ不安感を感じ指定校推薦やＡＯ入試で早くに決定
してしまった生徒も多くいて、２月まで計画的に取り
組みをさせることができなかった。

センター入試や一般
入試まで受験勉強を
安心して進めていけ
るような情報提供を
行う。

特になしＢ

Ｂ

第３学年
Ｂ

Ｂ
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