
総合評価

具体的目標

（評価小項目）

総務

育友会、文化・体育後援会と緊
密な連携を図り、学校行事への
積極的な参加と活動の充実に取
り組む。同窓会組織の充実を目
指す。

育友会、文化・体育後援会の各役員の方々との連絡を密にする。学校行事が成功裏に終
わるよう育友会等役員の方々の理解と協力を得ながら取り組んでいく。学校行事への育
友会会員の方々の出席を増やす。同窓会会長と連携を密にして、同窓会の充実を目指
す。育友会役員会の出席率60％以上でＡ、40％以上でＢ、20％以上でＣ、20％未満で
Ｄ。

育友会、文化・体育後援会の方々には、奉仕活動、文化祭、体育大会など
の学校行事に協力していただいた。奉仕活動には71％、文化祭には87％、
体育大会には71％、年５回の役員会には平均74％の役員に参加いただい
た。育友会総会への保護者全体の出席率は約10％であった。育友会の研修
会に参加者が少なかったのは残念であった。

二役の方々とは連絡を密にし、事前に打ち合わせ
をして行事や役員会をスムーズに進めることがで
きた。学校からの案内が生徒を通じて家庭に届い
ていないことがあったので、先生方に協力いただ
いて、メール、HPを活用し確実に届くようにした
い。

教務

生徒の進路実現を図るために、
学習指導の効果を高め、生徒の
学力の定着と充実に努める。

わかりやすく学習意欲が高まるような授業ができるように指導力を高める。そのため、
授業研究を随時実施し、教科としては研究授業を行い、授業改善に努める。生徒対象ア
ンケートで「授業の目標やポイントがわかりやすく、学ぶ意欲がわく授業ですか」の回
答が75％以上でＡ、65％以上でＢ、55％以上でＣ、55％未満でＤ。

年間を通じて、授業研究できるようにしたが、例年以上には授業回数は増
えなかった。アンケートではポイント上昇が見られるが、昨年並みと考え
られる。反対に約35％の生徒は授業に対して意欲を持てなかったようだ。

週末課題や授業の内容にも工夫をしてもらってい
るが、生徒が意欲を持って取り組むには至ってい
ないのが現状だ。さらなる課題・授業の工夫が必
要である。改善を目標にした授業研究を実施す
る。

生徒指導

基本的生活習慣の確立と規範意
識の向上を図る。

自発的な挨拶の更なる励行を促し、携帯電話の使用ルールとマナーの徹底をはかる。
登下校、校内での自発的な挨拶の励行を促す。また登下校のマナー徹底と安全確保のた
め年間を通して週2回以上の登下校指導を実施する。
学校のきまりを守る生活をさせるため、きめ細かい指導の徹底を図り、校内アンケート
「学校の決まりを守っている」の回答を95％以上であればＡ、90％以上でＢ、85%以上
でＣ、85％未満でＤ。保護者・生徒・教員の意見を取り入れ、校則の見直しも行う。

生徒アンケートの結果、94.2％（1回目96.1％、2回目92.3%）の生徒が「学
校の決まりをきちんと守っている」と回答している。昨年度と同数であ
る。服装・頭髪・校内での携帯使用禁止などさまざまなルールを守ること
に関して、１年間の取組としては一定の成果はあるが、学校生活に慣れが
出てくると気の緩みがでてくるようである。本校生として自覚をもたせ、
責任をもって行動できるように指導する必要がある。特に、登下校時のマ
ナーとして、安全面からイヤホンや歩きスマホの防止に努める必要があ
る。挨拶においては、しない、できない生徒も多く、次年度への課題であ
る。

朝のホームルームの有効活用やいろいろな特別活
動を通じて、本校生としての自覚をもたせるとと
もに、目標をもって自ら責任ある行動をとれるよ
うに指導する。挨拶に関しては、先生方から積極
的にするようにお願いする。すべての生徒指導に
おいて効果を上げるために、先生方の足並みをそ
ろえていく。

特別活動

学校行事や委員会活動、部活動
への自主的・積極的な参加を通
して生き生きとした学校生活を
実現し、豊かで創造的な自己形
成を図ることのできる生徒を育
成する。

部活動の活性化を図り、加入生徒数の増加を図る。加入者数調査において加入率75％以
上でＡ、60％以上でＢ、50％以上でＣ、50％未満でＤ。
ボランティア活動への積極的な参加を実践するとともに、地域主催の行事に積極的に参
加する。地域からの協同奉仕活動などの依頼に対して、75％以上参加できればＡ、60％
以上でＢ、50％以上でＣ、50％未満でＤ。

部活動の加入率は、4月末は66.3％で昨年度の7１.7%より減っている。ま
た、1月末での加入率は61.2％で、昨年度に比べ途中退部の生徒が増えた。
地域主催の行事については、４年目を迎えた飛鳥駅前活性化会議も年３回
持ち、９月に「飛鳥駅前コンサートを」を行い、アンケートも実施した。
アンケート結果は、大変好評で来年度もぜひ開催してほしいという回答が
多くあった。また、「飛鳥光の回廊」「たかとり城祭り」にも、昨年以上
に積極的に参加できた。地域行事や協同奉仕活動などの参加依頼に対して
75%以上参加することができた。

クラブ勧誘ポスターやビラ配布、１年生への部活
動紹介をさらに工夫し、丁寧なクラブ勧誘を行
う。また、クラブに加入しない生徒へのアンケー
トも含めその原因を探っていく。地域行事への参
加も生徒会役員やボランティア部を中心に参加し
てきた。徐々に有志生徒の参加も増えてきたが、
さらに参加する生徒が増えるように、クラス掲示
等の工夫を行っていく。

進路指導

進路意識を高め、進路希望実現
に向けて情報を集め、考え積極
的な行動ができるように促す。

進路意識の高揚に向けて、学習講座・講演会・ガイダンス・相談会・保護者説明会等を
充実させる。入試改革の情報等を伝達周知し、生徒・保護者への啓発に努める。保護者
アンケートの「生徒や保護者に進路に関する情報がよく提供されていますか」という質
問に対し「そう思う」「ややそう思う」の合計が75％以上でＡ、65％以上でＢ、60％以
上でＣ、60未満％でＤ。

保護者アンケートの結果は、前年比2.1ポイント増の78.0％であった。他の
項目でも約５ポイント増で成果はあったと考える。各行事において、内容
の充実を図った結果である。２学期末の資料配付会では参加者が25％増加
し、外部検定や専門科入試の質問も多く意識は高まった。入試制度の変更
や多様な進路希望に合った情報提供を進路指導部と担任、学年が協力した
成果と考える。ただ、情報収集が安易な入試方式を探すためという傾向も
あり、進路希望を明確にする中での入試方式の選択につなげたい。

各学年と連携して、朝学習やLHR、コスモの時間を
体系的に活用する工夫を行う。また学年の協力を
得て事前研修を充実させる。模試やアセスメント
教材の３年間を見据えた再計画と自ら目標実現を
目指す意欲がわくよう行事を立案していく。それ
ぞれの進路行事の内容を常に点検して生徒や保護
者のニーズに合致するようにしていく。

人権教育

多文化共生教育や性同一性障害
をはじめとするセクシャルマイ
ノリティなど、新しい人権課題
にも積極的に取り組む。

全校人権講演会、人権作文発表会などの人権教育に関する学校行事や人権ホームルーム
などのいっそうの充実を目指す。特に多文化共生について積極的に取り上げる。学年末
の生徒対象アンケートで、「高校に入っていろいろなことを学び、中学生のときより人
権意識が高くなったと思いますか。」という質問に対して、昨年度より「そう思う」
「ややそう思う」の合計が前年度より５％以上増加していればＡ、０～５％増加ならば
Ｂ、０～５％減少ならばＣ、５％以上減少ならばＤ。

生徒アンケートの結果を各項目別にみると、人権講演会が前年比-13.8ポイ
ントの75.3％、人権作文発表会が前年比-8.5ポイントの74.4％、各学級で
の人権HRが前年比-3.5ポイントの69.5％、「人権を確かめあう日」の取り
組みが前年比-0.7ポイント増の67.9％であった。昨年度は新しい人権課題
のひとつであるセクシャルマイノリティの問題を積極的に取り上げたこと
が高い興味・関心を呼んだが、引き続き人権諸課題にかかわる地道な取り
組みで人権意識の向上をはかりたい。

人権講演会や人権作文発表会に比して、各学級の
人権HRや「人権を確かめあう日」の評価がやや低
く、また、全項目とも１年生の評価が低かった。
新たな人権課題の提起で関心を高めつつ、人権諸
課題への意識向上に努め、特に１年生には明日香
養護学校や慈母園との交流を生かした取組を一層
工夫する。

文化図書

文化的行事への積極的な参加
と、読書に親しむことで、実社
会を生き抜く強い力や、豊かな
自己実現を図る態度を養う。ま
た、身近な伝統文化に親しむこ
とで、真の国際人たる自覚を持
たせる。

文化祭への自発的・自主的な参加を促す。読書会・ビブリオバトルやかるた大会などの
行事を充実させ、文化に対する興味・関心を高める。朝の読書や図書だよりの発行を通
して読書習慣を身につけさせる。文化祭・かるた大会・朝の読書などのアンケート結果
で全体の満足度が90%以上をＡ，75%以上をＢ，60％以上をＣ、60％未満をＤ。また、生
徒たちに図書室の利用者を増加させるように指導するが、図書の貸出件数については対
昨年比との単純な比較はしない。

文化祭実行委員会で企画し詳細にわたる部分を文化図書部で行った。生徒
たちの意見を可能な限り反映するスタンスで臨み、95.3％の生徒が充実し
ていたと回答した。図書委員と希望者を対象に初めて実施した｢校内ﾋﾞﾌﾞﾘｵ
ﾊﾞﾄﾙ｣では3人の生徒(ﾊﾞﾄﾗｰ)が本を紹介し、質問タイムでも活発な意見交換
ができた。年2回の読書週間では90.6％の生徒がきちんと取り組めたと答え
る一方、読書の習慣付けになると答えた生徒は60.3％であった。かるた大
会は80.3％が有意義と回答した。他クラスの子とも会話する機会ができ、
親睦がはかれてよかったと回答した生徒も少なからずいた。

9月当初の文化祭は準備期間が短く気候的にも厳し
いが、安全でより充実したものにする工夫を考え
たい。ﾋﾞﾌﾞﾘｵﾊﾞﾄﾙで積極的に意見を述べる上級生
の姿は、下級生たちに好影響を及ぼすと思われ
る。今後も継続したい。かるた大会の個人決勝戦
は高レベルな戦いとなった。国語科ともコラボし
つつ文化的教養を会得できるように指導する。

健康教育

生涯にわたって運動をする力を
身につけさせ、健康と安全を維
持できる力を育成する。
自己の健康に興味関心を持ち、
生涯にわたり健康を保持増進で
きる実践力を身につける。

運動に主体的に取り組むことにより、自らの健康管理ができる能力を育てる。意欲を高
める学校行事になるよう体育大会に工夫を加え、不参加率が全体の5％未満Ａ、10％未
満はＢ、15％未満はＣ、15％以上はＤとする。
自己の健康に興味関心を持ち、健康安全に学校生活および人生を送る実践力をつけるた
め、生徒定期健康診断での結果、受診が必要な生徒の受診率の向上を目指す。受診率が
40％以上でＡ、30％以上でＢ、20％以上でＣ、20％未満でＤとする。

保健体育の授業や、体育的な学校行事（新体力テスト・身体測定・体育大
会等）により、生涯にわたって運動をする力を身につけさせ、健康と安全
を維持できる力を育成するという目標を達成するためにさまざまな活動を
取り組んだ。その結果、体育大会の不参加率も5％未満におさえられ、おお
むね満足のいく内容となった。健康診断における受診の日値ような生徒の
受診率も40％以上となり、こちらもおおむね満足のいく内容であった。

体育的な学校行事のさらなる見直しにより、生徒
の積極的に運動に取り組む力や、健康安全を維持
していく力の向上を目指すことが必要となる。特
に来年度は、今年度実施を見送った冬季の体育行
事を，かたちを新たに実施し、その目標に向かう
ことを計画している。

国際教育

多文化共生社会、国際社会で生
きぬくことができるよう様々な
文化に触れる機会を提供し、自
分以外の他者の価値観を受入れ
認め合う姿勢が身についた生徒
の数を増やす。

生徒が異文化に触れる機会を昨年度または前回より増やす。具体的には、「短期・長期
の訪日団および留学生の受入れ件数」「アメリカ姉妹校短期派遣研修、長期派遣留学参
加希望者数」「国際交流行事への参加生徒数」増を目指す。上記方策に対し、３項目で
実績を残すことができればＡ、２項目で実績を残せればＢ、１項目で実績を残せれば
Ｃ、実績を残せなければＤとする。

訪日団（3件）は昨年度より1件少なかった。4月からの長期留学生（1件）
の受入れは昨年度より1件減ったが、6月に短期1名、9月より半期・長期1名
ずつを受入れた。さらに、1日のみであったが、アメリカより高校生、フラ
ンスより大学生をそれぞれ1名ずつ受入れた。長期派遣留学中の生徒は3名
（アメリカ、台湾、パナマ）で、昨年度より2名増えた。アメリカへの派遣
についても、参加希望者が前回（2年前）よりもさらに増加した。国際交流
行事への参加者は十分ではない。

姉妹校生徒来校の際、さらに多くの生徒が交流で
きるよう、生徒会等とも協力して場を設けたい。
グローバルセミナー（留学・海外進学希望者対
象）について、来年度より担当できない旨がベ
ネッセより示された。昨年度より参加者が増えた
こともあり、早急に依頼先を探す必要が生じた。
早急に留学斡旋団体等に働きかけたい。今年度か
ら本格的に高取町広報誌への働きかけを始めた
が、こういった「発信」の機会をさらに増やした
い。
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改善方策等評価項目 具体的方策・評価指標

教育目標
「さとく　きよく　ゆたかに　たくましく」の校訓を指針とし、磨かれた知性と豊かな国際感覚を身につけ、実社会を生き抜く強い心と人を大切にするあたたかい心をあわせ持つ生徒の育
成を目指す。

運営方針

○自律した真の国際人を育て、地域に信頼され、愛される学校づくり。

○常に理性を働かせ、異なるものの見方や考え方を認め合い、学び合い、心を磨き、生徒達が輝く学校づくり。

開校以来の挨拶運動、清掃奉仕活動などの伝
統を継承しながら、生徒が輝く学校の確立に
努めた。地域においては本校の取組が一定の
評価をいただいているが、今後も大学や地域
との活発な連携を通して本校教育の特色を充
実発展させ、生徒とともにさらなる高みを目
指し、「笑顔あふれる元気な学校」となるよ
う努めたい。

B
30年度の成果と課題 本年度の重点目標

  ○　夢に向かって一生懸命に努力する生徒、礼節を重んじ人を大切に思う生徒を育成する。

  ○　生徒と教師がともにモチベーション高く何事にも前向きに取り組み、「笑顔あふれる元気な学校」を目指す。

学校から保護者への案内が確実に届くことに
よって、保護者の学校への関心の向上につな
げられるとのご意見をいただいた。

自己評
価結果

成果と課題（評価結果の分析）
学校関係者評価（結果・
分析）及び改善方策

Ｂ

Ｂ

協議会員の方より「異文化体験発表会等の取
り組みを見るとＡ評価でもよいのではない
か」という声をいただいた。これは本校の取
り組みを初めて見られた方のご意見である。
このことから、本校の取り組みがさらに多方
面に周知されるよう「発信」に力を入れるべ
きだと考える。

Ｂ

生徒を惹きつける授業ができるように各教科
での工夫が必要である。その結果として、生
徒自らが意欲を持って学習できるように教科
別に研修する。

Ｂ

生徒、教職員双方にとってバランスのとれた
目標を設定し取組を進めていきたい。また、
生徒があいさつや登下校のマナーを向上でき
るような取組を検討する。

Ｂ

秋に行われる飛鳥駅前の「ふれあいコンサー
ト」を地域の方々は楽しみにしておられると
いう意見をいただいた。恒例行事としてマン
ネリ化しないように、地域と連携を取りなが
ら内容を工夫して今後も続けていきたい。

Ａ

進路指導は、生徒と保護者が将来を検討し納
得いくことが大切という意味では、学校の取
組に保護者は理解を示しており評価に値する
との意見や卒業生が実社会で頑張っていると
いう意見をいただいた。。今後も、個々の希
望と適性に丁寧に対応できるように情報を精
査し伝達することを心がけ進めていきたい。

Ｂ

新しい人権課題のみならず従来からの人権課
題にも取り組んでいることを紹介してはどう
か、多文化共生教育をもっとＰＲしてはどう
かとの意見や、全人教三重大会で報告すると
知り参加した、施設や養護学校との交流で命
や思いやりの心を育む教育を共創したいとの
言葉もいただいた。

Ｂ

学校行事へ積極的に参加することで生徒どう
しが文化について語り合う機会を持ち、興
味・関心を深めることができる。そして、友
達の新たな一面を見つけることにもつながる
のではないか、との評価をいただいた。

Ａ

何を行うにしても、健康が大切であるという
観点から、本校の取り組みについても良い評
価をいただいた。


