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平成３１（令和元）年度　学校評価総括表　

総合評価

自己
評価

進捗状況 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

生徒が「自ら考え」「自ら学
ぶ」ことを大切にし、学校で
の学習はもとより、日頃か
らの家庭での学習習慣を
しっかりと身につけさせる。

基礎的な知識、技能を習得させ、学んだこと
を活用する力を育むため、日々の1時間1時
間の授業を大切にするとともに、復習を中心
とする家庭における学習の定着を図る指導を
行うため、課題等の内容の精選をする。

年間２回の授業アンケート実施により、生
徒の実態を把握し、それぞれの授業に対
する意欲や満足度、予習復習の定着度
を１回目より向上させ、全体で６０％以上
を目指す。

Ｃ

1学期末の授業アンケートで、予習復習の定着度
は、「している」「だいたいしている」を足した数値
が、３０～６０％範囲が多い結果となった。目標
には及んでいないが、６０％を超えている科目も
一定数有り、２学期・３学期に向けてより一層、定
着度を上げたい。

B

２学期のアンケート結果では１学期と比べると当該項
目のうち60%を超えているものは増加した。

各教科で復習用の課題などを出していただく
などをお願いし、復習に関する取り組みを促
していく。

授業改善や観点別評価の導入
に向けて、評価方法の改善に
向けて、多様化する生徒に対
応できるように学科やコースの
魅力や特色を出せる教育課程
の研究を行い、魅力ある学校
づくりを目指す。

授業改善と学校独自の観点別評価の本
格的実施に向け、教育課程編成委員会
及び教科会議を年５回以上開き、多様化
する生徒の確かな学力の育成と特別支
援教育の充実を図る教育課程の編成や
評価方法の検討を行う。

クラス間・生徒間にかなりの学力差があ
ることも踏まえ、生徒個々の能力を伸ば
す目的で、基礎学力定着のための習熟
度別少人数講座の充実をはかり、また生
徒の進路実現のための満足度達成６０％
以上を目指す。

B

授業に対する満足度は「している」「だ
いたいしている」を足した数値で、ほと
んどが９０％以上を占めている。今後も
授業改善や観点別評価の導入に向け
て、継続的に取り組んでいきたい。

B

当該項目については「している」「だいたいしている」を
足した数値で、ほとんどが９０％以上を占めている。次
年度はR4年度からの授業改善や観点別評価の導入に
向けて、教員間での相互の授業見学を促していきた
い。

公開授業期間を利用し、すべての教員が一
度以上の授業見学を実施できるような仕組
みを作っていく。

成績処理 ・教務事務処
理に関するシステムの見
直しとマニュアル化をよ
り一層進める。

時間割作成、成績処理、指導要録などの電子処理
の一層の充実と、それを使いこなすための研修を
年間３回以上実施するとともにマニュアル化が必要
なものについては、誰でもできるを考え、文章化を
試みる。

各処理に関する分掌内での情報共有と
出席管理、通知票、成績一覧表、指導要
録の作成については全職員の６０％以上
の習得を目指す。

B
現在県下統一の校務処理システムへ
の移行作業中である。可能な作業から
順次研修し、導入していきたい。

A

次年度より概ねの処理は校務処理システムに移行で
きる見込みである。スムーズに進むように取り組んでい
きたい。

本年度取り組んだ事前検証を元にして、予
見可能なミスやトラブルを防いでいきたい。

ボランティア精神の醸成

生徒会活動に関する年間計画を作成さ
せ、生徒会役員を中心とした生徒による
自主的なボランティア活動を行う。

年度末のアンケートにより、ボランティア
活動に積極的に参加したとする生徒が
80％以上となることをめざす。 B

体育大会や文化祭などを中心に企画
運営を行った。交通安全の啓発運動な
どで地域ボランティアの方と協力でき
た。

Ａ

今年度は、生徒会の本部役員を中心に学校行事
で積極的にしてくれた。体育大会、文化祭、総合
学習発表会、三送会など、生徒たちが中心取り運
営をしてくれた。

全校生徒が積極的に参加できる体制づ
くりと、生徒会を中心に地域とも連携を図
り、定期的な活動の場を増やすよう計画
する。

部活動の活性化

部活動に参加させ生徒に運動や文化的
活動に対する興味関心を持たせる。

部活動見学や体験的入部の機会を設
け、部活動に参加しやすい環境を整備す
る。部活動（同好会）加入生徒80％以上
を目指す。 C

遠距離通学や交通手段の不便さで、帰
宅時間が遅くなるため、クラブの加入率
が上がらない。
バス、携帯代金捻出のためアルバイト
を希望する生徒も多く、なかなかクラブ
活動への参加に繋がらない。

Ｃ B

バス代や携帯代などを捻出するため、アルバイト
をする生徒が増加しクラブ加入率が下がってい
る。
また、クラブ数も生徒数に比べると多いため分散
し、単独で大会に出場できないクラブもある。

生徒数にあわせた、適正規模のクラブ数
に精選して指導していく。また、高校時代
でしか体験できないクラブ活動の意義を
生徒たちに伝え、クラブを活性化してい
きたい。

規範意識の向上

学校生活や社会生活に必要な規範意識
の向上を図る。

頭髪、制服等の指導の徹底、登下校指導
による乗車マナーの向上。全員が声を出
して挨拶できる人間育成を目指す。 C

ほとんどの生徒がきっちりしている中
で、一部守れていない生徒が目立って
きている。
個別指導を徹底し、粘り強く働きかけを
行っていきたい。

Ｂ

生活委員の朝の挨拶運動や教員の校門指導によ
る声がけの成果で、生徒の意識改善の一助となっ
た。服装、頭髪等については90%近くの生徒が正し
くできるようになった。駅でのマナーや乗車中につ
いても、前期より向上した。

自らの進路実現に向けた取り組みの一
環としての規範意識を持たせる。そのた
めに各分掌や育友会等と連携を図る取
り組みを構築をする。

キャリア教育の充実

進路目標を設定し、その実現へ向けて自
ら主体的に行動ができるように、HRや進
路行事等を通して適切な情報とアドバイ
スを提供する。

アンケートにより、進路関連情報の提供
に満足したとする生徒・保護者が80％以
上となることを目指す。 Ｃ

進路行事が多数の部屋を使用するた
め、実施形態を変更し行っている。1年
次に対しては10月後半からの実施とな
り遅いが、これから計画的に進行予定
である。

Ｂ

進路目標達成に向け、各学年進路行事を実施し、
生徒からこれからの進路決定に役立ったとの感想
であった。外部からの講師を招いてのガイダンス
実施は、実際の話を聞くことができ有意義であっ
た。

進路行事前に、事前学習として朝の読
書時間を利用していきたい。また、進路
の手びきを活用するホームルームを実
施していきたい。

進路の実現

進路実現に向けて就職、進学ともに進路
HRや放課後及び休業中の指導等を計
画・実施する。

アンケートにより、進路指導に満足したと
する生徒・保護者が80％以上となることを
目指す。 Ｂ

就職に関しては、早くからの取り組みで
進路実現を手にすることができている
が、希望者全員が達成できるまで指導
を継続していく。進学希望も増し、細か
な指導も必要で教科との連携も継続
し、進路実現に向け取り組んでいく。

Ａ

学校紹介就職者は、１００％決定することができた。早
くからの取り組みや個々に応じた指導が結果へつな
がった。大学進学希望者も増え、推薦入試に対する指
導を行い合格を得ることができた。進学後のため、基
礎学力向上を目的とし学習課題を実施する新しい取り
組みも行った。

就職指導や進学指導は継続的に続くた
め、学年の協力が必要である。年度当
初に、計画を理解していただける機会を
作る。また、進路に対する取り組みを全
員に早くから行えるものを準備していき
たい。

奈良県立山辺高等学校

教　育　目　標 総合学科高等学校教育の特色を継承し、一人一人の生徒の個性に適切に対応し、「自分らしさ」を育てる教育を展開する。

運　営　方　針

・人間尊重の精神を培い、自他敬愛と協調性を基盤とした人間関係の醸成に務め、明朗で思いやりのある生徒を育成する。
・生涯学習の基礎を培う観点に立って、基礎的・基本的な知識や技能を身につけさせ、主体性や創造性に富んだ個性豊かな生徒を育成する。
・教育活動全体を通じて人間としての在り方・生き方を追求し、集団の一員として自覚をもって主体的に生き抜く行動力のある生徒を育成する。
・国際的な視野を広め、国際社会に進んで貢献できる生徒を育成する。

Ｂ

３０年度の成果と課題 本年度重点目標 具　体　的　目　標

平成30年度は、年次内での学力差に対応するた
めに年次横断の習熟度別講座を設定したり、授業
内容の精選や授業展開の工夫、日頃からの補習
に加え考査前の特別学習期間を有効に使い、成
績不振者に対する補習の徹底に取り組んだ。そ
の結果、成績不振者数及び科目数は半減した。し
かし、家庭での学習の定着度には変化がなく、こ
の現状を改善するのが課題である。また、学校運
営協議会に関しては、保護者及び地域の方々か
ら学校行事や部活動の応援などを含め、本校教
育活動の全般にわたって協力が得られたが、今ま
で以上に協力体制を整えていかなければならな
い。インクルーシブ教育も4年目を迎え、教員間の
連携も密になってきたが、仮設工事が完了し、分
教室がスムーズに復帰できる環境と体制を構築
する必要がある。

・教職員の共通理解を深め、組織としての機能性と機動性を備えた体制づくりを行う。
建学の精神、校訓や山高のモットーに基づく教育活動を推進する。
「夢を育む学校」、「部活動が活発な学校」、「地域に開かれた学校」を創造する。

・生徒の習熟度に応じた指導体制の充実を図り、学習意欲と基礎学力の向上を図る。
評価の観点を「結果重視」から「過程重視」へとシフトする。
成績不振生徒に対する徹底指導を行い、学習意欲と基礎学力の向上を図る。

・生徒の主体性、自律性を育成する生徒指導を推進する。
時間厳守、正しい言葉遣い、身だしなみなどの基本的生活習慣を身につけさせる。
自ら社会や学校のルールを遵守する態度を養う。

・インクルーシブ教育の推進と、人間尊重の視点に基づく人権教育の指導体制の確立を図る。
本校生徒と高等養護学校分教室生徒との交流及び共同学習を通じて、互いの多様性を認め尊重しあ
い共生社会の形成者としての資質と人権感覚を身につけた生徒を育成する。

・生涯にわたって運動を楽しみ、自らの健康を維持できる実践力と忍耐力を育てる。
運動・スポーツに主体的に取り組む実践力を養う。
生徒が部活動に積極的に取り組む学校作りを行う。

・進路希望の実現のために、キャリア教育の充実を図り適切かつ積極的な進路対策を行う。 進路希望調査の実施により進路目標を早期に確定させ、進路実現に向けて有効な進路指導を行う。

学
習
指
導

教
務
部

完全個別プログラムで一
人一人の学力に応じた
目標を決めチャレンジさ
せていく方法などでの実
践。少人数の良さを生か
し,生徒一人一人を見つ
め伸ばす教育を実践して
頂きたい。具体的目標と
具体的方策と評価指標
の関連が不明確である。

評価
項目

主担当
分掌等

具体的目標
(評価小項目)

具体的方策 評価指標

中間期（９月） 年度末（３月）

自己評価
学校関係者評価（結果・
分析)及び改善方策

B

生
徒
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導

生
徒
指
導
部

地域のイベントや行事に
積極的に参加できるよう
に努力をする。地域行事
や小中高連携活動も継
続して取り組み、地域に
はなくてはならない高校
として今後も努めて頂き
たい。高校生が自分の
持つ世界を広げるため
に学校が地域の中に
入っていくチャンスを作っ
ていくようにお願いしま
す。評価指標の記述は
具体的方策の内容、定
量評価指標を設定すべ
きである。
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ア
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育

キ
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ア
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部

B

生き方を考えさせる・山辺高校
の開拓魂を考えさせる教育を
今後もぶれることなく推し進め
てほしい。就職に関して先生方
が一生懸命取り組んでおられ
るのが伝わりました。進学につ
いては、指導方法がバラバラ
ですが、生徒たちのチャンスを
応援して頂ければと思います。
定量評価がされていない。



自己
評価

進捗状況 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

人権教育の充実

人権ホームルーム年間計画に基づいた
ホームルームおよび各種学習会を実施
するとともに、新たな人権課題に対しての
取組を始める。日々の生活の中に人権意
識を啓発するようなトピックの提示に努め
る。

アンケート等によって、「自らの人権意識
が高揚した」「学校生活において人権が
尊重されている」と実感できた生徒が
75％以上を目指す。 B

人権ホームルームの年間計画に基づ
いて、各学年で人権ホームルームを実
施している。夏期休業中の課題である
人権生活体験作文の中から、各クラス
の代表が発表できるように準備をすす
めている。

B

各学年の年間ホームルーム計画に基づいて、人権
ホームルームを実施し、教材を人権教育部のホルダー
に整理した。人権を考える全校集会や人権・生活作文
体験発表会を通して、人権意識を高めることができ、ア
ンケートでは８割の生徒が「自らの人権意識が高揚し
た」と答えた。しかし、学校生活においては「いじめ」と
認定される事象があった。

各学年の人権教育の課題を明確にし、
ホームルーム計画に基づいて学年会議
で共通理解を図る。全校集会では外部
講師を招いて、高等養護学校の生徒と
の交流を含めてインクルーシブ教育をす
すめる。

職員研修の充実

人権にかかわる研修を実施し、個別に研
修が出来る環境を整えるとともに、教職
員個々が自らの興味関心に従って自主
的に研修を進めることが出来るような機
会を提供する。

教職員の一人一人が、人権や進路に関
する定例の研修に参加できることを目指
す。また、個別に研修が受けられるよう情
報提供する。 C

夏期休業中に開催された人権に関わ
る研修会を案内したところ、個別に参加
していただいた。人権にかかわる校内
の研修は日程の都合で延期になってい
る。

B

人権教育に関する研修として、８月に穴田校長先
生ーによる研修をし、３月にスクールカウンセラー
による研修と日本学生支援機構の奨学金に関す
る研修を実施した。初任者や若手教員に研修会
の参加を呼びかけ、研修報告等で振り返りをし
た。

年度当初に支援を要する生徒や配慮は
必要な生徒を把握し、具体的な支援につ
いてのガイドラインを職員に周知する。ま
た、外部の専門家と連携し研修の機会を
持つ。

防災意識の高揚

消防・防災計画を職員間で共通理解を図
り、火災・震災・その他の災害の予防及び
人命の安全並びに災害の防止を図る取
組を行う。

職員及び生徒の防災意識の高揚を図る
ため、年１回以上の防災・避難訓練及び
職員研修を行い、防災・避難訓練の周知
徹底を行う。 C

暫定教室の使用時の消防・防災計画
は作成されているが、１１月下旬からの
仮設校舎の全面使用を踏まえて防災・
避難訓練は３学期に行う予定である。

C

防災・避難訓練は３月３日実施予定が休校の
ためできなかった。消防・防災計画も、仮設
校舎に移ってからのものができていない。

新年度当初に、教員の配置が確定した
ら早急に消防・防災計画を策定する。

救急体制の強化

救急体制を整備し、教員間での共通理解
を図る。
危機管理対策として、必要な備品や消耗
品を揃えるとともに、資料や情報を提供
することで注意喚起する。

教員に対して年3回の研修を行い、緊急
時や傷病への対応の共通理解を図る。
生徒を対象とした集会を年2回以上実施
する。
時期にあった情報や資料を掲示する。

B

教員を対象に研修を行うことができた。
そのため、緊急時に落ち着いて対応す
ることができた。
情報や資料を掲示することで各行事で
の熱中症を防ぐことができた。

B

年度当初に講習会を実施することで、職員間で共通理解を図
ることが出来た。救急体制の講習会については、参加人数が
少なかった。
危機管理対策として、校内にマニュアル等を掲示することがで
きた。

各講習会に出来るだけ多くの職員が参加できるよ
うに年間行事予定に記載する。今年度は職員によ
る講習であったが外部講師の利用を出来るように
し、より理解を深めるようにする。

自他の心と体の健康管
理に関心を持ち、積極的
に健康づくりを実践する
力を育成する。

定期健康診断結果、保健室やスクールカウンセリン
グの利用状況等、個別指導ができるよう資料提供
の充実を図る。
また、スクールカウンセラーの周知のため、職員室
に机を設置、カウンセラー室の開放、保健室に在
中、廊下等校舎内の巡視などを行い、積極的に生
徒や教員と交流の場をもつ。

健康に関する意識向上のため、ほけんだよりを月１
回以上発行する。また、カウンセラーだよりも不定
期発行する。学校保健委員会を年１回開催する。カ
ウンセリング後のカウンセラーによるコンサルテー
ションを関係教員に行う。また、研修会の場を積極
的に設ける。

B

ほけんだよりは月1回発行できた。カウンセラー
だよりも1学期に1回発行し、2学期、3学期にも発
行予定である。また、スクールカウンセラーによ
るコンサルテーションの時間も確保でき、生徒が
カウンセリングを受けた後には、コンサルテー
ションの時間があるということが少しずつ定着し
てきた。

B

保健室からの情報発信は、定期的に実施できた。
スクールカウンセラーがケース会議等に参加し、
生徒指導について専門的立場からの意見を参考
にでき、生徒支援の一助となった。
課題として、スクールカウンセラーのさらなる周知
と活用が必要だと考える。

教室が北館と仮設に分かれる。カウンセ
リング室をより開放的にし、生徒との距
離を縮めるようにする。しかし、カウンセ
リング時は、プライバシーが確保される
ような配慮をする。

生物科学科にふさわし
い農場運営

生物科学科(植物類型・動物類型)の専門
科目の内容に対応した教材提供の場とし
て農場の充実を図る。
植物部門の栽培管理の適切化・動物部
門の飼育管理の適切化を目指して管理
技術の向上を図る。

生徒の授業・実習に対する満足度を
授業アンケートで７０％以上にもって
いく。
農場の生産物収入を１５０万円以上と
する。

B

農業の専門教科に興味を持ち、熱心に授
業・実習に取り組む生徒が多くみられる。
農場生産物収入は、堅調にあがりつつあ
る。 Ｂ

農業の専門教科の授業・実習を通して、その内容
に興味・関心を持つ生徒が年度の後半になるに
従って増えてきた。
野菜・草花・茶の各部門の適切な栽培管理によ
り、農場生産物収入も２００万円を超えた。

引き続き、栽培管理技術の向上を目指
す。

地域交流活動と農業
クラブ活動

学習活動の成果や農場生産物を地
域に還元したり生徒のボランティア意
識を高めるため、地域交流活動を実
施する。農業クラブ活動を活発に行
う。

保育園・小学校との交流活動を年２
回以上実施する。
草花プランターの近隣公共施設への
配付および交流センター玄関前庭へ
の草花植え付けを年２回以上行う。

B

交流センターの花壇植え込み、公共施設
へのプランター配布ともに計画通り行って
いる。都祁こども園との交流体験（野菜収
穫・動物ふれあい）は１１月に実施予定であ
る。都祁小学校との交流活動は行えていな
い。

Ｂ

交流センターの花壇植え込み、公共施設へのプラン
ター配布ともに計画通り行っている。都祁こども園との
交流体験（野菜収穫・動物ふれあい）は１１月に実施し
た。都祁小学校との交流活動は行えていない。

都祁小学校との交流活動については、
どのような内容で実施できるかを相手方
と相談して実施していく。

本校の学科および取組
の周知

改編した学科の内容および学校独自の
取組について、県内の中学校にＰＲする。
オープンキャンパス（学校説明会）を、全
職員で取り組むようにし、より充実させ
る。

５０以上の中学校に、全職員が協力して
訪問し、学校の説明やＰＲをする。
体験入学に参加した中学生にアンケート
を実施し、満足できたとする生徒が80％
以上になることを目指す。

B

年２回の中学校への資料配付について教
務部と連携しながら、また全職員の協力を
得ながら進めることができている。８月開催
の学校説明会は年々参加者が増え、参加
中学生からの評価も上々であった。（よかっ
たとの意見が１００％）

B

年２回、教務部と連携して準備をし、全職員の協力の
下、県内中学校に直接資料配付をすることができてい
る。夏の学校説明会および秋の中学生体験入学には
多くの中学生・保護者に参加していただいた。アンケー
トの結果も良好で、「よかった」「たいへんよかった」と答
えた中学生が全体の１００％であった。

県内の中学校へのＰＲは引き続き行い、
さらに行事の案内も増やしていく。学校
説明会・中学生体験入学は、より多くの
中学生や、地域の方にも来てもらえるよ
う、１学期中には要項を示したい。

総合学習発表会の実施

総合学習発表会をさらに充実して実施す
る。各年次のＩＳ（総合的な学習の時間）
だけでなく、各学科・コースの様々な授業
の取組を発表できるようにする。

総合学習発表会でのアンケートを実施
し、満足できたとする生徒が80％以上と
なることを目指す。新しい企画を取り入れ
ていくなど、全職員・全校生徒で取り組
み、内容を充実させる。

B

３年次からの発表時間を大幅に確保し
たい。教科や科目からの発表を、どの
ように盛り込んでいくかが課題である。
今年は午前中のみの開催となるため、
日程調整を早くすすめたい。

B

発表グループを精選することにより、スムースな運
営ができた。午前中「学習発表会」、午後からの
「３年次生を送る会」への切り替えがうまくできた。
生徒へのアンケート結果は良好で、「たいへんよ
かった」、「よかった」と答えた生徒が９９％であっ
た。

舞台での発表に関しては、内容・表現力とも
に見応えのあるものになってきた。それに対
し展示発表に関しては、発表様式に統一性
が無いなど改善の余地が残った。
リハーサル計画をできるだけ早く示したい。

学校情報の発信

学校の魅力や特色ある取組、また部活動
等の情報を、新聞・テレビ等のメディアを
活用して積極的に発信する。さらに、学校
ホームページを活用する。

年間で６回以上、本校の教育活動がメ
ディアに取り上げられることを目指す。学
校行事ごとにホームページを更新し、新し
い情報を発信する。部活動の活動報告
を、大会ごとに発信する。

B

９月から教育委員会が統一して導入を
進めてきたクラウド型ＣＭＳのホーム
ページに移行した。生徒の活動紹介、
特に部活動紹介の部分で、移行が不
十分な部分がある。

B

メディアからの情報発信は、運動部員の全国大会
での活躍もあり、新聞など大いに取り上げられた。
ホームページ更新係を４人に増強することで、素
早い更新が可能となった。

メディアを通した情報発信は今後も大い
に活用したい。
「山高たより」のような活動報告を、地域
に配布したい。

学
校
事
務

事
務
部

生徒・教職員の安全確
保

生徒・教職員の安全に支障をきたす箇所
の修繕・改修に努める。

四半期に１回、校内巡視・安全点検を実
施し、不良箇所については、速やかに対
応する。

B
要望があった箇所については、速やか
に対応できたと思う。今後はさらに自主
的な対応を心掛けたい。

要望があった箇所についてはもちろんのこと、自
主的な対応もできたと思う。しかし、まだまだ潜在
的な案件はあるようだ。

教職員同士の情報交換を積極的に行
い、問題点の把握に努めたい。

B

研修の自己評価が低い
のが気になります。日々
の学校生活の中でも、改
善策など研修に反映す
ることが必要ではないか
と思います。心の根の優
しい生徒が多いように思
います。生徒たちの心は
とても澄んでいて健全に
感じます。研修回数また
は研修を受ける職員数
などの指標が必要に感
じる。

主担当
分掌等

具体的目標
(評価小項目)

具体的方策 評価指標

中間期（９月） 年度末（３月）

自己評価
学校関係者評価（結果・
分析)及び改善方策

人
権
教
育
・
特
別
支
援
教
育

人
権
教
育
部

健
康
・
安
全
管
理

総
務
部
・
保
健
体
育
部

いつ起こるか分からない災
害についての意識を自覚さ
せるように指導をする。
AEDの講習を消防署の指
導の下適切にできるように
する。授業や行事を通じ
て、命を大切にする教育の
実践に務めて頂きたい。生
活習慣を整えることを生徒
たちに意識させることが大
切である。防災意識は学校
だけでなく、地域全体の取
組として必要である。並松
では、一時避難所がサッ
カーアカデミーの寮（旧並
松小学校）でもあり、連携を
呼びかけている。山高の生
徒も各地区で参加できたら
いいと思う。

農
場
経
営

農
場
経
営
部

Ｂ

農産物の製品販売をもっ
とNPOを通じて積極的に
行えばと思う。地域ブラ
ンド構築。生産物収入が
200万円を超えたことに
生徒・先生方に敬意を表
します。奈良県独自の野
菜を栽培、売れる野菜、
山辺オンリーワンを作る
のも面白いかもしれませ
ん。満足度70％以上の
成果は何か。

Ｂ

Ｂ

広
報
・
渉
外

総
合
企
画
部

入学生が一人でも増える
ように学校の魅力や特
色を十分にアピールして
もらえたらと思う。改善策
の内容で結構かと思い
ます。山辺高校は歴史も
古く、名前は周知されて
いると思います。山辺高
校の一つの方向性とし
て、不登校の生徒のサ
ポート校として、取り組ん
でいく。

B

単車通学生の交通安全
を十分指導お願いした
い。改善策の内容で結
構かと思います。とても
適切に取り組んでおられ
ると思います。



自己
評価

進捗状況 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

互いを認め合いコミュニ
ケーション能力を高め
る。自分の良いところを
自覚させ、高校生活にお
いて、充実感と達成感を
得る。

挨拶を奨励し、整った身だしなみや言葉
使いが自発的にできるように注意喚起す
る。
学校行事へ積極的に取り組ませる。

年次末アンケートにより、「挨拶」の項目
において、できた・ほぼできたの合計が
90％以上を目指す。

B

挨拶をよくするようになっているが、社会で
通用するレベルにはまだである。2学期の
行事での協同体験を、互いを認めあうよい
機会としたい。生徒にも互いを認め合うこと
について考えてもらえるよう、機会があるご
とに触れている。

B

先生方の指導のお蔭で、挨拶を自発的にする生徒が
増え、また、挨拶に対する返答もほぼできるようになっ
た。一部生徒は、言葉遣いや姿勢に修正が必要である
と考えられる。生徒が互いに認めあう機会として、学校
行事やHR活動が有効であったと考えられる。

　　挨拶や礼は、やればできると思っていても、
やっていなければ意味がないことなども含めて、
社会におけるコミュニケーションの重要性を、機会
あるごとに、生徒に伝えていく。。それらの「社会で
通用する」形をいつでもどこでも常に示せるように
する。生徒にもそのことを理解させたい。

生活習慣を整え、自分の
進路について思いを至ら
せ、行動につなげる。

生徒の状況を把握し環境整備に努める。
欠席や遅刻をできる限り減らし、基本的
生活習慣を確立させる。1年後、2年後、
その先を考えさせることで、今、何をすべ
きか気付かせる。

教育環境を常に点検する。
年次全体の出席率95％以上を目指す。
キャリア教育ＨＲでの取り組み状況を点
検する。 B

改善すべき点、足りないところを把握
し、日ごろの生活の中で少しずつ変
わっていけるように指導してきた。教室
整備はうまくできている。キャリア教育
では自分の将来をイメージさせ、今何を
すべきかを考えさせるようしている。

B

教室内外の環境整備が常に行われていた。キャリア教
育ではキャリア教育部が設定した、１年次対象の職業
別説明会や職業体験授業ガイダンスに、生徒を積極的
に参加させるための事前指導を行い、当日は生徒が
意欲的に学ぶ姿勢が見られた。

環境整備を心掛けるよう持続していく。欠席
や遅刻をできる限り減らし、基本的生活習慣
を確立させるためにも、自分を磨くためにも、
未来を考えさせることで、今、どうするべきか
を考えさせる。

進路実現に向けての
日常生活のあり方を
模索する

　２年生というこの時期に、進路実現のた
めに何ができるか、やらなければならな
いのかを把握し、計画立った学習や経験
の積み重ねができるようにする。

　ホームルーム・集会で、随時このことに
触れ、進路実現について、意識的に考え
ることができる生徒にする。アンケート等
で生徒の意識の変化、生活の変化などに
ついて問い、回答から評価する。

B

　３年間の中での現在位置を常に意識
させ、自分の行動を考えさせるよう指導
してきた。進路に関わって細かい点に
おいても変化を感じる生徒も多々いる。
アンケートは行っていないが、「その日
の楽しみ」だけの生活にならないように
注意していきたい。

B

　進路に関する学習や、インターンシップ、そして身近
な先輩などの取組など様々なことを経験し、それぞれ
が自分の目標を徐々にイメージ化してきている。明確
な目標がある生徒も、まだない生徒も進路について考
えることはできてきた。実際に結果の出る年度に向け、
さらに「自分自身を考える生徒」の育成を目指す。

　進路実現のために何かをやらなけれ
ば、何かをやりたい、それらの気持ちを
生かせるように、具体的な方策を提供し
て、努力した実感をしっかりと得られるよ
うな指導をしていく。

他人と言葉を交わし、
一つの方向を決め、行
動する

　グループでの学習や取り組み、修学旅
行での班ごとの行動など様々な活動の
中、自分の言葉を発し、集団での一つの
行動を決定していく場面に多く立ち会うこ
と。そのような機会に際し、良好に対処で
きるようにする。

　人間関係における言葉のやりとりにつ
いて、生徒が感じていることをつかみむ。
また、日頃の行いや年間を通して感じた
変化を年次末に問い、回答から評価す
る。

B

　生徒間お互いの関係が固着してきつ
つある中、その関係性を理想的なもの
にしていくことに腐心している。「人と係
わっていくこと」におけるスキル（目に見
えるもの、これと言えるもの）を手に入
れる訓練などが必要にも感じる。

C

　年次生徒間での人間関係は固定し、それが良い
現象を引き起こし、逆に悪い状況を作り出す原因
ともなっている。生徒間で新たな関係を築くのはな
かなか難しいが、新しい関係づくりの基本は学ば
なければならない。

　校門指導での挨拶の様子を見る限り、入
学時や１年次よりも、「対大人」に体して好ま
しい振る舞いができているように感じる。さら
に磨きをかけ、面接の第１段階としての挨拶
やお辞儀を自然な振る舞いとしてできるよう
にしていく。

第一希望進路を実現す
る

ホームルームや授業などを通して、安易
な進路決定をしないように指導する。ま
た、自分の進路決定後も、周りの生徒へ
の気遣いを忘れず、最後の一人が決まる
まで配慮させる。

年次末アンケート「進路実現」の項目にお
いて、できた・ほぼできたの合計が90％以
上ならＡ。

B

就職・進学ともに決定した生徒が出始めて
いるが、一喜一憂せず、今すべきことを着
実に取り組ませ、中だるみしないように指
導していきたい。 A

進学・就職共に、第一希望が実現しない生徒も若
干名いたが、キャリア教育部のサポートのお蔭
で、最終的には、進学･就職の希望者全員の進路
が決定した。

最高学年として下級生の
模範となる

さまざまな学校行事や活動に、積極的に
取り組ませる。挨拶や言葉づかい、身だ
しなみなどを自発的にできるようにする。
欠席や遅刻をできる限り減らし、基本的
生活習慣を確立させる。

年次末アンケート「挨拶や言葉づかい、
身だしなみを自発的にする。」の項目で、
できた・ほぼできたの合計が90％以上な
らＡ。
年次全体の年間出席率が95％以上なら
Ａ。

B

体育大会では、3年生徒全員が出席
し、さまざまな競技に全力で取り組むこ
とができた。
挨拶などは個人差が大きいが、継続的
に指導していきたい。

A

挨拶などは、個人差が大きいが、大半の生徒が
自発的に取り組むことができた。集大成として卒
業式で下級生への規範となるべきであったが、諸
般の事情でできなかったのが心残りである。
年間出席率は、全クラスとも95％を超えていた。

評価指標

B

家庭学習や生活習慣の
定着を進めて頂きたい。
生活習慣を守りながら、
視野を広げてほしい。目
的と方策、指標について
は誰が見ても分かりやす
いようにもっと明確に設
定されたらいいと思う。

評価
項目

主担当
分掌等

中間期（９月） 年度末（３月）

自己評価
学校関係者評価（結果・
分析)及び改善方策

第
１
年
次

具体的目標
(評価小項目)

B

インターンシップなどをさ
らに進めていただき、職
業観・勤労観を養うことを
期待しています。多くの
可能性を広げながら、自
分の道の大まかな方向
を見つけるチャンスを広
げてあげてください。目
的と方策、指標について
は誰が見ても分かりやす
いようにもっと明確に設
定されたらいいと思う。

第
３
年
次

第一希望を実現するため
に自分の希望と現実をすり
あわせながら、希望に添っ
て進むべき道を支えてあげ
てください。進路が決まると
緩みがちになります。卒業
してからの世の中の厳しさ
も伝えていってほしい。目
的と方策、指標については
誰が見ても分かりやすいよ
うにもっと明確に設定され
たらいいと思う。

第
２
年
次

A

【自己評価の判断基準】

A：十分である（よくできた）【目標値の達成率８０％以上を目安とし総合的に判断する。】

B：ほぼ十分である（できた）【目標値の達成率６５％～７９％を目安とし総合的に判断する。】

C：あまり十分でない（あまりできなかった）【目標値の達成率５０％～６４％を目安とし総合的に判断する。】

D：改善を要する（できなかった）【目標値の達成率５０％未満を目安とし総合的に判断する。】


