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校内評価

具体的な手立て

評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

○生徒一人ひと
り の 進路 を保
障 す る教 育課
程を編成する

○新教育課程の
実施・検証を
進め、教育課
程の一層の充
実を図る。

○生徒の実情やニ
ーズを踏まえた
教育課程を編成
することができ
たか。

○大学説明会や外部団体主催の各種
研究会に参加して、新課程入試に関
しての情報収集に努めた。

○３学期制へ移
行し、当初の目
的 が 達成 され
た か 検証 を図
る。

○３学期制の充
実に向けた課
題点を学年、
グループ等よ
り集約し改善
を進める。

○３学期制への移
行に伴い学習指
導、生活指導、進
路指導等を円滑に
実施することがで
きたか。

○夏季休業前の学年全体としての進
路指導が不十分であった。
○１、２年生を対象とした保護者面
談への出席者数は、昨年とほぼ同じ
８割程度となった。３学期制の利点
である 1 学期の成績等生徒の実情を
踏まえた保護者面談、生徒指導は、
家庭と一体となった指導を図る上で
有効であった。また、次年度に向け
た選択科目の指導においてもより具
体的な指導が可能となった。
○夏期講習において 1 学期の成績を
踏まえて課題のある生徒を対象とし
た補習を中心とした講座を立ち上げ
ることができた。そのため、２学期
には改めて一斉スタートを切ること
ができるようになった。以下対象講
座名
・現代文 夏の課題対策
・古文・漢文基礎の基礎
・化学基礎

○新しい情報が入り次第、進路部
で情報を整理・検討して、その内
容をいち早く生徒・職員に伝えて
いくようにする。
○２学年で新カリを先行実施し
ている数学・理科の教育課程につ
いて、１学期の学習状況を分析
し、課題の共通理解を図る必要が
ある。
○期末試験後の成績処理等の日
程が過密であったため、夏休みに
向けての学習・進路指導が不十分
であった。今後は、夏季休業中に
進路に関する指導日を設定した
り、夏季休業に入る時期を繰り下
げるなどの対策を講じて、学習・
進路指導の時間を確保する必要
がある。

○９月の授業につ
いて生徒の取組を
向上させたか。

報

学校関係者評価

(保護者)
わかりやすい授業を心がけてい
る先生方が多く、学力向上進学
重点校としての意識を感じま
す。また、休業前の保護者面談
は学校の様子を知る上であり
がたく、更なる充実を願いま
す。
(学校評議員)
○新たな教育課程の実施にあた
り、ニーズの把握や情報収集につ
とめていることは良く理解でき
る。今後、実施結果を分析・検証
しながら、教育課程の一層の充実
に取り組んで欲しい。
○生徒の第１志望の実現に向けた
教育方針のもと国公立大学進学等
も視野に入れた多様な進路の実現
が図られるよう努力され、当初の
数値目標も達成されたことは評価
できる。
○夏季休業中の保護者面談は、学 ○厳しい日程のなか３学期制のメ
校の今日的な課題を説明し協力 リットを活かすために苦労されて
を求める上でも有効な機会であ いるが、柔軟な日程設定など課題
り、各グループ、学年は今まで以 が整理されていることから、今後
上に組織的な調整を図り配付資 の円滑な進路指導等が期待でき
料等の充実に努める必要がある。 る。
○７月実施の「校内実力模試」の ○過密な日程の中で、保護者面談
結果資料が保護者面談に間に合 を有効に活用しようとする努力が
わない現状がある。２学期からの なされていることはよい。
授業に意欲的に取り組むために ○校内実力模試の結果の活用につ
模試の結果を有効に活用する方 いては引き続き検討して欲しい。
途を考える必要がある。
○学習課題がある生徒を対象とし
た補習講座を提供できたことは評
価できる。

学校評価
○学力向上進学重点校として生徒一人ひと
りの進路を保証するために大学説明会や外
部団体主催の各種研究会に参加し積極的に
情報の収集を図ることができた。今後とも情
報の収集に努めるとともに、進路説明会、保
護者面談、講習科目の設定等を通じて情報の
還元を図っていきたい。

○３学期制の導入により保護者面談、選択科
目の指導等メリットを有効に活用すること
ができ一定の成果を挙げることができた。今
後も検証に努め、３学期制を充実したものと
していきたい。

生徒一人ひとり
の人間的な成長
と心ふれあう教
育を推進する

○定期的な全体
ケース会議を
定着させると
ともに、個別
支援の充実に
向けた相談体
制の更なる構
築を目指す。

○定期的な全体ケ
ース会議を実施
し、個別の支援
を実施すること
ができたか。

○定期的に全体ケース会議を開くこ
とで、共通理解にもとづく支援がで
きている。
○定期的な全体ケース会議は定着し
ている。

○相談体制の構築
に向けた研修の
実施が図れた
か。

○相談体制の構築に向けた全体研修
は実施できなかったが担当グループ
で意見交換し、他の職員に情報提供
できた。また、教育相談を効果的に
行うためスクールカウンセラーと連
携を図ることができた。

(保護者)
○充実した高校生活をすごしてい
て、ありがたく思っています。
友人にも恵まれ学校生活がと
ても楽しそうで、安心していま
す。
○自分で自分の将来が決定できる
人間の育成を図っていただけ
ればと考えています。
(学校評議員)
○職員室の前に机と椅子が配置さ
○生徒一人ひとりが抱える問題 れ、学習や教育相談など熱心に個
の多様化が進むなかで、全職員で 別指導が行われている。相談を希
定期的に情報交換ができる場の 望する生徒には良い体制がとられ
設定が必要である。また、スクー ていると考える。
ルカウンセラー等の支援環境の ○全体的な相談体制は確立されて
整備が今後も重要な課題である。 いると考えます。今後はさらに個
別の支援について臨機で親身な対
応が図れるよう、生徒が相談しや
すい雰囲気づくりに取り組んでい
ただきたい
○定期的な全体ケース会議以外
に迅速に対応するため、生活保健
部が中心となり学年・関係職員等
でチームを編成できる準備と環
境作りが必要である。
○生徒への呼びかけや掲示物を
活用するなどして、気軽に相談が
できるための環境作りが必要で
ある。

○定期的な全体ケース会議は定着し情報の
共有化という観点で大変有効なものとなっ
ている。今後も多様化する生徒に対して、よ
り効果的に対応できるよう研究・工夫する必
要がある。

「読解力」の視点
から授業の質的
転換・向上を図
り、生徒自身の自
ら学ぶ力を育成
し、基礎学力の定
着と発展的な学
力の伸長をめざ
す

○学力向上進学
重点校として
研究の還元と
検証を進め、
学校目標の実
現を図る。
○学力向上進学
重点校として
３年次の発展
的学習内容へ
の円滑な移行
を意図した教
科指導体制の
確立を目指す
研究を始める

○公開授業や授業
研究等を全体的
な取組として実
施することがで
きたか。

○自学自習の学習
習慣の定着を図る
ため学年・教科と
の連携をすすめる
ことができたか。

○初任者の授業力向上にむけて今年
度新たに 6 月下旬に研究授業を実施
した。また、11 月学校全体の取組み
として研究授業を実施した。

○生徒の第 1 志望への進路実現の支
援を図るため、教育力向上ワーキン
ググループを本年度も継続して組織
し、本年度の研究テーマとして、
「各
教科において３年次の発展的学習内
容への円滑な移行に向けて各教科が
組織的に取り組むべき課題は何か。」
を設定し、課題の洗い出しと検討に
着手した。
○本年度も継続して自学自習の定着
に向けて効果的な週末課題（週末を
利用した家庭での宿題）の在り方の
検討と実施を図っている。
○夏期講習において１、２年次に３
年次の発展的学習内容の円滑な移行
を見据えた講座を設定するとともに
基礎・基本を重視した講座もあわせ
て設定、生徒のニーズに応えるよう
工夫した。以下は、発展的内容を意
識した対象講座である。
（1 年次）
・「生物と無生物のあいだ」を読む
・TOEIC 入門
・古文・漢文の上級問題演習にチャ
レンジ
・音楽（発声法、歌唱法等）
・「受験対策」数学
（２年次）
・今から始める入試の古典
・漸化式と帰納法
・音楽（発声法、歌唱法等）

○初任者（２人）の所属教科から
多くの参加を得ることができた。
また、事後研修も授業力向上に役
立った。一方で他教科からの参加
者が各回３～４人ほどであり、い
かに他教科にも拡大を図ってい
くかが今後の課題として残った。
○毎年、11 月の「学校へ行こう
週間」の時期に、授業力の向上を
目指した全校の取組として各教
科の「研究授業」を実施した。本
年度からは、各教科の取組をより
明確にした「研究授業」を実施す
ることができた。また校外にも周
知し参加者を得ることができ、よ
り活性化を図ることができた。
○各学年・グループ等から上が
ってきた課題等を整理し、学校
全体でその課題を共有し、一つ
一つ解決していくことが必要で
ある。

○生徒が過度の負担とならない
よう現状の生徒の学習能力にあ
った週末課題の内容、適量につい
て学年と実施教科が連携しなが
ら引き続き検討していく必要が
ある。

○引き続き組織的な講習、補習体
制の構築を考えていく必要があ
る。

(保護者)
○夏期、日曜補習等を実施してい
ただき感謝しております。また、
学習に課題を持つ生徒へのサポ
ートもよろしくお願いします。
○自学自習に向けて週末課題等の
宿題を出していただけること
は大変ありがたく思っていま
す。ただ、過度の負担感を感じ
ないような配慮を望みます。
(学校評議員)
○授業力向上は学力向上進学校と
して重要なテーマであり、継続し
て授業研究が行われることは評価
できる。
○「研究授業」を実際に参観した
が活気にあふれた授業に感心し
た。今後も機会があれば参観した
いと考える。
○大学入試の結果等から「確かな
学力の向上」に向けた取組が着実
に進捗していると感じられる。地
域から一目置かれる存在になって
きている。
○課題のあり方の検討、夏期講習
などに積極的に取り組んでおり、
学力向上進学重点校としての高い
意識や意欲を感じる。生徒の学習
ニーズは、発展的内容から補習的
内容まで多岐にわたるので、取り
組むべき課題を明確にする努力が
なされていることを感じる。
○教職員及び生徒は意欲的に教育
活動に邁進しているが、教育設備
は脆弱そのものの状況である。学
習環境の中で設備の充実を図るこ
とにより、学力、気力の向上とい
った好影響が出ると考えられる。
古くなった設備は順次交換すべき
時期に来ているのではないか。引
き続き努力して欲しい。
○懸案だったトイレの改修・体育
館の緞帳の更新ができたことは評
価できる

○「読解力」の視点から授業の質的転換・向
上を図り、生徒自身の自ら学ぶ力を育成し、
基礎学力の定着と発展的な学力の伸長をめ
ざすという目標に向けて、教科会、グループ
会議を実施し、課題・取組・検証方法等を教
育力向上ワーキンググループを中心に集約
することができた。11 月に実施予定の「学校
へ行こう週間」中の「研究授業」は、この課
題の改善をテーマとして実施することがで
きた。

○今後とも組織的な講習体制の構築に向け
て改善していきたい。夏期講習において発展
的内容から基本的、補習的内容まで多岐にわ
たる内容の講座を設定することができた。ま
た、夏期講習については実施期間に対する改
善要望もあり改善したいと考える。

○創立 50 周年を迎え、記念事業として PTA、
同窓会の援助もあり「トイレの改修」を行っ
た。体育館等の老朽化は甚だしいものがあ
る。今後とも県に対して要望していきたい。
また、机・椅子といった備品類の整備に努め
たい。

○卒業後までを
見 通 した キャ
リ ア 教育 を充
実させ、生徒の
第 1 志望への
進 路 実現 を支
援 す る進 路指
導を推進する

○進路シラバス
の検証と改
善、データの
集積と活用を
推進する。

○生徒会活動、学
校 行 事及 び部
活 動 等を 通し
て、豊かな人間
性、積極性と社
会 性 を備 えた
生 徒 を育 成す
る

○伝統の継承と
新たな取組に
ついて研究を
進める。

○個々の生徒の進
路希望実現に資
するデータの集
積や活用を推進
することができ
たか。
○生徒の進路実現
に向けた面談指
導の体制が図れ
たか。

○模試データの内容や生徒の第一志
望などの情報を職員会議で報告し、
職員全体で情報を共有できるように
した。

○生徒会行事等
を、生徒が主体
的に企画し運
営することが
できたか。

○学年を超えた生徒間の取組みが図
られ、学校行事や部活動が自主的、
主体的に実施できた。

○面談指導に関しては学年間・担任
間で指導方法や内容にばらつきがあ
った。

○学年全体で成績上位者・下位者
を把握し学習指導の参考にした
り、教科担当者に学年全体の学習
状況等を伝え、教科指導に役立て
ることができるように、模試デー
タの分析及び共有を進めていく。
○学習状況リサーチや模試の結
果などの客観的データを使いな
がら面談ができる体制を作って
いけるように、｢進路の手引き｣
の改訂や情報機器の使い方の研
究などを進路部で進めていく。
○行事の衣装つくり等で親の協
力がなくても製作できるような
企画を工夫する。
○部活動については、部室の管理
や終了時刻等でルールを守れな
いことがあった。部長をはじめ生
徒の意識向上を図っていきたい。

(保護者)
大学受験の仕組みがとても複雑
で理解するのに大変です。今後
も進路の充実に向けた相談・サ
ポート体制の整備を引き続き
お願いします。

○3 年間を見通したキャリア教育の充実、的
確な情報に基づく新しい指導体制は着実に
成果をあげていると考える。今後ともデータ
の集積と検証による改善、全校的な情報の共
有化を進めたい。

(学校評議員)
○キャリア教育の充実に向け卒業
生との協働という観点から支援し
ていきたい。

○生徒の自主性を重んじる校風
は、社会性を養うよい機会となっ
ている。体育祭や文化祭は、保護
者の関心も高く、意見や要望も多
いが、生徒の自主性を損なわない
範囲で、保護者も楽しめるよう今
後も助言等していただけたらと思
う。
○トイレの清掃に先生が立会指導
している姿をよく目にした。社会
に生きていくに必要な道徳心やチ
ームワークは、理論ではなく，こ
ういった活動で育まれるというこ
とを意識したい。
○道交法の改正もあり、交通マナ
ーの向上に向け PTA も積極的に
かかわっていきたい。

○学校行事への自主的・主体的な参画を促す
ことにより、豊かな心の醸成と自立心を育む
ことができた。

生徒、保護者、中
学生及び地域の
方や県下に、本校
の教育活動の情
報を発信し、地域
に根ざし、貢献す
る学校づくりに
取り組む

○保護者や地域
の方と協働・
連携した教育
活動を展開す
る。
○ホームページ
等の一層の充
実を工夫す
る。

○学校説明会、公
開授業、研究発
表会等を行い、
保護者・中学
生・地域・県下
に本校の教育活
動の情報を発信
し、開かれた学
校づくりを推進
できたか。

○本校教育活動の
情報発信の手段と
してホームページ
を充実させ有効に
活用することがで
きたか。

○学校説明会、学校見学等の予定を
ホームページを利用して、中学生お
よび中学生の保護者に発信し、学校
見学を円滑に行っている。
○夏季休業中の学校説明会は本年度
より人数枠の拡大を図るとともに、
好評の学校説明ビデオを見やすくす
るためモニターを更新し、リーフレ
ットも見学者の理解により役立つよ
う大幅な改善を図った。
○本年度も引き続き応援団チアガー
ルによる地元自治会の子供達への指
導、つきみ野中学校剣道部の指導を
通じての交流等、地域との活発な交
流が図れている。この他に
物理部：市おもしろ科学館出展
演劇部：市男女共同参画課主催事業
協力、大和阿波踊りボランティア参
加
男子バレー：つきみ野中学との合同
練習
○行 事ごとに ホームペ ージを更 新
し、本校の教育活動の情報を発信し
た。

○ホームページ等を利用して公
開授業、研究発表会等の情報を保
護者・中学生・地域・県下に発信
することができた。

○交流の拡大は今後とも必要で
あるが、日程の調整が課題であ
る。

○ホームページをより見やすく
するために、ホームページの形式
を検討する。

(保護者)
ホームページの更なる充実をお
願いします。
(学校評議員)
○地域と生徒との交流には大変感
謝し評価している。今後ともさま
ざまな場面での連携を進めていた
だきたいが、高校生にとっては、
学業、部活動等が第 1 優先項目で
本分であるので、あくまでも事情
の許す範囲での連携をお願いす
る。
○つきみ野中学への出前授業、部
活動の交流は中高連携の観点から
も感謝している。
○今時、ホームページは最大の広
報と言える。今後とも更なる充実
をお願いしたい。

○学校説明会、学校見学会に向けてリーフレ
ットの改善、モニターの更新等を図るなど、
本校の教育活動の情報発信は、着実な成果を
あげていると考える。

○地域主催の行事等に積極的に参加するこ
とで地域との交流を図ることができ、併せ
て、本校の教育活動の内容を発信し、地域か
ら信頼される学校作りを推進することがで
きた。

○ホームページにおいて緊急掲示板等、時宜
にかなった情報を提供することができた。今
後ともホームページの改善に努め
開かれた学校作りを推進していきたい。

○教職員の不祥 ○ OJT を 計 画
事 の 発生 をゼ
的・組織的に
ロ と する ため
展開する。
の プ ログ ラム ○防災マニュア
を作成し、確実
ルの更新・改
な実施、検証、
善を推進す
評価を行う
る。
○災害発生時の ○PTA と連携し
さ ま ざま な場
備蓄を推進す
面 に 対応 でき
る。
る 体 制を 整備
する

○災害発生時の
さまざまな場
面に対応でき
る連絡体制の
充実に向け、
手段・方法に
ついて情報を
収集して検討
を加える。

○定期的に職員会
議等を通じて
OJT を計画的・組
織的に展開する
ことができた
か。
○PTA と協働し防
災に向けた体制
の構築が図れた
か。

○休日における部
活動等の対応も含
めた連絡方法の確
立が図れたか。

○事故防止に向けて職員会議におい
て研修報告として「体罰禁止」、「部
活動における事故防止」、「過呼吸に
対する対応について」等を実施した。
○防災訓練を実施する際に１時間マ
ニュアルにもとづく対応を行い、そ
の有効性を検証した。
○今年度、管理職が地域の防災訓練
に参加した。地域との連携は今後も
重要な課題であり、学校評議員会等
で活発な情報・意見交換ができたの
で、引き続き情報・意見交換の場を
確保していく。

○防 災倉庫を 設置する ことがで き
た。
○家庭との連絡方法の複数確保に向
けて検討している。

○引き続き今日的な課題につい
て機会を捉えて組織的に取り組
む必要がある。
○１時間マニュアル策定後、最初
の防災訓練を７月に実施した。実
施後、課題点の集約に向けて教職
員にアンケート等を実施してお
り、今後より現実的なマニュアル
の策定に努める必要がある。
○防災に関しては地域との連携
も重要な課題である。
○備蓄品の種類の充実、数量の確
保が今後も引き続き課題である。

○業者の緊急連絡網ツールの活
用等の検討には、個人情報の観点
から保護者の意見を充分にふま
えた整理が必要である。

○広域避難所に関する打合せを自治
会、大和市と行い地域連携を進めた。
○行政との関係もあり学校単独
だけでは難しい課題も多くある
が、広域避難場所としての役割を
果たすため、本校がどのような準
備をすべきか、具体的な検討を今
後も推進する。

(保護者)
災害発生時等の緊急連絡方法を
工夫して下さい。
(学校評議員)
○本校は広域避難場所に指定され
ているが、災害時の拠点になる「体
育館」は昭和 41 年竣工から建て替
えられないため老朽化がはなはだ
しい。ぜひ改善に向けて努力して
欲しい。
○今後とも、県として防災倉庫の
整備充実等防災体制の構築に努め
るよう要望して欲しい。
○昨年度から学校ホームページ
の緊急掲示板がタイムリーに更
新されるようになり、緊急時の備
えが進みつつある。

○緊急時の連絡方法の多様化は
急務に課題であり、現在の電話リ
レーによる伝達方法だけでは不
安が残る。電子メールを使った一
斉伝達等有効な手段を検討して
欲しい。
○広域避難場所としての大和高
校の位置づけを明確にして 欲
しい。

○職員会議において事故防止に資する研修
報告を行った。今後とも時宜にかなった OJT
を組織的に展開していきたい。

○新たに制定した 1 時間マニュアルによる防
災訓練を実施し検証を図ることができた。今
後、家庭への連絡方法の検討等を進め、より
有効な防災システムの構築・改善を図りた
い。

○PTA と協働のもと備蓄体制の整備に努めて
いる。本年度、防災倉庫の確保ができたこと
は大きな前進だった。
○具体的な広域避難所に関する打合せを自
治会、大和市と開始することができた。

