
平成29年度　学校運営計画に関する学校評価 奈良女子高等学校

１　学校運営方針　　　敬身・敬学・敬事の三敬銘精神に基づき、豊かな心を育み、現代社会を逞しく生きる女性を育成する。　生徒との関わりＮＯ．１を目指す。 評価基準
２　教育方針　　　　　　一人ひとりを大切にして成す喜び・感動・自信を呼び起こす教育を実践する。 Ａ・・・達成度100～90％
　　　　　　　　　　　　　　①生徒の心に届く指導の工夫をする。 Ｂ・・・達成度89～70％
　　　　　　　　　　　　　　②一人ひとりの生徒の学習・生活状況を的確に把握し、適切な対応をする。 Ｃ・・・達成度69～50％
３　教育目標　　　　　　①基本的生活習慣を身につけ、自発的に行動できる生徒を育てる。 Ｄ・・・達成度49～30％
　　　　　　　　　　　　　　②生徒の進路を保障する。 Ｅ・・・達成度30％未満
　　　　　　　　　　　　　　③文武両道を実践する。

評価項目
自己評価
（10月）

自己評価
（2月）

成果と課題（進捗状況） 成果と課題（まとめ）

・社会で活躍できる人材育成には、AO入試でPRできるものを
持てる生徒になるように教育していかなければならないと考え
ている。
・進学実績の数字を拝見してよく頑張っていると感じた。個別
指導を更に充実させてほしい。
・大学入試改革についてはどう考えているのかの質問に対し、
すでにプロジェクトチームを作成し、現在進行中であり平成３０
年度内に方針をしっかりとまとめる用意をしている。

・三笠中学校でも業者撤退のためエコキャップ運動を終了し
た。本校は平成２０年６月から回収を開始し、約９２万個を集
めることが出来た。良い取り組みなので別の方法が無いか
探ってはどうか。
・現在のところ回収業者は見つかっていない。
・トイレのウォシュレットは好評である。生徒指導と連携し、登下校時のマナー向

上、生徒の安全確保・指導に努める。 B B
１学期に自転車通学者へのマナー講習会
を実施。生徒指導部による校門指導、定期
的な下校指導など、継続中。

大きな事故等なく経過。しかし登下校時の歩
きスマホやながらスマホの問題など、マナー
指導の強化が必要。

教育相談室の充実

不登校生徒が増加している中、生徒に対し
てきめ細かな課題対応等をする。

B Ｃ

増加する不登校生徒に対して、カウンセリ
ングをスムーズに受けられるようにシステ
ムを整理する。

不登校生徒が増加し、物理的な受け入れ態
勢が不足しつつある。施設設備の拡充と担当
者の加配などの処置が必要となってきている
と思われる。

人権相談

・中学時代から不登校傾向の生徒がおり、その原因としては
起立性調節障害および不適応が多い。診断書などを考慮して
配慮が必要な生徒に対しては、全教員が不登校生一人ひとり
にしっかりと対応していき、卒業時には卒業証書授与式に出
席できることを目標に努力をする。

健康管理と健康の保持増進

自己管理能力の育成。（心身の不調に対し
自己対処できる力をつける。）家庭科、保健
体育科、女性教育と連携し、基本的生活習
慣を身につけ、基礎体力向上につなげる。

B B

担任による毎日の声掛け、教科による教
科指導に加え、保健室来室者に対しては
個別指導を行い自己管理能力育成に努め
ている。

保健環境

環境整備と美化

一斉清掃の徹底（自主性の育成）。日常か
ら、身の回りを整理整頓する習慣をつけ、学
習活動に集中できる環境を自らの力で整え
る。花いっぱい運動やエコキャップ運動と
いった奉仕活動の活性化をする。

B B

行事前後（体育祭・文化祭等）は教室の環
境整備が不徹底になりがちであるため、学
年で声を掛け合い、常に整理整頓を意識
できるよう指導を継続している。

放課後の一斉清掃は徐々に定着してきたも
のの、取り組み方にばらつきがあるため、根
気強い指導が必要。まずは教員自身が動き、
生徒に行動で働きかける。エコキャップ運動
については、回収業者撤退のため、今年度で
終了とする。

安全教育

社会環境、家庭環境などの問題により、基本
的な生活習慣が身についていない生徒は増
加傾向。他部署との連携を今後もより強化し
ていく必要がある。

公募制では産近甲龍クラスに昨年以上に合
格した。一般入試の結果はまだだが、進学の
結果はまずまず。就職は全員内定を獲得して
いる。

命の教育

災害や事故等で大切な命が奪われているこ
とを確認し、自ら命の尊さを教える。 C Ｂ

避難訓練などは適切に行われた。タイム
リーな問題をＨＲで提示できるようにする。

避難訓練などのやり方を工夫する。生徒には
訓練であることを伝えずに行うなど現実感を
もたせるような内容を工夫することが大切だ。

若手の先生方が外部の進路の研修会に
参加するなど頑張ってくれている。蛍雪時
代を購入したが活用できている。

ベネッセのFINE SYSTEMを導入し活用でき
た。次年度は入試関係の研修会の報告を共
有し入試の傾向と対策をより充実していく。

人権教育の研修充実

校内研修を年間５回持ち、個々の生徒を把
握するとともに、一人ひとりが違って当たり前
の認識を確認する。

B Ｂ

回数にこだわらず適切な時期に必要な内
容の研修を行えるように、情報を収集し分
析する。

学校全体の行事や職務の流れを考えながら
バランスの取れた時期を設定していく。内容
の精選をしていく必要がある。

補習の実施と学習意欲の向上

進学はゆめ塾、就職は就職補習を実施。実
力テスト・模試の結果を共有・活用し、授業・
懇談で活かす。 B B

１次就職希望者は全員内定。まずまずの
出だし。ゆめ塾は一人がＡＯ、二人は指定
校で結果を出している。

ゆめ塾では大阪歯科大に合格。公募合格後
もチャレンジ入試をした生徒も２名。学習意欲
は昨年度より上昇している。次年度は今年度
より計画的に実施する。

挨拶プラス一言の声かけを実践し、生徒と
のコミュニケーションをはかっている。

年度途中より、携帯電話の校則を厳しく一
部変更したことにより他の校則について
も、守られているようである。

職員間の同一歩調での指導が徹底できて
いないが、多忙の中、報告・連絡・相談は
できている。

進路指導

希望進路の実現

難関大学入試支援室と連携し、成績上位層
の進学実績を向上する。

C B

昨年度より、成績上位層の生徒の成績は
上がってい入るが、のびはもう一つ。まず
は公募制で結果が出せるよう指導する。

入試問題の傾向と対策

入試関係書籍を購入し、情報提供をする。進
学指導の研修会に参加し、情報を共有す
る。

B B

生徒指導

成績処理管理システムの調整

教育課程の編成と確認

定期考査の運営と内規確認

生徒とのコミュニケーションを大切にし、気配
り・目配り・声かけを実践する。また、ＳＨＲ及
び終礼を充実する。

指導連絡票を活用し、登下校指導及び、昼
休みの校内巡視を徹底する。

申し合わせ事項の共通理解と同一歩調での
指導にあたり、報告・連絡・相談を徹底する。

B

教務

未然に防ぐ指導と迅速な対応

成績処理のミスをなくすためにマニュアル・
作業の簡素化 B

規範意識の向上

各教科の意見を取り入れた教育課程の作成
と行事の精選・整理 B

B

C

重点目標 具体的方策 学校関係者評価及び改善方策

生徒との関わりと生徒指導

南都コンピュータサービスとの綿密な連絡と
連携 B B

通信教頭の協力でＮＣＳとの連携は順調で
ある。調査書に関しては、進路と連携を強
化する予定である。

教務規定のマイナーチェンジ。より分かりやす
い表記方法及び伝達方法を考え、実施する。Ｂ

入力ミスは少なくなっているが、テストの
ヘッダーや記点表記入は不十分である。
考査前の連絡を徹底する必要あり。

特に大きな問題はないが、コンピュータシステ
ムの定期的なチェックと修正等のマイナー
チェンジは必要である。

Ｂ

教育課程に関しては完成しているが、行事
に関しては日程等の調整に苦慮している。
学院・幼稚園との連絡・調整を継続する。

関係部署（学院・幼稚園・事務局）との綿密な
情報・意見交換の継続的な実施。

推進計画通り、生徒への声かけ、ＳＨＲ及び、
終礼の時間を充実させる。また、保護者との
連携を更に密にすること。

・成績処理および教員間の連絡などに成績管理システム・校
務システムを利用しているが、今後もミスをなくす努力をしっか
り行う。

・SHR・終礼において、今年度作成した「日めくりカレンダ―」を
利用したりその日の出来事を担任が話すなど、生徒との関わ
りの時間にしている。
・校外での生徒の様子は以前より良くなったが、道路に広がっ
てあるいている者や地域清掃の折にしゃべりながら行っている
者も見受けられるので、しっかり指導していく。

教職員のルールに対する共通理解と同一歩
調での継続した指導を行う。

生徒との信頼関係を構築し、よく観察する。事
象における報告・連絡・相談については、関
わる教員の確保に問題がある。

B

B

C



記入者・・・教務(教務部長）　　生徒指導(生徒指導部長)　　進路指導(進路指導部長)　　人権相談(人権相談主任)　　保健環境(保健環境主任)　　女性教育(女性教育主任)
　　　　　　　学習指導(教頭)　　特別活動(生徒指導部長)　　通信制課程(通信制部長)　　自己研修(教頭)　　学校運営（校長）

・通信の担当者に女性教員を加配し生徒の対応に当たった。
・修学旅行などの大きなイベントに参加できたことは、生徒が
喜ぶ要因だと思う。
・他の通信制高校とは違い、グラウンド・体育館もあり充実した
教育活動が出来ると感じる。

・文部科学省が推奨するeポートフォリオに関しては、進路指
導部が中心となって研修中である。
・アクティブラーニングについては他校の研修に参加をしてい
る。

学校運営

広報活動の充実

通信制課程

スクーリングの充実

心のケアと進路保障

体験型学習の充実

課題レポートと連動させ、単位修得へ導く。
また投げ込み教材を活用し、登校し受けたく
なる面白い授業を工夫。３年次には就職・進
学受験に対応する内容を提供する。保護者
や入学・転学希望の相談者・見学者はきち
んと対応する。

良好な人間関係の構築を目的とした行事の
実施。教員が全生徒の情報を共有し、徹底
的に対話の時間を確保する。開設予定の不
登校相談室は在校生にも適用する。１年次
は合宿で集団生活の意義を学ばせ、３年次
は夏期講習と個別進路指導の実施する。

生徒の要望をアンケートで集約し、体験型授
業をさらに多様化する。多方面で活躍中の
外部講師招聘や、親子授業等の実施で生徒
のみならず、保護者の満足度を上げる。校
外行事も実施。

わかりやすい授業を提供できるように研究を
する。多様な生徒・保護者に対応できるよう
に研修に参加する。

有事の対応についてマニュアルを徹底研究す
る。また地震等に対してのヘルメット等の常備
を考える。

在籍生徒の情報交換を含め、報連相を強化
する。基本方針に則り、全学年同一歩調の
指導を継続する。

B Ｂ

在籍生徒の関わりは良。小さなことに対し
ても報連相を強化して対応している。

クラスの生徒は担任が守り指導する意識を持
つ研修を取りいれていく。「生徒の為に」を合
言葉として時間を使うよう心掛ける。

コース改編に伴い、各中学校・各学習塾へ
の紹介。また昨年度の進学実績紹介と生徒
の関わりを重点に説明を加える。

B Ｃ

学校安全管理

外部侵入者に対し、対応マニュアルの徹底
と小さなことを見逃さない行動を心掛ける。
また有事に対し避難経路の確認を定期的に
行う。

A

Ｂ

Ａ

Ａ

レポート指導とスクーリングがリンクしにく
く、どうしても投げ込み教材になりがち。生
徒の多様化で学力格差が大きく、すべて
の生徒が満足する内容にしにくい状況が
ある。一部非常勤の先生に対しては対応
が必要。

心のケアについては、大多数の生徒が新
たな学校生活を充実して過ごせており、生
徒間のトラブルもなく、教員にも何でも話す
雰囲気が出来つつある。進路については、
昨年に比べ卒業目標という者もいる。各行
事は無事成功。

昨年後期から、全日制の先生方の協力も
得て、内容を多様化させた。生徒も喜んで
おり、保護者にも好評である。校外スクー
リングや親子授業も成功し、三者懇談では
後期のリクエストも出るようになった。

学年団のまとまり

Ａ

対応マニュアルは完成しているので、一人
ひとりの意識向上を期待している。

Ｃ

Ａ

Ａ

C C

伝えたいことがきちんと伝わっているか意
識して対応している。

・奉仕活動に関しては、保育コース・生徒会・運動部など多岐
に渡り参加活動を行っている。多方面からのリクエストがあれ
ば対応していきたい。

コース改編の伝わり度合いが体験入学の
参加人数に反映されていない。伝え方を工
夫する。

ホームページ・広報媒体を充実させ、体験参
加生徒に対してのつながりを線で結ぶ対策を
とる。（体験後ダイレクトメール等の発信）

自己研修

研修の充実

教科指導、進路指導、校務に役立つ研修に
積極的に参加する。 B B

難関大進学、基礎学力向上、ICT教育に関
する研修に参加している。

アクティブラーニングについて取り組んでいく
必要がある。研修がしやすいように動画を取
り入れた研修を行う予定をしている。

教員力の向上

ボランティア精神の育成
生徒会・運動部を中心に、地域への行事・奉
仕活動に参加及び、地域清掃を行う。 Ａ Ａ

学校の広報活動に参加したり、また、地域
の行事に積極的に参加している。

生徒会・運動部、また、コース活動において
も、奉仕活動によく参加している。

好評だった製菓・調理などが人数増加により
施設・指導者ともに一度の実施が難しくなって
きた。二回に分けての実施で改善せざるを得
ない。不登校経験者には、理科の実験などは
大変うれしい企画であった。

各教科担当者が、生徒の出席率と満足度を
上げるよう、最大限の工夫を凝らしているが、
講師の授業等には少々問題があった。各種
研修会などに参加し、一回完結型のスクーリ
ングで内容の密度を上げる情報収集なども
行っている。

入学後、大きく変わった生徒が多く見られるよ
うになり、保護者から感謝の言葉を頂いてい
る。ただ、通信制の生徒は多様な手の掛かり
方がするため、生徒数の増加により、十二分
に目をかけ、手をかけるには人的限界が見え
てきた。

常に正しく伝わっているか意識をする。わかり
やすい授業を行うために他校の様子を参考
にしていく。

生徒指導で企画・活動ができる生徒会の育
成に力を入れる。また、規範意識の向上を
生徒会から発信することを検討する。

B Ｂ

生徒会の発案により、コーラス・文化祭等、
新しい内容のものを実施、また、生徒会役
員から、校則を守るよう呼びかけをしてい
る。

計画通りに、育ってきている。生徒の減少に
より、学校行事の運営面において、財政的に
難がある。

特別活動
課外活動

部活動の充実
運動部・文化部の活性化と近畿大会・全国
大会出場を目指す。特に文化部活動への積
極的参加を促す。

B Ｂ
どのクラブも、活発に活動し、成果を上げ
ている。ソフト・バレーは全国ベスト１６に入
る。

各部とも、活発に活動し、成果を上げている
が、運営上、財政的に難がある。

生徒会活動の充実

学習指導

個別指導

難関大支援室で第一志望校の合格できるよ
うに指導する。センターコース以外の生徒は
ゆめ塾へ参加を促し指導する。

B B

模試の結果を参考に第一志望合格のため
の進路指導を計画的にできている。ゆめ
塾は順調に運営できている。

最高・最適の進路結果となるように継続して
いく。模試ついて対策・解説をきちんとできる
ように実施回数を見直す必要がある。

学び直しと基礎学力向上

実学教育

授業はじまり、終わりの挨拶・言葉使いを学
ぶ。年賀状を書いて、住所等の正しい書き方
を身に付ける。各教室に裁縫道具を設置す
る。

C A

講座の始め、終わりには特にしっかり挨拶
をさせるよう心掛けている。11月に入ると
年賀の書き方講座をお願いしている。

授業内容の向上

授業内容が理解できる教材の利用・展開の
工夫・情報機器の活用を行う。他教科の研
究授業を見学し、活用する。 C C

理解度を高める授業に積極的に取り組ん
でいる。研究授業はきっちりと行われてい
る。

他校の授業を見学し可能なところは取り入れ
て工夫していく。情報機器と組み合わせた授
業を展開していく必要がある。

マナー講座を通じて、人とのコミュニケーショ
ンの取り方を学ぶ必要がある。

時候の挨拶、手紙や封筒のあて名書き等の、
基本的な事を身に付けておく必要がある。

最近外国人観光客が日本の古民家に宿泊し
て、日本の伝統文化を学ぶツアーが人気の
為、日本人として最低限の常識を身に付ける
ように指導している。

きぼう塾に参加し、継続的に指導を行う。学
力の定着を目標とし、定期考査の欠点者を
少なくする。模試の結果を1段階上げる。

C B

希望塾は継続的に運営している。一部の
生徒は継続できていない。案内と強制力が
必要となる。

継続して実施していく。通常クラスの教員と連
携をして学習成果が生徒にわかるようにする
工夫が必要である。

・年賀状の書き方などマナー講座の内容はとても勉強になった。育友
会会員の祖母に「言葉遣いがよくなった」と娘が褒められたとの報告
もあった。女子校ならではのよい取り組みである。
・書道関係の取り組みを考えてみてはどうか。現在は放課後の部活
動でしか活動が出来ていないため、再考してみる。
・今後の社会で活躍できる女性育成を目標にマナー講座の内容を考
えてはどうか。前向きに検討する。
・コミュニケーション能力・プレゼン能力の高い女性を育成すべきであ
る。地域からの指導者も協力する。
・文化祭でもっと文化的な取り組み・舞台発表を行い、将来に役立つ
能力の育成に努めてはどうか。

・ICT教育のClassi活用については、教員が生徒・保護者に配
信でき、生徒の学習状況・利用状況が把握できるところがよ
い。
将来的には、実力テスト・模試などのデータもリンクさせ、更に
活用すれば素晴らしい取り組みとなる。

マナーアカデミーの中尾先生に来校いただ
き、挨拶、たたずまい、社会においての常識
マナーを身に付ける。

B B

将来、いろんな家、会社を訪問するのに社
会人として知っていなければならないマ
ナーを身に付けさせて頂いている。

女性教育

日本文化の継承

月１回のマナー講座で、日本人として知って
おかなければならない、和のマナーの学び
で、日本文化を継承できるよう努める。和室
においての上座、下座。風呂敷の使い方を
習得する。

B B

毎月のマナー講座の中で、和室、風呂敷
のマナーを学び、日本の和の常識を習得
出来た。

マナー教育

・ヘルメットはエマージェンシーパックと同時に購入し、災害発
生時に対応できるように検討中である。
・災害発生時には地域の高齢者の対応についてもマニュアル
を作成済みであり、今後も地域住民と協力できる体制を確立し
ていく。


