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府立北淀高等学校
校長 宮﨑 佐利

平成 26 年度

学校経営計画及び学校評価

１ めざす学校像

多様な生活背景と学習面を含む様々な課題を抱えた生徒達、この生徒達の高校生活を頑張ろうとする思いを支え、自ら進路を切り開く
たくましい社会人を育成する。
生徒達が高校生活を通じて将来への夢を育み、その実現に向けてチャレンジする力を育てる。
自尊感情の回復・育成を図ると同時に他者を理解し豊かな人間関係を築く力を育てる。
生徒の生活背景を理解し、一丸となって上記の学校像をめざす教職員集団が存在する学校づくりをすすめる。

２ 中期的目標

１

学ぶ意欲を育み、基礎学力の定着を図る。
（１） 基礎・基本的事項の確実な定着を図る。
ア 学び直しの科目「教養Ａ」をはじめとして全教科において基礎的事項の確実な定着を図る。また、「教養Ａ」の取組みと成果から
すべての授業に普遍化できるものを学校全体で確認する。
（２） 学ぶ意欲を育むため、わかる授業の創造と授業力の向上を図る。
ア 学ぶ意欲を育むため、わかる授業（＝「ああ、そうなんか」「そんなふうになるんや」といった、気持ちを動かす授業）を全教科で
創造していく。また、生徒の実態に即して、少人数展開授業や習熟度別授業などの効果的な活用を図る。
イ 生徒による授業評価や教員相互の授業見学・研究授業を充実させ、授業内容・指導法の改善を図るとともに教員一人ひとりの授業力
を向上させる。
ウ 基礎学力の定着度を測定できるテストを実施し、各教科で学習内容の精選、再検討を行う。
※生徒向け学校教育自己診断における授業に対する肯定的な回答を３年後には 70％以上にする。
※生徒向け学校教育自己診断における「教養Ａ」の授業に対する肯定的な回答を３年後には 80％以上にする。

２

夢を育み、将来構想能力の育成を図る。
（１） 卒業後の生き方を考えさせ、「夢」を育む力をつけてゆく。そのために、現在取り組んでいる「総合的な学習の時間」（以下「ＦＣ」）、
教養体験、教養Ｃの内容を検討し、自尊感情の育成に加えて、自己認識が深まるような内容を検討していく。
（２） 造形コースの内容を充実させ、進路実現につなげる。
（３） 職業適性診断テストの実施も含め、全ての教育内容を通じて将来構想能力の育成を図り、生徒の将来の夢を育むとともに、進学から就
職までの多種多様な進路希望を実現させるためのきめ細やかな指導を行い、進路未決定率を減少させる。
※生徒向け学校教育自己診断における人の生き方に関する項目における肯定率を３年後には 70％以上にする。
※造形コース選択生徒の「美術」の授業に対する肯定的な回答を３年後には 80％以上にする。
※進路未決定率を３年後には 0％にする。また、生徒の希望する進路の実現率を３年後には 80％以上にする。

３

豊かな社会性及びたくましく生きる力の育成を図る。
（１）基本的生活習慣の確立と規範意識の醸成に努めるとともに頭髪など生活指導のさらなる徹底を図り、通学マナーを向上させる。
ア 遅刻指導を強化し基本的生活習慣の確立を期するとともに挨拶する態度を確実に身に付けさせる。
イ 頭髪指導の徹底を図り、自転車の二人乗りをなくすなどの取組みを強め、地域に信頼される学校を確立する。
（２）特別活動や生徒会活動を通じて生徒の自己有用感を醸成するとともに、集団や学校への帰属意識を高める。
ア 行事や生徒会活動、部活動等を通じて、集団の中で人と調和しながら活動できる能力を育成する。
イ 部活動の育成をはかり、加入率を高める。
（３）人権教育、国際理解教育をすすめ、不和や対立を乗り越える豊かな人間関係をつくる力を育成する。
ア ＥＳＤ学習を本校の生徒実態から再検討し、人間関係トレーニングとの連動を図る。
※生徒向け学校教育自己診断における規範意識に関する項目における肯定率を３年後には 70％以上にする。
※遅刻総数を３年間で 30％の減少をめざす。
※生徒向け学校教育自己診断における学校行事に対する満足度を３年後には 80％以上にする。
※部活動の加入率を 3 年後には 50％に近づける。

４

家庭、地域との連携を強化し、個々の生徒への支援体制を一層充実させるとともに、丁寧な生徒指導を更に推進する。
（１） 生徒理解と中退防止の取組みを更に組織的に発展させる。
ア 生徒の複雑な生活背景をつかむ取組みを進める。家庭連携、中高連携を更に進め、課題の大きな生徒の指導、支援の方針を担
任会、保健・相談部会、教育相談連絡会、支援委員会などで組織的に検討し、個別の指導計画の作成の対象を更に広げてゆく。
（２） 家庭、地域との連携強化と開かれた学校づくり
ア 地域清掃活動及び地域の高齢者施設、幼稚園、支援学校等との交流活動の充実を図る。
イ PTA 活動を推進し、家庭との協力体制を更に充実させる。
ウ 広報活動を活発に行い、本校教育の素晴らしさを積極的にアピールする。
※学力保障等の取組みと併せて３年後には中退率を３％以下に減少させる。
※保護者向け学校教育自己診断における学校に対する満足度を 80％台で維持する。
「お知り合いに本校へ進学を勧めたいか」の肯定的回
答を３年後には 70％以上にする。

５

教職員の資質向上と OJT の充実
（１）人材育成に努め、特にミドルリーダーの育成、初任者等教職経験の少ない教員の資質向上を学校の課題とする。
（２）本校が長年にわたって築き上げてきた指導方策が引き継がれるように OJT を中心とした研修を計画的・組織的に実施する。
（３）校務処理システムのスムーズな導入等 ICT を活用して校務の効率化を図り、教職員の事務作業に係る時間を軽減するとともに、教職員
の ICT 活用能力を高める。

【学校教育自己診断の結果と分析・学校協議会からの意見】
学校教育自己診断の結果と分析［平成２６年１１月実施分］

[学習指導等]
○本校の中期的目標である「学ぶ意欲を育むため、わかる授業

学校協議会からの意見

【第 1 回：６月 14 日開催】
〈平成 26 年度学校経営計画について〉

を全教科で創造していく」ことをテーマに取組んでいるが、

・授業改善をうまく進展させている。

「授業はわかりやすい」生徒 57％・保護者 63％、
「教え方に

・不規則発言への対応がうまい教員は生徒に人気がある。

工夫をしている先生が多い」生徒 59％・保護者 64％とほぼ

・
「まず、やってみて、駄目なら改善する」という“若さ”にあふれている。

昨年同様の結果であった。目標である「３年後には授業に対

・若い教員の授業力を伸ばす学校である。
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する生徒の肯定的な回答を 70％以上にすること」に向け、組
織的・継続的な授業改善の取組みの推進、教員間の授業参観
の充実、２年間取り組んだパッケージ研修の成果を全体で共
有し発展させることなど、さらなる授業力の向上をめざす取
組みの充実が必要である。
○「『教養』の授業は基礎学習を中心に楽しく学べる」が昨年
56％→今年 64％と大幅にアップした。教養担当者の積極的な
授業内容の検討および改善の結果と考える。
[生徒指導等]
○生徒全体での肯定的意見の割合は、24 項目中 21 項目で 50%

・「高校生活支援カード」は、養護教諭には特に役立つ内容だと思う。
〈「北淀栄誉賞 Pride of Kitayodo」表彰者数の報告を受けて〉
・生徒に夢や希望を抱かせる学校になってほしい。
“やればできる”という自信を
付けさせる「北淀栄誉賞」の成果がこれから現れるはずである。
・同窓会長賞授与の時、舞台上の受賞者全員に向けて他の生徒全員に拍手をさせ
た。受賞者は誇りが持てたと思うし、一体感もあってよかった。
〈平成 26 年度入学者選抜について〉
・淀川を渡って通学する生徒が一定数入った。
〈基礎学力診断テストの結果報告を受けて〉
・進学希望者には早めに学力を引き上げる対応策ができれば良い。

を超えており、上位３項目は、
「北淀高校に入学して良かった」
76％（昨年 76％）
、
「学校は体罰セクハラを許さない」75％（昨 【第 2 回：11 月 2 日開催】
年 78％）
、
「先生は親しみやすい雰囲気を持っていて話がしや
〈平成 26 年度学校経営計画進捗状況について〉
すい」74％（昨年 81％）であった。
○学校に対しての印象度については、
「北淀高校に入学してよか
った」76%（昨年 76％）
・
「子どもが北淀高校に入学してよか
った」86％（昨年 84％）
、
「学校に行くのが楽しい」61％（昨

・授業について、一般的にいう厳しい・優しいとは別の次元で生徒たちはみてい
る。優しくても厳しくても、愛情のこもったやりとりをしていれば良いという
こと。
・授業に入る前に授業以外のやりとりで関係をつくる。つくれば授業もやりやす

年 61％）
・
「学校に行くのが楽しいと言っている」77％（昨年

いし、満足度も上がる。

83％）と肯定的意見の比率が高いのに対し、
「後輩に北淀高校

〈遅刻指導の進捗状況について〉

進学をすすめたいですか」
「知り合いに北淀高校進学をすすめ
たいですか」の項目においては、生徒 47%（昨年 45％）
・保護
者 60％（昨年 52％）であった。両者の間に依然として乖離は
あるものの、その差が縮まる傾向が表れてきた。継続して原
因を分析していく必要がある。
○肯定的意見の低い項目は、
「私は積極的に部活動に参加してい
る」39％（昨年 35％）
、
「学校で、保護者や地域の人たちとか
かわる機会がある」39％（昨年 40％）、
「国際理解・国際交流

・３年生くらいになると、グループで遅刻してくることがよくある。一度グルー
プ関係を整理してみるとよい。
〈「北淀秘伝の書」
（仮称）プロジェクトチームについて〉
・意欲的な教職員が集まり「秘伝の書」
（北淀高校の指導規定・方策集）を作るこ
とは良いアイデアと思う。ぜひ進めてほしい。
〈中学校等への広報活動について〉
・オープンスクールには新しい通学地域から４０人くらいは参加してほしい。
〈保護者からの「意見書」について〉

について学習する機会がある」55％（昨年 50％）
、今年から

・意見書が提出された場合は、誰が考えてもその内容が的外れなものであったと

項目に入った「将来の進路について学ぶ機会があり、進路実

しても内容の如何を問わず、とりあえず会長に一報する仕組みにしておいた方

現にむけて熱心に指導している」は 53％であり、さらなる取

が良いのではないか。その上で、学校に任せる・協議会を緊急に開く等の判断

組みの充実、改善が必要である。

をすればよいと思う。

[その他]
○「先生は親しみやすく、話がしやすい」生徒 74％（１年 67％、 【第３回：１月 31 日開催】
２年 69％、３年 88％）であるが、
「担任の先生以外にも気軽
〈パッケージ研修支援 報告〉
に相談できる先生がいる」については 55％（１年 47％、２年

・プロジェクターを使うと非常に効果的である。最近の生徒は小中学校で ICT に

53％、３年 76％）であった。学年が上がるにつれ肯定的意見

慣れているので高校に入って板書だけだと物足りないと感じる生徒がいるかも

の割合が上がる要因として考えられるのは、1 年生はまだ本

しれない。

校での生活が短く、多くの教員を知らないので、担任に頼っ
ている場面が多くあるが、学年が進むにつれて知っている教
員が増えていくことがあると思われる。入学当初から高校生

〈第２回授業アンケート結果について〉
・情報や外国語は社会に出てからも大事で、社会に出てから役立つようなレベル
が必要である。生徒が理解しやすいように熱心に授業を実施している。

活に早く馴染めるような取組みを一層充実させるとともに、

・大阪府全体で見ても中堅どころの教員数が少ないが、指導してもらえる先輩が

学校全体としてカウンセリングマインドを持ってさらに丁寧

いれば経験の少ない教員の授業力向上に役立つだろう。若手教員の授業力をど

に生徒指導に当たることが必要である。また、生徒が教育相

のように上げていくかが課題である。

談を有効に活用できるよう、啓発に努めることも必要である。
○年度で肯定的意見の割合を比較すると、生徒は昨年度より下
がっている項目が多く（23 項目中 14 項目）、保護者は昨年度
より上がっている項目が多くなっている
（25 項目中 17 項目）。
教員はほとんどの項目において肯定的意見の割合が下がって
いる（26 項目中 22 項目）
。数値の低い項目に関しては、各分
掌・学年・委員会・教科等において確認し、改善に向けて取
り組んでいく必要がある。

〈平成 26 年度「学校教育自己診断」アンケート結果について〉
・生徒の行事に対する評価がより高くなるように工夫してほしい。様々な見直し
も必要ではないか。生徒主導型の行事を検討してみてはどうか。
〈遅刻指導について〉
・大きな成果が上がっている。さらに減るように一層の努力に期待したい。
〈「北淀秘伝の書」（仮称）プロジェクトチームについて〉
・中堅教員が少なくなっているところでもあるし、このような取組みは他校でも
必要なことであろうと思う。授業でのつながりだけではない深いつながりがあ
るのが本校のいいところである。大切にしてもらいたい。
〈「平成 26 年度学校経営計画および学校評価（案）」について〉
・全体として、平成 26 年度学校評価はこの内容で妥当であると考える。次年度に
向けてさらなる向上をめざして奮闘してもらいたい。
〈平成 27 年度学校経営計画への提言〉
・先生方には若いうちに力量をつけていただきたい。全体として、平成 27 年度学
校経営計画及び目標は妥当であると考える。
〈保護者からの「意見書」について〉この間の提出はなし。
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本年度の取組内容及び自己評価
中期的
目標

今年度の重点目標

具体的な取組計画・内容

評価指標

(１)基礎基本的事

ア・教養科の中心的な担当者で会議を開き、「教

ア・授業アンケート、学校

（１）

養Ａ」の学習内容が生徒の実態に即したもの

教育自己診断において、
「教

ア、毎週教養科会を開き、授業内容についての検討・

となるように、絶えず改善を行う。

養Ａ」に対する肯定的な回

改善を行った。学習内容が生徒の実態に即したもの

答の前年度比 10％増。
（平成
を成果検証と位置づけ授業改善を推進する。 25 年度 60％）
・校内研究授業、教員相互の公開授業、外部公 イ・授業アンケート、学校
開授業等を更に活発に実施する。教員相互
教育自己診断の結果、授業

となるように、
「教養Ａ」で使用する学習プリントの

項の確実な定着
ア、｢教養Ａ｣のさら
なる充実
（２）「わかる授業」
を めざ した 授業改
善 と授 業力 向上 へ
の取組み
イ、公開授業と授業

イ・授業アンケートの１回目を課題把握、２回目

全面改定を行った。その結果、生徒の学校教育自己
診断における「教養Ａ」への肯定率は前年度比 10％
増の 66％を大きく上回った（60%→71%）。また、授

の公開授業では授業者に対する助言を作成

に対する肯定的な回答の前

業アンケートにおいて「授業に積極的に参加してい

する。

年度比 10％増。（平成 25 年

る」とした回答が、昨年度より 0.2 ポイント上昇し

アンケート等を活

・教育センターのパッケージ研修またはそれに

度「わかりやすい」55％、
「授

た（４点満点中の 3.1→3.3）。次年度は、生徒の実

用した授業改善の

類する研修を継続し、教員各自の授業改善に

業に工夫」61％）

態に則した、さらによりよい学び直しができるよう

推進と授業力の向

向けた取組を更に充実させる。

・公開授業等の回数が昨年

に授業内容や指導方法等のさらなる検討・改善に努

・授業改善の取組が組織的かつ継続的に充実し

度を上回ったか。授業者へ

めたい。
（◎）

て実施されるように、校内体制の整備を図

の助言の提出が前年度を上

（２）

る。

回ったか。
（平成 25 年度：

イ、・第１回の授業アンケートの結果をもとに全教

上
ウ、個に応じた学習
指導の実践
エ、基礎学力診断テ
ストの実施

ウ・生徒一人ひとりの学力をより伸ばすために、 公開授業 2 回、助言 11 件） 員、全教科、全学年が「振り返りシート」を作成し、
習熟度別・少人数展開授業、ティームティー ・授業改善に向けた取組み 課題の解決に取り組むなど全校的に授業の自己点検
に広がり、深まりがあった

及び改善に取り組んだが、生徒の学校教育自己診断

か。

における「わかりやすい」、「教え方の工夫」への肯

・授業改善に向けた取組み

定率は、それぞれ（56％）
（59％）と前年度とほぼ同

を推進する校内体制の整備

じにとどまり、前年度比 10％増には至らなかった。

的確に把握し、課題の発見と授業改善に役立

ができたか。

(△)

てる。

ウ・実施教科・科目の授業

・公開研究授業等の実施回数は昨年度と同じ２回で

チングの充実に取り組む。
・進学意欲の高い生徒に対して、1 年時より長
期休業前等に特別講習を実施する。
エ・実施とその後の検討会議で生徒の学力実態を

に対する肯定的な回答が前
年度を上回ったか。
（平成 25
年度：4 点満点中数学Ⅰ

１
．
学
ぶ
意
欲
と
基
礎
学
力
の
育
成

自己評価

3.0、C 英語Ⅰ

3.0）

・計画通りに実施できたか。
エ・各教科で具体的な課題
を明らかにできたか。

あったが、教員相互の公開授業の授業者への助言の
提出数は 21 件で昨年度を上回ることができた。ま
た、教員相互の公開授業がより有効なものとなるよ
うに実施方法等についての検討も行った。（○）
・新着任者が授業改善に早く取り組めるように、従
来は２学期に実施していた教員相互の公開授業の機
会を１学期にも設定した。また、昨年度に引き続き
大阪府教育センターのパッケージ研修を実施し、Ｉ
ＣＴを活用した授業についての研修を行った。公開
研究授業には、他校の先生方にも参加していただき、
充実した研究協議を実施することができた。（○）
・授業改善に向けた取組みを推進する校内組織につ
いて、将来構想委員会で検討を進めており、今年度
内には校内組織を立ち上げることができる見込みで
ある。次年度は、新たに設けた校内組織が中心とな
って校内研修等を企画、実施し、授業改善に向けて
の教員の更なる意識向上を図るとともに、授業内容
の研究・改善に全校を挙げて取り組み、生徒の授業
満足度の向上にさらに努めたい。（○）
ウ、
・昨年度に引き続き「数学Ⅰ」、
「Ｃ英語Ⅰ」で１
クラス２展開の少人数授業を実施し、さらにきめ細
やかな指導に努めた結果、生徒の当該授業に対する
肯定的な回答が前年度を上回った（４点満点中「数
学Ⅰ」3.0→3.1、
「C 英語Ⅰ」3.0→3.3）。
（○）
・進学意欲の高い生徒に対して、従来から実施して
いる長期休業前の特別講習を計画的に実施しただけ
でなく、今年度から新たに１年生の平常時の放課後
講習を実施することができた。次年度は、少人数展
開授業のさらなる拡充や補習の充実、放課後の自習
室の確保などについて検討し、個に応じた学習指導
のさらなる充実に努めたい。（◎）
エ、基礎学力診断テストの結果、本校生の「義務教
育で学ぶ範囲の理解度」がわかった。（「義務教育で
学ぶ範囲の理解」が低い生徒（１年生で６９％、昨
年度７２％）また、昨年度よりも生徒の基礎学力に
開きがあることもわかった。これらの結果をもとに
基礎学力向上に向けた取組を一層進めた。次年度は、
より詳細な検証を実施し、教科指導・進路指導にさ
らに活かしていく。（○）
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府立北淀高等学校
（１）夢を育む力を
つける
ア、生徒の社会認識、
自己認識の促進
（２）造形コースの
充実

ア・ＦＣの生徒の振り返り

（１）

を入れるなど「ＦＣ（総合的な学習の時間）」 から「新しい発見があった」 ア、ＦＣについては、例年の取組みをもとに人権学
等の充実を図る。

等、内容についての肯定的

習、進路学習、国際理解教育を中心に講演会、体験

イ・専門コース「造形」がより生徒の期待に応え

な意見が昨年度を上回った

学習等を織り交ぜて実施した。学校教育自己診断に

るものとなるように、授業内容等のさらなる

か。
（平成 25 年度：
「人権教

おける「人権教育」への生徒の関心度は「5％（69％

充実を図る。

育」「進路学習」「国際理解

→64％）
」昨年度を下回ったものの、
「進路学習」
「国

イ、造形コースの授

ウ・１年時からの系統的なキャリア教育プログラ

教育」への生徒の関心度の

際理解教育」への生徒の関心度は昨年度をそれぞれ

業内容のさらなる

ムの点検を行い、指導のさらなる充実を図る

「1％（68％→69％）
」
「5％（50％→55％）
」上回った。

充実

とともに、就職支援コーディネーターの活用

平均 62％）
イ・授業アンケート、学校

を通して進路未決定率を下げる。

教育自己診断において、造

の関心度の平均 63％）。また、ＦＣの内容について

想能力の育成
ウ、志学、キャリア

形コースの生徒の「美術」

の肯定的な意見も昨年度を若干上回った。次年度も、

に対する肯定的な回答が昨

内容のさらなる充実を図りたい。（○）

教育のさらなる

年度を上回ったか。
（平成 25

（２）

充実による個々

年度 87％）

イ、昨年度新たに導入した陶芸用の電気窯をさらに

の生徒にとって

ウ・新たな企画など指導に

活用し授業内容のさらなる充実を図るため、陶芸用

最適な進路の選

広がりや深まりがあった

の作業台などを新たに購入するなど、設備面での充

択

か。

実を図った。授業アンケートの結果において、造形

・学校教育自己診断におい

コースの「美術」関係の科目の「授業中は、集中し

て、キャリア教育に対する

て先生の話を聞いている」
「授業に積極的に参加して

肯定的な回答が昨年度を上

いる」とした回答の平均が、４点満点中 3.4 で昨年

回ったか。（平成 25 年度

度と同じであった。造形コースの生徒の「美術」に

68％）

対する肯定的な回答の率は 85％で昨年度を２％下

・未決定率を５％以下に。

回ったものの、高い水準を維持することができた。

（３）生徒の将来構

２
．
夢
を
育
み
、
将
来
構
想
能
力
の
育
成
を
図
る

ア・生徒の社会認識、自己認識を促進できる内容

（「人権教育」
「進路学習」
「国際理解教育」への生徒

また、学外の美術・工芸展等で入賞する生徒も珍し
くなくなってきた。次年度は、専門コース「造形」
が本校の特色の一つとなるように、さらに授業内容
の充実を図り、生徒の満足度をより高めたい。（○）
（３）
・系統的なキャリア教育プログラムの点検を行
い、従来から実施してきた取組みの充実を図ったが、
新たな取組み等を行うまでには至らなかった。（△）
・学校教育自己診断において、キャリア教育に対す
る肯定的な回答が昨年度を「1％（68％→69％）
」上
回った。
（○）
・全校を挙げて進路指導、就職先の開拓等に取り組
んだ結果、進学実績、就職実績ともに結果の良かっ
た昨年度とほぼ同じ状態を維持できており、進路未
決定率は２％となった。次年度は、さらにキャリア
教育を充実し、１年時より生徒の進路意識を高める
取組みの一層の充実を図りたい。（○）
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府立北淀高等学校
（１）基本的生活 ア・現行の頭髪指導を継続し、さらに指導の定着 ア・繰り返し指導を受ける （１）
習慣の確立と規範
を図る。
生徒の数が昨年度（50 件） ア、昨年度より基準をさらに上げて指導し、全生徒
イ・学警連携も含め、通学マナーの指導及び交通 を下回ったか。
意識の醸成
がより自然な状態の頭髪となっている。指導の基準
ア、頭髪指導の徹底

安全指導を強める。特に、生徒が被害者、加

イ・新たな企画など指導に

を上げたにもかかわらず、繰り返し指導を受ける生

を図る
イ、通学マナーの向

害者にならないように自転車のマナー指導

広がりや深まりがあった

徒の数は昨年度とほぼ同じ 52 件にとどめることが

を強化する。

か。

できた。長期休業明けに違反者が若干増える傾向が

・近隣からの指摘の件数(平

あるものの、全員が指導には素直に従った。次年度

成 25 年度：11 件)や通学マ

は、引き続き粘り強く指導を継続し、さらなる指導

エ・集会等いろいろな機会を通じて指導する。ま

ナーでの指導件数（平成 25

の定着を図っていきたい。
（○）

（２）特別活動等を

た、朝の挨拶運動や日々の学校生活の中で教

年度：重度のもの 3 件）が

イ、
・生徒の登下校時の校門周辺での通学マナー指導

通じた生徒の自己有

員側から挨拶をすることを通して、自然に挨

昨年度より減少したか。

に加え、学校周辺道路での通学マナー指導も新たに

用感の醸成と、集団

拶をする雰囲気を醸成する。

ウ・遅刻総数前年度比 10％

実施した。また、東淀川区役所と連携して通学マナ

減。

ーキャンペーンも計画した（雨天のため未実施）。

エ・学校教育自己診断にお

（○）

上
ウ、遅刻指導の強化
エ、挨拶の奨励

ウ・昨年度に策定した指導方策に基づいて、全校
を挙げて遅刻指導を行う。

への帰属意識の向上

オ・生徒の自立心や主体的な行動力、集団への帰

オ、学校行事のさら

属意識等をより高めるために、体育祭、文化

なる充実

発表会等の学校行事のさらなる充実を図る。 いて、挨拶に対する生徒の
カ・新入生歓迎会、部活動紹介、体験入部、部活
意識（積極的に挨拶する：
に向けた取組みの
動入部キャンペーン、部活動の発表機会を更
66％）に向上が見られたか。
推進
に充実させるとともに、４月に入部し損ねた
オ・学校行事の満足度が昨
キ、
「校内表彰制度」
生徒が入部しやすい機会を新たに設ける。ま
年度を上回ったか。
（平成 25
による顕彰
た、あらゆる機会をとらえて部活動を顕彰す
年度：64％）
（３）豊かな人間関
る。
係をつくる力の育成 キ・昨年度新設した「校内表彰制度」に基づき、 カ・啓発活動が効果的に実
施できたか。
頑張った生徒の顕彰に努める。
ク、人権教育・国際
カ、部活動の活性化

理解教育のさらな

３
．
豊
か
な
社
会
性
及
び
た
く
ま
し
く
生
き
る
力
の
育
成

る充実

ク・
「FC（総合的な学習の時間）」を中心にして、 ・部活動加入率前年度比
（平成 25 年度：
効果的な人権教育・国際理解教育を展開する 10％増。

・近隣からの指摘の件数は昨年度の 11 件から７件に
減少した。通学マナーでの指導件数は昨年度を下回
り、特に重度のものについては、今年度は１件もな
かった。次年度は、学警連携指導の実施回数を増や
すなど交通安全指導の充実に努め、通学マナーがさ
らに向上するように規範意識の醸成に努めたい。
（◎）
ウ、昨年度に新たに策定した指導方策に基づいて、
全校を挙げて遅刻指導に取り組んだ結果、年間の遅
刻総数は、前年度比３５％減になっており、目標を

とともに、人権教育・国際理解教育のさらな

25.9％）

はるかに超える成果が出た。次年度は、指導の徹底

る内容の充実を図る。

キ・
「校内表彰制度」により

と定着を図り、全校を挙げてさらなる遅刻の減少に

表彰した生徒数が 100 名を

取り組みたい。
（◎）

上回ったか。

エ、登校指導や門番の際に、日々教員側から挨拶を

ク・実施後のアンケートで

行った。また、集会等いろいろな機会を通じて挨拶

実施内容に対する否定的な

の大切さについて話をした。その結果、実感として

回答を 30％以下にする。ま

は、生徒の側から大きな声で積極的に挨拶をする生

た、生徒の感想やアンケー

徒が増えたように感じられる。しかし、学校教育自

トからどこまで生徒が考え

己診断では、「積極的に挨拶をするようにしている」

たかを検証。
・新たな企画など指導に広

と回答した生徒の率が、昨年度の 66％から 62％に減

がりや深まりがあったか。

た挨拶ができるように、自然に挨拶をする雰囲気の

少した。次年度は、更に多くの生徒がきっちりとし
醸成に努めたい。
（△）。
（２）
オ、生徒がより主体的かつ意欲的に行事に取り組む
ように、体育祭において生徒の要求にあわせて、新
たな競技を取り入れたり、文化発表会を更に盛り上
げるためにオープニングＤＶＤを作成したりするな
ど、内容の充実に努めた結果、学校行事への満足度
は 63％で、昨年度とほぼ同じであった。一昨年度の
59％と比較すれば、ここ２年で学校行事が楽しいと
感じる生徒の率が 60％以上に定着してきた。次年度
は、生徒がより自主的に活動できる取組みを取り入
れるなど学校行事の内容をさらに充実させて、生徒
の満足度の向上を図りたい。（○）
カ、
・より新入生の印象に残るように部活動紹介ＤＶ
Ｄを新たに作成したり、４月以降でも入部できるこ
とをアピールしたり、部活動紹介の機会を昨年度よ
り増やしたりするなど生徒に対して部活動への加入
を粘り強く呼び掛けた。また、クラブ員からデザイ
ンを募集してクラブ員 T シャツを作成し、クラブ員
が部活動だけでなく、学校行事などでも活躍し、充
実した高校生活を送っていることやクラブ員同士の
一体感が見て取れるようにし、部活動加入に向けて
の生徒へのアピールにつなげた。次年度は、部活動
の頑張りをアピールできる機会をさらに増やすとと
もに、保護者に対して生徒の部活動参加についての
一層の協力をお願いしていきたい。
（○）
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府立北淀高等学校
・上記取組みを粘り強く行ったにもかかわらず、部
活動加入率は、25.3％と昨年度とほぼ同じにとどま
り、目標の前年度比 10％増には到達できなかった。
しかし、部活動の活動そのものはさらに活発になり、
公式戦等でもよい結果を残せるようになった。次年
度も粘り強く啓発に努めるとともに、部活動に加入
するメリットを伝える機会を新たに設けたり、生徒
の興味関心があるような部の新設を検討したりし

３
．
豊
か
な
社
会
性
及
び
た
く
ま
し
く
生
き
る
力
の
育
成

て、
部活動加入率の向上を図りたい。（△）
キ、昨年度に新設した「校内表彰制度」の規定に基
づき、年間で約 250 名の生徒を表彰した（昨年度：
118 名）
。今年度被表彰生徒の数が飛躍的に伸びたの
を受けて、来年度は表彰基準を若干見直す予定であ
る。生徒にはたいへん好評であり、次年度も、生徒
のやる気をさらに喚起するため、積極的に表彰をし
ていきたい。(◎)
（３）
ク、
・FC（総合的な学習の時間）を中心に行った人権
教育、国際理解教育の教材等を最新かつ実状に合っ
た内容の教材へと改訂した。どの内容についても生
徒の否定的な回答は 30％を下回った。また、５カ国
により共同作成された ESD カリキュラムをより本校
生の実態に合ったものに改良し、実施した。
「持続可
能な社会の実現のために、自分は何ができるのか」
をほとんどの生徒が熱心に考えたことが、生徒の感
想から窺えた。次年度も引き続き、より効果的なも
のにするべく検討を重ねながら実施していきたい。
（○）
・残念ながら新たな企画等を取り入れることはでき
なかった。
（△）

№１０３

府立北淀高等学校
（１）生徒理解と中

ア・校内での組織的連携、家庭・中学校とのさら

ア・各種連携および個別の

（１）

退防止の取組みのさ

なる連携を進め、個別の指導計画を作成す

指導計画に広がりや深まり

ア・従来から本校で活用してきた調査用紙に高校生

らなる充実

る。

があったか。

活支援カードを加えて、生徒の状況把握に努め、入

ア、大きな課題を抱

・教育相談室や保健室での生徒への丁寧な対応

・「 教育相談」に対する肯

学後の早い時期から個別の指導を行うことができ

えた生徒の組織的指

を通して、生徒が教育相談を更に有効活用で

定的な回答が前年度比

た。大きな課題を抱えた生徒については、支援委員

導

きるようにする。

10％増。

会で指導方針を検討し、必要な場合は個別の指導計

イ・精神科医師や大学の先生との事例検討会等を

イ・昨年度に比べて、研修

画を作成した。また、学校だけでは解決できない事

のさらなる向上

通して、配慮を要する生徒等への支援や指導

の内容等に広がり、深まり

案については、ＳＣや本年度配置いただいたＳＳＷ

ウ、中退防止

に向けての教職員の指導力の向上に取り組

があったか。

に相談したり、場合によっては、外部機関と連携し

ウ・中退率５％以下。

たりして、指導に当った。また、大きな課題を抱え

エ・昨年度に比べて、取組

た生徒についての個人懇談には、養護教諭も同席し、

イ、教職員の指導力

（２）家庭、地域と
の連携強化と開かれ

む。
ウ・担任団、特に１年担任団と管理職、他の組織

た学校づくり

との連携を更に図るとともに、家庭との連携

みに広がり、深まりがあっ

多様な視点での指導ができるようにした。（○）

エ、地域清掃活動や

も含めてさらにきめ細やかな指導を行う。

たか。

・来室時に「来室理由書」を記入させるなど、生徒

地域交流活動の充実

エ・生徒、教職員、ＰＴＡが協力して地域の清掃

オ・新たな企画など、広報

が相談しやすくなるような工夫を行った。学校教育

オ、広報活動の充実

活動を活発に行う。軽音楽部、和太鼓部、ボ

活動に広がりがあったか。

自己診断において、
「担任以外に相談できる先生がい

ランティア部等を中心に高齢者施設や幼稚

る」が昨年度よりも 5％上昇した（50％→55％）
。次

園、支援学校等との交流活動を促進する。

年度は、担任以外にも相談の窓口があることのさら

オ・不本意入学の減少のために広報活動のさらな
る充実を図る。

４
．
家
庭
、
地
域
と
の
連
携
の
強
化
と
丁
寧
な
生
徒
指
導
の
さ
ら
な
る
推
進

なる周知と生徒が担任以外の教員にも相談しやすい
雰囲気の醸成にさらに努めたい。（○）
イ、精神科医師や大学の先生の協力を得て、大きな
課題を抱えた生徒の指導についての教員研修を年４
回実施することができた。一般的な理論と個別事例
に即した実践的な指導の在り方ついて学ぶことがで
きた。次年度も、専門家の先生の協力を得て、教員
の指導力のさらなる向上を図りたい。
（○）
ウ、中退率は、昨年度より約２％減少し、目標を十
分に達成することができた。次年度は、より丁寧な
指導に取り組み、さらに減少を図りたい。
（○）
（２）
エ、例年どおり年 2 回学校近くの公園清掃を行った。
生徒会執行部の生徒が自主的にポスターを作製する
など昨年度よりも事前告知に力を入れた結果、80 名
を超えるボランティアの生徒が参加し、参加する生
徒に広がりが見られた。この活動を通して生徒会活
動に興味を持つ生徒も出てきた。軽音楽部、和太鼓
部が、高齢者施設や幼稚園、支援学校等で演奏活動
を行い、地域との交流活動もより活発に行った。ま
た、学校の情報がよりよく保護者に伝わるように、
携帯電話へのニュースレターの発行を検討し、次年
度の本格実施に向けて、今年度は試行として PTA 実
行委員への配信を行った。次年度は、現在の取組み
を継続するとともに、さらに広がりと深化を図りた
い。また、PTA 活動を推進し、家庭との協力体制を
さらに充実させるために、全学年で保護者の携帯電
話、パソコンへのニュースレターの発行を実施した
い。
（○）
オ、例年通り中学校訪問、中高連絡会、学校説明会
を実施するとともに、昨年度に引き続き、本校への
通学が比較的に容易な旧他学区の中学校（29 校）を
訪問し、学校の説明と学校説明会の案内を行った。
また、学校近隣の学習塾（162 教室）も訪問し、学
校の説明を行った。今年度新たに作成した本校まで
の自転車での所要時間と経路を示したアクセスマッ
プと新たに作成した本校の最新情報を掲載した学校
通信を本校の説明資料として活用した。地元の中学
校に「出前授業」も実施した。次年度も、広報活動
のさらなる充実を図りたい。（○）

№１０３

府立北淀高等学校
（１）人材育成
ア、ミドルリーダー
の育成

ア・教育センターの研修なども利用し、ミドルリ
ーダーの育成に努める。
イ・首席等を活用し、初任者等の教職経験の少な

ア・外部研修等を積極的に

（１）

活用し、首席等につながる

ア、府教育センターの「リーダー養成研修」等を積

人材を育成できたか。

極的に活用し、首席につながるような人材は育成で

イ、初任者等教職経

い教員への計画的な校内研修を実施し、資質

イ・S-T 分析等を活用した初

きた。次年度も引き続き、教育センターの研修など

験の少ない教員の育

向上を図る。S-T 分析等を活用した初任者等

任者等の授業分析を、１人

も利用するとともに、教員間のＯＪＴを推進し、ミ

成

の授業分析を、１人につき年間２回以上

につき年間２回以上実施で

ドルリーダーの育成に努めたい。（○）

（２） 築き上げて

実施するとともに、初任者等の校内研究授業

きたか。

イ、
・初任者一人当たり２回、授業のＳ－Ｔ分析を実

を年間２回以上実施する。
（○）
きた指導方策の継
・初任者等の校内研究授業 施し、授業の進め方等についての研修を行った。
ウ・新転任の教員に対して、ＯＪＴを中心とした を年間２回以上実施できた ・教職経験年数の少ない教員による校内研究授業を
承
研修を計画的・組織的に実施する。
ＩＣＴの活用をテーマにして２回実施した。
（○）
ウ、OJT の充実
か。
・本校が長年にわたって築き上げてきた指導方 ・生徒による授業アンケー ・研究授業をした教員を含め、初任者等からは有意
（３）ICT 活用能
策が引き継がれるように、口伝だけでなく、 トで肯定的な意見が 55％を 義であったとの感想を得た。しかし、生徒による授
力の向上
記録化を図る。
エ、ICT を活用し
上回ったか。初任者等によ 業アンケートでは肯定的な意見が 55％を上回るこ
エ・校務処理システム等 ICT の活用を更に推進し、 る振り返りにおいて肯定的 とができなかったものが出た。次年度は、授業力の
た校務の効率化

５
．
教
職
員
の
資
質
向
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と
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校務の効率化を図る。

な意見が多かったか。

向上を中心にしてさらに研修の充実を図りたい。

ウ・計画的・組織的に研修

（△）

を実施できたか。

（２）

・マニュアルの作成など、

ウ、
・新転任の教員が本校での指導に戸惑わないよう

記録化できたか。

にするために、従来のＯＪＴを中心とした研修だけ

エ・校務処理システム等の

でなく、今年度新たに新転任の教員を対象とした研

活用が校務の効率化に役立

修を２回実施した。（○）

っているとする教職員の回

・本校が長年にわたって築き上げてきた指導方策が

答が前年度（96％）を維持

継承されるように、本校に長く在籍する教員が中心

できたか。

となって、指導方策の記録化を行い、最終的に冊子
にまとめることができた。次年度は、できあがった
冊子を活用し、新転任の教員の研修に役立てたい。
（◎）
（３）
エ、表計算ソフト等の活用が苦手な教員を対象にし
た講習会を今年度新たに開くなど、校務処理システ
ム等を円滑に活用できるように取組みを進めたが、
学校教育自己診断において、教員の 78％が「導入は
円滑に進んでいる」と回答しているものの、
「校務の
効率化に役立っている」とする回答は、個人情報の
管理がより厳格になり、制約が増えた影響か、昨年
度の 96％から 60％へと大きく減少した。次年度は、
校務処理システムのさらなる活用を図るとともに、
校務の効率化に向けて ICT の活用をさらに進めた
い。
（△）

