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府立香里丘高等学校
校長 中村 光男

平成 27 年度

学校経営計画及び学校評価

１ めざす学校像
生徒が自信をもって社会に巣立つよう、「文武両道」の理念のもと、本校の校訓である「堅忍不抜」「好学叡知」「和衷協同」の実践を通して、高いコミュニケーション力に裏打ちさ
れた豊かな「人間力」を持ち、リーダーシップを発揮して社会貢献できる生徒を育成する学校、地域に根付いた地域に愛される学校をめざす。
①第一志望の進路実現
②より良い豊かな人間関係づくりができる学校文化の創出
③生徒の力をしっかり伸ばす学校力の向上

２ 中期的目標
１

第一志望の進路実現
（１）生徒の第一志望の進路実現へ向けたカリキュラム編成を行う。
・生徒のニーズにあった選択科目を新設し、生徒の進路希望に対応した教育課程に改善することで、生徒の意欲や能力をさらに伸ばす。
・高い目標として関関同立の合格者数を 80 名以上に伸ばす。（平成 27 年度 60 名 平成 28 年度 70 名 平成 29 年度 80 名）
（２）アクティブ専門コースの設置と充実。
・生徒の得意分野や興味・関心の深いエリアをさらに支援し伸ばすことによって、自信や意欲を支える自尊感情や自己肯定感を高め、自己実現をめざす志を育み、学習面と
は違った側面から学力の向上を図る。
・何事にも積極的に取り組む姿勢を育むとともに、リーダーシップ力、忍耐力、集中力、協調性、社会性、奉仕の精神など、社会で必要とされる「生きる力」を育む。
（３）学力向上の方策、三年間を見据えたキャリア教育計画等の充実により、100％の第一志望の進路の実現をめざす。
（平成 27 年度 75% 平成 28 年度 80% 平成 29 年度 85%）
・最後まであきらめず頑張りぬく生徒を育てる。
（大学入試センター試験 受験率を３年間で 50%以上にする。
）
・将来について自ら考え、夢の実現に向けて自ら行動する生徒を育てる。
・学力の客観的評価、学力生活実態調査等を継続的に使用し、その結果を分析し、進路指導等に生かす。
・進学講習、授業の補習等を組織的、計画的に実施する。
・漢検・英検等資格試験の受験者を増加させ、より難度の高い資格に挑戦させる。
（４）生徒を鍛えるための授業力向上。
・オン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)が盛んに行われるような職場環境づくりを行う。また、ICT の活用など、様々な授業の工夫や互いの
授業見学、公開授業などにより、生徒が『わかる授業』
、
『力をつける授業』を実践する。
・授業アンケートを実施、分析し、組織的に授業力向上をめざす。
（学校教育自己診断 授業満足度 H29 年度 80%以上をめざす。H24 年度 69.1%）
（５）自学自習の習慣の確立と学習と学校行事や部活動の両立。
・生徒の学習に対する初期指導として、入学当初に学習オリエンテーションを実施する。
・家庭学習など、自学自習の定着のための方策を講じる。学習と学校行事や部活動との両立を図る。
・家庭学習等の時間の増加をめざす。
・自習室の利用について（学校教育自己診断 H29 年度 30%以上をめざす。H24 年度 13.9%）
２ より良い豊かな人間関係づくりができる学校文化の創出
（１）ＨＲ活動、学校行事、生徒会活動、部活動等で生徒の自主性を育成し、自分を鍛え、人とのつながりの大切さを学ぶ。
・体育祭、文化祭、修学旅行、芸術鑑賞等の学校行事の継承と発展。
（２）生徒の自主性、主体性を重視した生徒会、ＣＭ会議（部活動のキャプテン、マネージャー会議）
、保健委員会、図書委員会等の活動の発展。
・生徒会等を中心とした学校行事、地域連携、ボランティア活動の充実、あいさつ運動の向上を図る。
・ボランティア活動について（学校教育自己診断 H29 年度 75%以上をめざす。H24 年度 61.3%）
（３）規律ある学校生活を行うため、基本的生活習慣の定着や自転車や挨拶等マナーの向上。
・清掃の徹底をめざす。
（学校教育自己診断 H29 年度 80%以上をめざす。H24 年度 63.1%）
（４）生徒のコミュニケーション力向上を図ることにより、より良い豊かな人間関係づくりができる学校文化を創出する。
・ピア・メディエーション（仲間同士による紛争解決の手法。以下「ＰＭ」
）クラブを中心にＰＭ教育を牽引する。
・生徒や教職員のコミュニケーションやＰＭ研修等を実施し、生徒及び教職員のコミュニケーション力の向上を図るとともに教員のコミュニケーション指導力を充実する。
（５）海外からの生徒の受入れ等、グローバル人材の育成に向けた取組みの実施。
（６）保護者との連携をしながら、安全で安心な学校づくりを推進。
（人権教育、就学支援、教育相談等）
・家庭とのきめ細かい意思疎通と相談について。
（学校教育自己診断 H29 年度 80%以上をめざす。H24 年度 74.8%）
（７）開かれた学校づくりにより保護者や地域との連携を密にし、さらなる生徒の育成を図る。
・地域イベント等において生徒の出番を多く設定することにより、地域コミュニティの中での「育ち」を支援する。
・地元中学校運動部交流大会「香里カップ」や地域文化交流イベント「香里フェス」を開催する。
３ 生徒の力をしっかり伸ばす学校力の向上
（１）ICT の活用等、仕事の効率化、危機管理対応等の充実をめざし、校内組織の見直しと体制づくり。
（２）スクラップ・アンド・ビルド方式を基本に、必要に応じて委員会等の新設及び改廃を行い、円滑な組織運営を行う。
（３）経験の少ない教員等の育成。
（４）校務処理システムの有効活用。
（５）教育環境等の整備、予算の効果的執行。
（６）広報活動の充実。
・「香里ＰＲ隊」を結成し、文化広報部とともに中学校や地域住民に対する広報活動を充実させる。
・ホームページ、香里丘メールサービス配信等で情報提供に努める。

【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 27 年 12 月実施分］

学校協議会からの意見

生徒・保護者・教員とも基礎学力・基本的生活習慣の育成については高評価。
行事・部活動の指導、生徒指導、人権関係指導に関しても評価は高い。
「わかりやすい授業の工夫」という観点では改善の余地があり、生徒・保護者か
ら期待されている。また教員からは、学習意欲の高い生徒へのサポートが不十分
という意見もある。
生徒の授業・学習に対する取組み姿勢では、家庭学習の実施度が低く、勉強へ
の自信がなく将来に不安を感じている生徒が多い。教員は、授業方法について研
究する機会に対するポイントは徐々に高くなっており、研究授業や相互授業見学
（互見授業）を積極的に行っている。また生徒の授業に対する姿勢が良いと感じ
ている教員は昨年よりも増加している。
学校生活については、行事や部活動に熱心に取り組み勉強との両立を心掛けて
いる生徒が多く、保護者も同様の意見である。生徒会活動についても年々活発に
なってきていると回答している。
「悩みを相談できる先生がいる」の肯定回答が相
変わらず低い。高校生の年代は悩みの相談相手として友人を一番にあげる傾向に
あるが、教育相談やスクールカウンセラーの周知など、対応策を練る必要がある。
保護者の「授業参観や懇談の機会をよく設けている」の肯定回答が昨年より 10
ポイント低下しており、日程の設定や周知方法に改善の余地がある。
学校運営に関する教職員の意見では、「意見を積極的に述べている」「意見が反
映されている」の肯定率が特に低い。一方、分掌・学年等各組織の連携や課題共
有と協力体制の肯定ポイントは昨年より向上している。運営委員会、プロジェク
ト委員会をはじめ、議論の活性化と各学年・分掌・委員会内でより一層の連絡体
制の強化が必要である。

第１回(6/30)
○中期的目標の一番にある「第一志望の進路実現」をめざし、カリキュラムの改編に取り組んでほ
しい。大学入試のあり方が変化しているが、それに振り回されず基本を大切にキャリア教育を一番
に頑張ってほしい。
○活字離れが進んでいるとはいえ、図書館の利用率向上に関しては学校全体で取り組む必要がある。
第２回(11/16)
○授業見学を実施。授業に ICT 導入やペアワーク、グループ学習などを取り入れ工夫されている。
プリントも手の込んだもので高く評価したい。
○先生が教科を越えて相互授業見学されているのは素晴らしい。プロがプロを見て切磋琢磨するこ
とは意義あることだと思うので続けてほしい。
○生徒の居眠りが少し気になった。注意することとあわせ、生徒を寝させないような魅力ある授業
をめざすべき。
○多様な生徒のニーズを見据えてのカリキュラム改定は推奨する。開校科目が増えると教室の確保
など大変だと思うがやりきってほしい。
○アクティブコース設置の趣旨は理解できる。担当の先生には負担増となることが懸念。
第３回(2/2)
○わかりやすい授業はどの校種でも課題。アクティブラーニングを取り入れ授業改善を期待する。
○大学入試制度が変わる。教科横断型学習、文章表現力の向上を考えないといけない。英検・漢検
などの技能検定も視野に入れるべき。
○学習意欲の高い生徒へのサポートも重要。
○生徒が教師や学校に悩みを相談しやすい体制づくり、はたらきかけを継続されたい。
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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
(1)生徒の第一志望
の進路実現へ向けた
ｶﾘｷｭﾗﾑの見直し。
(2)ｱｸﾃｨﾌﾞ専門ｺｰｽの
設置と充実。
(3)生徒のｷｬﾘｱ意識
の向上を図る。

第
一
志
望
の
進
路
実
現

(1)生徒の第一志望の進路実現へ向けた選択科目の増設と精選した
ｶﾘｷｭﾗﾑ編成を行い、平成 28 年度から実施できるようにする。
(2)ｱｸﾃｨﾌﾞ音楽ｺｰｽの内容充実を図るとともにｱｸﾃｨﾌﾞｽﾎﾟﾙﾄｺｰｽ等の
新設を図る。
(3)ｱ 三年間のｷｬﾘｱ教育計画の充実と進路指導体制の充実。
ｲ ｷｬﾘｱ意識の向上を図る。(年２回の学力生活実態調査を活用し、
担任の面談を通じて早期に進路目標を立てさせる。１・２年生の夏
休みの課題で大学を２校見学、所定の報告書に将来の目標等を含め
ﾚﾎﾟｰﾄ提出、まとめてﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸする。中小企業家同友会等によるｷ
ｬﾘｱ講演会の実施。ｳ 進路の情報提供の充実(進路ｺｰﾅｰの充実。HP
へのｱｯﾌﾟ、提供機会の増加。)
(4)学力向上の方策、 (4) 教科主任会議を授業力向上 PT と位置づけ授業力向上を図る。
生徒を鍛えるため 生徒が『わかる授業』
『力をつける授業』をめざし、生徒に関関同
の授業力向上。
立を目標とする学力をつける。
授業を大切に。
ｱ ｵﾝ･ｻﾞ･ｼﾞｮﾌﾞ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(OJT)が盛んに行われるような職場環境づ
くりを行う。授業で ICT の活用促進。授業研究等
ｲ 教科内 OJT の活性化。教科別研究授業を年間３回実施し、教科内
にて授業力向上を図る。
ｳ 公開授業週間を６月と 11 月に実施、その時期を中心に、互見授
業を行い、感想ｼｰﾄを授業担当者、首席に渡す。それを全体にﾌｨｰﾄﾞ
ﾊﾞｯｸし、授業力向上につなぐ。ｴ ベル始業の実施。
ｵ １・２年生で基礎基本の学力の定着を図る取組みの強化。入学当
初に学習ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ(ex 勉強合宿)の実施と充実。
ｶ 生徒の授業ｱﾝｹｰﾄを行い、分析。授業力向上をめざす。
(5)自学自習の習慣 ｷ学習到達度の低い生徒に対し、指名補習を行う等学力定着を図る。
の確立と学習と学 (5)ｱ 家庭学習等、自学自習の定着のための方策。
校行事や部活動の ｲ 自習室の利用を推進する。 ｳ 図書館の利用を促進する。
両立。
ｴ 模擬試験、漢字検定、英語検定等の受験を促進する。

(1)生徒の自主性を
育成し、自分を鍛
え、人とのつなが
りの大切さを学
ぶ。
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具体的な取組計画・内容

(2)生徒会活動の充
実。

(3)規律ある学校生
活。
(4)生徒のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
力向上を図ること
により、より良い
豊かな人間関係づ
くりができる学校
文化を創出する。
(5)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材の育
成。
(6)安全で安心な学
校づくりの推進。

(7)地域連携により
さらなる生徒の育
成を図る。

評価指標
(1)本校の教育ｼｽﾃﾑ項目の自己診断肯定率 85%以
上。変更内容を総合的に判断する。
(2)ｱｸﾃｨﾌﾞ音楽ｺｰｽの選択人数を 30 名以上。ｱｸﾃｨﾌﾞ
ｽﾎﾟﾙﾄｺｰｽの新設状況。
(3)生徒ｱﾝｹｰﾄにより第一志望の進路実現 80%以上。
ｱ 特に進路指導部と第３学年の連携強化。進路指
導室の充実状況(常駐体制の確立、連携会議の回数
等)ｲ それぞれの取組状況。自己診断で進路に関わ
る項目の肯定率を平均 10％向上。進路希望未定者、
年度内５％以下(H26 5.8%)。ｳ 自己診断で進路情
報提供項目肯定 80％以上。
(4)関関同立の合格者数を 60 名以上。
ｱ ｵﾝ･ｻﾞ･ｼﾞｮﾌﾞ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(OJT)の実施状況。
効果的な ICT 活用授業の増加。自己診断関連項目
5P 向上(H26 66%～85%)。

自己評価

(1)ｶﾘｷｭﾗﾑの改編､ｺｰｽ充実等
生徒 82%保護者 91%(◎)
(2)音楽ｺｰｽの選択人数を 13
名(○)ｽﾎﾟﾙﾄｺｰｽを設置(◎)
(3)
ｱ 3 年担任 2 名の常駐、副担の
常駐(◎)
ｲ平均 78%で 1%増（○）
ｳ生徒 74％保護者 73% (△) 各
階の進路ｺｰﾅｰ､進路ﾌﾞﾛｸﾞ､ﾌｧｲ
ﾝｼｽﾃﾑ等の充実(◎)
(4)37 名(昨年度 29 名)(△)
ｱ 若手教員中心に ICT 活用授
業時数の増加(○) 授業に関
する項目(研究機会６% 日常
的話合い１%増(○)
ｲｳ 教科別研究授業を 3 回実施し、授業力向上につ ｲ研究授業はほぼ完了(◎)
なげられているか。教員が互見授業を年間 4 回以
ｳ互見授業(感想ｼｰﾄ提出)27 名
上実施。授業の感想を提示。(担当者・首席に渡す) 94 回 授 業 改 善 に 活 用
自己診断授業改善項目 90%以上(H26 88%)
78%(◎)
ｴ ベル始業の状況。自己診断 85%以上(H26 80%)
ｴ 81%(○)
ｵｶ 授業内容に、興味関心を持つことができた。授 ｵ学習ｵﾘｴ肯定平均 94%(◎)
業を受けて、知識・技能が身についたと感じる。
ｶ H26 76.5% H27 77.6%(○)
を重視し、授業ｱﾝｹｰﾄでの肯定率 2 回共 80％以上。 ｷ H26 68% H27 70%(○)
ｷ 自己診断 H26 68%→H27 75%以上。
(5)ｱ家庭学習等時間平日 12
(5)ｱ 家庭学習の充実。自己診断 H26 60%→70%以上 分増休日 18 分増 57%(○)ｲ自
ｲ 自習室の利用、昨年比５%以上増。ｳ 図書館の利 習室利用微増（○）ｳ来館者数
用率、昨年比５%増。ｴ 模擬試験、漢字検定、英語 2913 名３%減(△)ｴ模試 55％
検定志願者、昨年比５%以上増。
増 漢検 14％減 英検 17%増
(◎)
(1)ｱ 生徒の自主性を尊重。香里を考える HR の充実。
(1)ｱ 生徒からの学校生活改善等提言内容によっ
(1)ｱ女子の制服ｽﾞﾎﾞﾝ着用。食
ｲ 体育祭・文化祭の生徒の達成感をさらに向上する。
て評価する。
堂ﾒﾕｰ改善。校内設備拡充ｱﾝｹ
ｳ 生徒会活動の充実。中学生対象の授業・部活動体験での発表。新 ｲ 満足度 90%以上。
ｰﾄ実施(ｳｫｰﾀｰｸｰﾗｰ設置
入生歓迎行事の充実。など
ｳ 生徒会関係行事の充実状況。
等)(◎)ｲ満足度 91%(◎)
ｴ 新入生に対し、部活動入部を強く勧める。ｸﾗﾌﾞ員による出身中学 ｴ 部活動加入率 1 年生 85％以上。
出身中学校訪問 3 ｳ中学生向けのﾋﾞﾃﾞｵﾚﾀｰ作成､
校訪問を組織的に実施する。中学校との合同練習。地域への貢献。 部以上。中学校との合同練習 10 部以上。
週各２回ずつ早朝挨拶･清掃
(2) 生徒の自主性、主体性を重視した生徒会活動の充実。
(2)ｱ CM 会議年間 25 回以上。ｸﾗﾌﾞ総会の年３回の 実施 他校と生徒会交流(◎)
生徒会等を中心とした学校行事、地域連携、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の充実、 継続と内容の充実。
ｴ 加入率１年 81% 出身中学校
挨拶の向上を図る。
ｲ 保健委員会による、学校保健委員会での活動報
訪問は２部 合同練習は６部
ｱ CM 会議、ｸﾗﾌﾞ総会の充実。ｲ 保健委員会の活動の充実。
告。ｴｺｷｬｯﾌﾟ活動の協力。
実施(△)
ｳ 図書委員会の活性化。ｴ 生徒総会の運営。書損じﾊｶﾞｷやｸﾘｰﾝｷｬﾝ ｳ 図書委員会、年５回以上。
(2)ｱ CM 会議 29 回 ｸﾗﾌﾞ総会３
ﾍﾟｰﾝ（年２回）等の取組みの継続実施。
ｴ 生徒会活動の活性化。自己診断肯定率 85%以上。 回 内容充実(◎)
(3)基本的生活習慣の定着、自転車や挨拶等ﾏﾅｰの向上。
挨拶運動の実施。
ｲ学校保健委員会での発表 ｴｺ
ｱ 遅刻者数の減少。ｲ 挨拶ﾏﾅｰの向上のため、教職員からも挨拶の (3)ｱ 遅刻者数の５％減 ｲ 毎日登校時の自転車
ｷｬｯﾌﾟ運動で地域行事に参加
徹底・声かけの実施。ｳ 清掃の徹底。
指導や挨拶運動の実施。日常の教職員からの挨拶
(◎)ｳ図書委員会５回実施
(4)ｱ NPO 法人や大学等の学識経験者の協力を得て、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや PM を含む声かけの実施。ｳ 校内美化についての自己
(○)ｴ生徒会活動肯定率 84%、
に関する生徒や教職員の研修を実施し、理解を深めると共に人間関 診断の肯定率 80%以上
挨拶運動実施(◎)
係づくりの一つの手法として定着を図る。また生徒や教職員のｺﾐｭ (4)ｱ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや PM に関する生徒や教職員の研修 (3)ｱ遅刻者(４～12 月)昨年
ﾆｹｰｼｮﾝ力（指導力）の向上を図ると共にいじめやﾄﾗﾌﾞﾙを起こさな を各１回実施する。生徒や教職員の日頃の傾聴力
608→今年 511(◎)ｲ毎日の登
い、見逃さない生徒を育成する。
の向上を検証。
下校指導､挨拶運動(◎)ｳ校内
ｲ 食堂の多目的化により、生徒の交流場所を提供し、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力 PM ｸﾗﾌﾞの発足と PM やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに関する他校との 美化 81％(◎)
向上や人間関係づくりに活用する。
連携の状況。
(4)ｱ教職員１回実施(○) PM ｸ
(5)ｱ 海外の生徒等との交流を計画的に行う。
ｲ 食堂の多目的化の完成。多目的ｴﾘｱとして食堂の ﾗﾌﾞ発足できず(△)
ｲ 海外の生徒との TV 会議の実施。
活用を促進する。
（活用実績にて測定）
ｲ机､椅子の改装､衝立､ｽｸﾘｰﾝ､
(6)ｱ 安全で安心な学校づくりを推進するため、保護者との連携に (5)ｱ 海外生徒との交流を２回以上実施。
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ設置(◎)
留意する。
ｲ TV 会議等を年３回以上実施。
(5)ｱ海外生徒交流１回
ｲ PTA と共催で、人権研修の実施と充実。
(6)ｱ PTA 実行委員会等での推進状況。PTA による
TV 会議未実施。(△)
ｳ 障がい等の事情により、学校生活を送るにあたって困難を伴う生 登校指導を６回以上実施。
(6)ｱ PTA 登校指導６回(○)
徒について、就学支援委員会で生徒支援カード等により収集した情 ｲ 人権を学ぶ機会 自己診断 80%以上。
ｲ生徒 76%保護者 87% (◎)
報を共有し、個別の支援計画など、保護者と連携しながら作成、充 ｳ 委員会を年６回以上の開催し、全体で情報を共
ｳ就学支援委員会３回(○)
実した指導をめざす。ｴ 教育相談体制等をさらに充実。ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗ 有し生徒の支援をする。
ｴ先生 56%友人 83%(○)
ｰと学年との連携を深める。生徒への声掛けをより充実させる。
ｴ 自己診断(悩み相談)H26 54%→65%以上
(7)ｱｳ老人福祉施設敬老会､地
(7)ｱ 地域ｲﾍﾞﾝﾄ等において生徒の出番を多く設定することにより、 (7)ｱ 地域ｲﾍﾞﾝﾄへの参加状況。
域高齢者の集い､自動車教習
地域ｺﾐｭﾆﾃｨの中での｢育ち｣を支援する。
所､ｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ、枚方市ｿﾛﾌﾟﾁ
ｲ 地元中学校運動部交流大会「香里ｶｯﾌﾟ」や地域文化交流ｲﾍﾞﾝﾄ「香 ｲ 「香里ｶｯﾌﾟ」
「香里ﾌｪｽ」を合せて５部以上の実
ﾐｽﾄ､道頓堀ｲﾍﾞﾝﾄ等参加(◎)
里ﾌｪｽ」の開催数を増やす。
施。
ｲ 香里ｶｯﾌﾟ実施３部、香里ﾌｪ
ｳ 地域の学校や団体との連携・交流の充実。
ｳ 連携・交流の状況。
ｽ 1 部実施。(○)
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(1) 円滑な組織運営
（ｽｸﾗｯﾌﾟ･ｱﾝﾄﾞ･
ﾋﾞﾙﾄﾞ方式）
。

(1)運営委員会（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会）が中心となり、必要に応じて PT
や委員会を新設及び改廃し、教職員の意見を大切にしながら、円滑
な組織運営を行う。その際、原則、有志参加者も募るなど教職員の
参画意識を向上する。
(2)危機管理対応等 (2)地震火災対応・AED の使用について教職員・生徒への周知等の
の充実。
工夫。
(3)経験の少ない教 (3)新任から２年目までの教員対象に「香里会」で勉強会を実施す
員等の育成。
る。自信を持って授業や生徒指導等にあたることができるよう進め
る。危機管理を含めた保護者対応。研究授業の実施、授業、部活動
等先輩教員の指導に学ぶ。
(4)ICT の有効活用。 (4)情報処理委員会を中心に各部と連携して取り組む
ｱ 校務処理ｼｽﾃﾑの有効活用をめざす。指導要録、成績処理に活用す
る。ｲ ICT を活用して教材等の共有化や成績処理など、日常業務の
軽減を図り、教材研究をする時間を確保する。
(5)教育環境の整備 (5)教育環境の整備等、予算の効果的執行。
等、予算の効果的 (6)文化広報部や｢香里 PR 隊｣により中学校や地域住民に対する広
執行。
報活動を充実させる。ｱ 中学生学校見学会等の充実。参加者数の確
(6)広報活動の充実。 保。ｲ HP の更新を計画的に行う。
ｳ ﾒｰﾙ配信登録者に年間通じて、情報提供に努める。
ｴ より計画的な中学校訪問の実施。

(1)PT や委員会の新設改廃状況。円滑な組織運営。 (1)PT のｽｸﾗｯﾌﾟｱﾝﾄﾞﾋﾞﾙﾄﾞを実
自己診断(学校運営)平均 20P 以上。
施。(◎)
円滑な組織運営 2.3%増(○)
(2)防災訓練２回実施。生徒、教職員対象 AED 講習
会の充実。自己診断 H26 84%→90%
(3)香里会を年間５回以上実施。学校運営への参画
意識の向上。自己診断 H26 86%→90%

(2) 防災訓練２回、AED 講習
(ｴﾋﾞﾍﾟﾝ含む)教員２回、生徒
１回実施(◎)
(3) 香里会６回実施。内容も
充実(◎)
(4)ｱ 校務処理ｼｽﾃﾑによる指
(4)ｱ 指導要録、成績処理等の ICT 活用の定着。
導要録、成績処理(○)ｲ教材共
ｲ 全教科で ICT を活用した教材共有ｼｽﾃﾑを開発し、 有ｼｽﾃﾑ構築できず(△)
その活用状況。成績処理の ICT 化等、業務軽減の
(5)使用量を前年比３%減(◎)
状況。
(6)ｱ学校説明会参加者４回合
(5)節水、節電等の状況。使用量を前年比３%減。
計 1412 名(10%増)(◎)
(6)文化広報部や「香里 PR 隊」による広報の状況。 ｲ HP 更新 部活動等 13 ﾌﾞﾛｸﾞ
ｱ 学校見学会等参加者、５%増（今年度６回 1279
を開設し香里丘だよりととも
人）ｲ 月 3 回以上更新する。ｳ ﾒｰﾙ配信登録者、65% に更新回数は増加(◎)ｳ ﾒｰﾙ
以上。年間配信数 60 件以上。
配信登録 64.6％(○)現時点配
ｴ 年２回の中学校訪問の内容の充実と新たな訪問
信数 91 件(◎)
校の開拓。
ｴ例年と同様(○)

