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府立山本高等学校
校長 梶川 哲郎

平成 28 年度

学校経営計画及び学校評価

１ めざす学校像
地域に根ざし、地域と共に歩み、地域に愛され信頼される学校をめざす。
１

自らの夢と志を育み、高い目的意識のもと自身の進路を実現し自立できる生徒を育成する。

２ 規範意識の醸成・自他敬愛の精神の涵養を通じ、感性豊かな人間性を持つ生徒を育成する。
３ 地域との連携・交流を深め、社会に貢献できる多様な人材を育成する。
２ 中期的目標
１

確かな学力の育成

（１） 新学習指導要領を踏まえ、
「わかる授業、生徒自らが学び考える授業」をめざした授業改善に取り組む。
ア 「習熟度別・少人数展開授業」の実施により、生徒の学力実態・進路希望実態に応じた「わかる授業」を推進する。また、教員相互の公開授業・授
業見学や生徒による授業アンケート等を活用し「授業力の向上」を図る。さらに ICT を活用した授業改善についても研究を進める。
※生徒向け学校教育自己診断における授業満足度（平成 27 年度 70%）
、授業理解度（平成 27 年度 70%）を毎年３%以上引き上げ、平成 30 年度には 80%以
上にする。
イ 成績中位者層・成績不振者層に対する指導の充実により、基礎学力の定着を図るとともに家庭での学習習慣を確立させる。
※生徒向け学校教育自己診断における授業集中度（平成 27 年度 70%）
、家庭学習度（平成 27 年度 42%）を毎年 3%以上引き上げ、平成 30 年度にはそれぞ
れ 80%以上、50%以上にする。
（２） より高い進路実現のためのさらなる学力向上に取り組む。
ア 自己決定に対する「より高い課題」を設定し、より高い進路目標の実現に向かって努力する生徒を育成する。
イ 個々の目標や能力に応じた進学講習体制の充実により、生徒の進路実現に取り組む。
※センター試験受験者数（平成 27 年度 61 名）を引き上げ、80 名以上をめざす。
平成 30 年度までの３年間で、国公立大学 10 名・難関私立大学 50 名以上の合格（現浪合わせて）をめざす。
（３） 図書活動の推進により、将来への夢や志を育み自身の進路を探求させる。
ア あらゆる教育活動における読書活動を通じて、生徒に「生き方・あり方」や「夢・希望」、
「志」を考える機会・環境づくりを図る。
イ Graded Readers を活用した英語科 Book Report の取組みを通じ、英語に慣れ親しみ英語検定や TOEFL にチャレンジする意欲を持たせる。
ウ 国語科読書マラソンの取組みを通じ、読書好きの生徒を育てるとともに言語活動の充実を図る。
※図書館の年間貸し出し数 10,000 冊以上の維持をめざす。（平成 27 年度 10,083 冊）
英語検定を全員が受験し、卒業までに全員が３級を取得し準２級・２級を 10%以上が取得している。
２

感性豊かな人間性を持つ生徒の育成

（１） 生徒の規範意識を醸成するとともに個々の生徒への支援体制を充実させる。
ア 基本的生活習慣の確立のうえに規範意識の高い自主性にあふれた生徒集団づくりをめざす。また、支援や指導が必要な生徒に適切な支援・指導を行
うことができるよう教育相談体制の充実を図る。
※生徒向け学校教育自己診断における生活指導納得度（平成 27 年度 65%）を毎年２%引き上げ平成 30 年度には 70%以上に、気軽に相談できる先生の存在
肯定率（平成 27 年度 44%）を毎年３%以上引き上げ平成 30 年度には 55%以上にする。また、人間関係のトラブルが少なく落ち着いた環境の肯定率（平
成 27 年度 88%）を)90%以上に引き上げ継続をめざす。
（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し、集団や学校への帰属意識意を高める。
ア 生徒自らが、積極的・主体的に取り組む学校行事や生徒会活動、部活動を展開し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。
※生徒向け学校教育自己診断における学校行事満足度（平成 27 年度 89%）を 90％以上に、部活動満足度（平成 27 年度 64%）を毎年２%以上引き上げ、平
成 30 年度には 70%以上に、また部活動加入率（平成 27 年度 69%）を毎年２%引き上げ、平成 30 年度には 75%以上にする
（３） 自己発見・自己実現に向けたキャリア教育、人権教育の充実を図る。
ア 高大・企業連携を盛り込んだ３年間のキャリアプランを確立させるとともに、地域や同窓会などの外部人材を積極的に活用し社会に貢献できる人材
を育成する。
※生徒向け学校教育自己診断における進路・生き方を考える機会の肯定率（平成 27 年度 68%）
、進路情報満足度（平成 27 年度 70%）を毎年３%以上引き上
げ平成 30 年度には 80%以上にする。
イ 日ごろの教育活動を通じて、自尊感情を育て他者への思いやりにあふれる生徒を育成するとともに３年間を見通した人権教育計画に基づき、その充
実を図る。
※生徒向け学校教育自己診断における人権の大切さを学ぶ機会度（平成 27 年度 63%）
、命の大切さや社会のルールを学ぶ機会度（平成 27 年度 62%）を毎
年３%以上引き上げ平成 30 年度には 70%以上にする。
３

地域連携・交流の確立と伸長

（１） 地域交流のさらなる拡大と深化を図り、社会に貢献できる生徒の育成に取り組むとともに外部への情報発信力をさらに強化する。
ア

支援学校、近隣の保育園、幼稚園、小・中学校および地域社会との交流やボランティア活動を通じて、共生社会の担い手となる生徒を育成する。

※生徒向け学校教育自己診断における地域との関わりの多さ肯定率（平成 27 年度 39%）、近隣の学校との交流の多さ肯定率（平成 27 年度 38%）を毎年 4%
引き上げ平成 30 年度には、それぞれ 50%以上にする。
イ ＨＰや学校説明会・中学校訪問などあらゆる機会を活用し、本校の教育活動の情報発信を強化する。
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【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 28 年 12 月実施分］
◆「学校に行くのが楽しい」75%、「山高に進学してよかった」84%と肯定

学校協議会からの意見
【第１回】７月１日（金）

的な評価は高いが、昨年に比べると減っている。
「部活動に満足している」 ・防災面で地域の子どもを守りリードしていく存在になるため、近隣の小学校と合同で避
も 56%肯定ではあるが、これも減っている。
「担任以外で気軽に相談できる
先生がいる」と答えた生徒が 41%と少ないことから、生徒の思いが教員に

難訓練を行う、あいさつ運動をするなど先の進路を見据えた活動はできないか。
・生徒は素直だが与えられたことしかできず、持っている能力を活用できていないことが

伝わっていない可能性もある。

問題。自分のやりたい事を認識させ、自立のきっかけ作りができれば、生徒は集中でき

◆授業に予習・復習をして取り組んでいる生徒は 36%と低い。50%の生徒が

るのではないか。

家庭学習の時間も１時間未満と少ない。一方、携帯・スマホを使用してい

【第２回】12 月２日（金）

る時間が３時間以上である生徒は 53%おり、勉強ではなく携帯・スマホ中

・地域とのふれあいでは山本高校の生徒はさまざまな経験をさせてもらっているが、その

心の生活となっていることが読み取れる。

経験がほかの生徒に伝わっていないのでは。伝える機会を作っていく必要がある。

◆バイトをしている生徒の 34%は 21 時以降、29%は 22 時以降に帰宅してお

・高校から小学校に来てもらって挨拶運動など一緒にできる活動を増やしてほしい。

り、家庭学習の時間を確保しにくい状況がうかがえる。

【第３回】２月３日（金）
・山本高校はゆったりした雰囲気で穏やかな生徒がたくさんいるが、積極性にまだまだか
けている部分もある。担任・進路指導との連携を密にとり、生徒の進路実現に結びつけ
ていく必要がある。

３

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）「わかる授業、生徒

具体的な取組計画・内容

評価指標

自己評価

（１）

（１）

（１）

ア・生徒一人ひとりの学力を伸ばすため、
「数

ア・生徒による授業アンケート、

ア．生徒による授業アンケート、授業進

学」（第１学年）、「英語」（第１学年・第

授業進度・難易度の肯定率、

度・難易度の肯定率は、数学 76%、英

２学年）の習熟度別・少人数展開授業の

数学 85%(平成 27 年度 83 %)、

語１年 71 % ２年 72 %と昨年を下回

充実を図る。

英語１年 85 %２年 75 %(平成

った。さらに授業内容充実に工夫の必

27 年度 82 %、73%)

要がある。
（△）

自らが学び考える授業」を
めざした授業改善への取
組み
ア

習熟度別・少人数展開
授業の充実

イ

公開授業・授業見学、 イ・運営委員会、教務部が主体となり授業公

イ・生徒向け学校教育自己診断に

イ．生徒向け学校教育自己診断における授

授業アンケートを活用

開週間を定め（９月～11 月）、グループ

おける授業満足度 73%(平成

業満足度は 64%、授業理解度 68%と目

した授業改善の推進

による相互授業見学・相互評価を実施す

27 年 度 70%) 、 授 業 理 解 度

標の 73％を下回った。公開授業等を通

る。

73%(平成 27 年度 70%)

じて、さらに授業改善を進める必要が

・生徒による授業アンケート（年２回）結

ある。
（△）

果による分析と課題把握を行い授業改善
を進める。
ウ

成績中位者・成績不振

者層の指導充実

ウ・各教科・学年が連携し宿題や予習・復習

ウ・生徒向け学校教育自己診断に

等の課題を設定することで家庭学習習慣

おける家庭学習時間１時間以

47%、家庭学習習慣ゼロの生徒 26%と、

の確立と基礎学力の定着を図る

上の生徒 50%以上(平成 27 年

少しずつではあるが学習習慣は定着

度 44%)、家庭学習習慣ゼロの

しつつある。
（○）

１
確
か
な
学
力
の
育
成

ウ．家庭学習時間１時間以上の生徒は、

生徒 20%以下(平成 27 年度
30%)
（２）より高い進路実現へ

（２）

（２）

（２）

ア・進路指導部、各教科、学年の組織的連携

ア・「学力生活実態調査」の B・C

ア・B３ランク（摂神追桃以上レベル 197

により進学講習（通常、夏期・冬期）の

ランクをそれぞれ前年比 10%

人）、
（平成 27 年度 154 人）は５％増

充実を図り大学進学者全員を２月・３月

増加(H27 年度：Ｂ=９%,C=７%)

加したが C１ランク（４年制大挑戦レ

・センター試験受験者 70 名、国

ベル 302 人（48％）（平成 27 年度 279

の取組み
ア

目標・能力に応じた進

学講習体制の充実

入試まで主体的に学習させる。

公立大、関関同立合格者 35 名

人（48％））は、前年並みであった。
（○）

以上(平成 27 年度ｾﾝﾀｰ受験者

・センター試験受験者 75 名（昨年 61 名）

61 名、国公立大合格者０名、

（○）

関関同立 35 名:現浪計)

・和歌山大２、関大 23、同志社 17、立
命４、関学２、計 48 名（現浪合わせ
て）
（◎）

（３）図書活動の推進

（３）

（３）
貸出し図書数 10000 冊以上
(平成 27 年度 10083 冊)

ア

・貸し出し数は 8462 冊で昨年よりやや減
少傾向。
（△）

ア・Graded Readers 蔵書数の充実を図り取組

ア・Graded Readers 5000 冊(平成

用 に よ る 英 語 科 Book

みをさらに充実させるとともに英語検定

27 年度 4823 冊)、英検１年生

英検受験者

Report 取組みの推進

に積極的にチャレンジさせる。

全員受験(H27 年度 44 名)

名,２級:１名,合計 46 名（△）

イ

Graded Readers の活

（３）

国語科読書マラソン

取組み推進

イ・国語科と図書館の連携をさらに深め、学
習単元の補完・補強から新しい分野へ広
がる読書活動を促す。

イ・読書ﾏﾗｿﾝ提出ｶｰﾄﾞ平均７冊
(平成 27 年度 7 冊弱)

ア．Graded Readers の貸出数は 4563（△）
３級:30 名,準２級:15

イ、国語科と連携し読書マラソン１・２年
とも平均７冊強（○）
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（１）規範意識の醸成と支

（１）

（１）

（１）

ア・生徒の自主・自律を育む生徒指導体制を

ア・生徒向け学校教育自己診断に

ア・生徒向け学校教育自己診断における生

の充実と規範意識、自

継続し、高校生活支援カードおよび府の

おける生活指導納得度 67%(平

活指導納得度 63%、気軽に相談できる

主性に富んだ生徒の

SC 事業との連携により個々の生徒を支援

成 27 年度 65%)、気軽に相談

先生の存在肯定率 41%と昨年を少し下

育成

する教育相談体制の充実を図る。

できる先生の存在肯定率 48%

回った。遅刻数増加による指導の厳し

(平成 27 年度 44%)

さも一要因として考えられ、生徒への

援体制の充実
ア

個に応じた支援体制

・全教員による登校指導を継続し、生徒の
安全確保、遅刻者数の減少に努める。

・年間遅刻者数 1600 名以下(平
成 27 年度 1659 名)

声掛けの工夫などより一層の取り組
みが望まれる。
（○）
・年間遅刻者数 1887 名 （△）

（２）特別活動等を通じた

（２）

（２）

（２）

ア・生徒会執行部、生徒各委員会の組織化を

ア・生徒向け学校教育自己診断に

ア・学校行事満足度 87%で、行事に対する

図り生徒会行事等を通じ生徒の自治意識

おける学校行事満足度 90%以

満足度は、少し下がった。行事に対す

を育てる。

上(平成 27 年度 89%)

る要求水準そのものが上がったと考

自己有用感の醸成と集団
への帰属意識の向上
ア

と学校行事等の充実

２
感
性
豊
か
な
人
間
性
を
持
つ
生
徒
の
育
成

生徒会活動の活発化

えられる。
（○）
イ

部活動のさらなる活

性 化に向け た取組み の
推進

イ・部活動体験入部期間の延長と複数化を図
る。(春・秋の２回実施)
・近隣中学校との部活動交流を推進する。
(技術指導・合同練習)

（３）総合的なキャリア教

イ・生徒向け学校教育自己診断に

イ・部活動満足度 56%、部活動加入率 65%

おける部活動満足度 67%(平成

と昨年を少し下回った。部顧問のあり

27 年度 64%)、部活動加入率

方や、活動時間等を見直す必要があ

71%(平成 27 年度 69%)

る。
（△）

（３）

（３）

ア・キャリアプランの策定

ア・進路情報満足度は 69%で進路情報の提

（３）

育・人権教育の充実
ア

高大連携・企業連携を

ア・進路指導部を中心にキャリア教育計画策

盛 り込んだ キャリア プ

定の取組みを進め、適切な進路情報の発

ラ ンの策定 によるキ ャ

信により自ら主体的に進路決定できる生

リア教育の充実

徒を育てる。

イ

外部人材の活用によ

るキャリア教育の実践

ウ

３年間を見通した人

権教育の実践と充実

イ・同窓会の協力のもと学年ごとに「先輩に
学ぶ」企画を実施する。

ウ・人権教育計画やいじめ防止基本方針に基
づき、人権教育委員会・教育相談委員会
を中心に人権教育を計画・推進する。

（１）地域交流の拡大と深

・生徒向け学校教育自己診断に
おける進路情報満足度 74%(平

供を定期的・継続的に行う工夫が必要
である。
（△）

成 27 年度 70%)
イ・生徒向け学校教育自己診断に

イ・進路・生き方を考える機会の肯定率は、

おける進路・生き方を考える

昨年並みの 67%であった。
「先輩に学

機会の肯定率 72%(平成 27 年

ぶ」企画などキャリア教育の更なる充

度 68%)

実が望まれる。
（○）

ウ・生徒向け学校教育自己診断に

ウ・人権の大切さを学ぶ機会度 64%、命の

おける人権の大切さを学ぶ機

大切さを学ぶ機会度 60％で満足度は

会度 67%、命の大切さを学ぶ

昨年並みであった。総合的な学習の時

機会度 65%(平成 27 年度 63%,

間や HR の時間等を活用し、さらに人

62%)

権意識を高めたい。
（△）

（１）

（１）

（１）

支援学校、近隣の保育

ア・生徒会、クラブ活動、授業などを通じた

ア・生徒向け学校教育自己診断に

ア・近隣の学校との交流の多さの肯定率

園、幼稚園、小・中学

八尾支援学校、近隣の幼稚園、小・中学

おける近隣の学校との交流
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