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府立鳳高等学校
校長 田中 肇

令和２年度

学校経営計画及び学校評価案

１ めざす学校像
全日制普通科単位制高校として、全日制普通科単位制高校として、高き志を胸に、変化の激しい社会の中で、自らの未来を切り拓き、個性と能力を発揮で
きる「天高く翔る」人材の育成をめざす。
（めざす生徒像）
１ 夢・志の実現に向かって粘り強く挑戦できる生徒
２ 解決すべき課題にしっかりと取り組むことができる生徒
３ 主体性をもって多様な人々と協働できる生徒
２ 中期的目標
１ 夢・志の実現に向かって粘り強く挑戦できるよう「前に踏み出す力」を育成する。
（１） 生徒が主体的に取り組む進路学習・キャリア教育を充実させる。
（２） 単位制普通科の優位性を活かしたガイダンス体制の一層の充実を図る。
（３） 新学習指導要領・大学入試改革を見据えた校内体制・教育活動を構築する。
２ 解決すべき課題にしっかりと取り組めるよう「考え抜く力」を育成する。
（１）学びの質の向上に向け、知識・技能の確実な定着を図るとともに、主体的・対話的で深い学びの構築をめざす。
（２）学校行事・自治会活動・部活動等において、生徒の創意工夫をより引き出す取組みを進める。
（３）カリキュラム・マネジメントを確立し、授業・評価及び組織運営の改善に取り組む。
３ 主体性をもって多様な人々と協働できるよう「自立して歩む力」を育成する
（１）基本的な生活習慣の確立、マナーの向上、学習活動と学校行事・部活動との両立をめざす。
（２）自他を尊重し、多様な価値観を認められるよう人権教育・道徳教育に計画的に取り組む。
（３）地域や外部機関等を活用して、安心安全な学校づくりを推進する。
４ 学校力の向上と効率的な学校運営
（１）教育目標の実現に向けた情報共有、OJT、教職員研修を充実させる。
（２）生徒の自己管理能力の向上と学校運営の効率化を図るための体制づくり、設備や情報基盤の整備を計画的に進める。
（３）PTA・後援会・同窓会（鳳友会）等と連携した教育活動を充実させるとともに、教育活動の理解促進に向けた広報・情報発信に努める。
※
※
※
※
※

国公立大学進学者（H29 54 名、H30 53 名、R01 44 名→50 名超維持）
、難関私立大学合格者（H29 216 名、H30 177 名、R01 177 名→200
名程度）
ガイダンス・進路指導に係る生徒の満足度９０％以上をめざし維持する。
（ガイダンス H29 97%、H30 97％、R01 97% → 95％以上維持、進路指
導 H29 H30 85％、R01 89% → 90％）
授業理解の肯定的評価が 80％以上をめざす。
（H29 76%、H30 75％、R01 75% → 80 以上）
、
生徒の自己管理能力の肯定的評価（H29 76%、H30 72％、R01 77% → 80％）の向上及び、生徒・教職員とのギャップを縮める。（H29 35p、
H30 27p、R01 30p → 20 ﾎﾟｲﾝﾄ未満）
生徒・保護者の学校満足度「入学して満足」が９０％をめざす。
（生徒：H29 78%、H30 80％、R01 78% → 85％超、保護者：H29 88%、
H30 89％、R01 88%）
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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

夢・志の実現に向かって粘り強く挑戦できるよう

﹁前に踏み出す力﹂を育成する︒

(1) 生徒が主体的に取
り組む教育活動を充
実させる。

ア 総合的な探究の時間、ＬＨＲ等を改善充実さ ア
せ、計画的に実施する。
（ア）専門家等による進路講演・説明会の実施
（ア）進路学習・キャリア教育の内容、実施時期・
状況や課外の進路イベント等への参加状況
提供方法の工夫及び大学、教育産業等の活用 （イ）生徒の講習への参加状況（3 年 75%、
（イ）長期休暇中等の講習を継続・充実
全学年 43%）

(2) 単位制普通科の優
位性を活かしたガイ
ダンス体制の一層の
充実を図る。

ア
生徒の進路意識を高め、最適な科目選択を
行えるよう、生徒自ら進路の資料・情報を収集
し咀嚼する機会を計画的に提供する。
（ア）全教員によるガイダンス(年２回)及び科目
選択申請書点検。
（イ）学習や進路意識の診断結果等を活用した懇
談・ガイダンスを充実させる。
（ウ）専門家による説明会、講演会等を活用して
将来のイメージを具体化させる。
（エ）科目選択モデル案改善への取組

ア
（ア）生徒が進路資料・情報を自分で集める努
力をしている（74%）

ア

ア 総合的な探究の時間をはじめとする新カリ
キュラムとガイダンス資料等の作成状況

イ

イ 生徒の学びを記録・活用するシステムの活
用状況

ウ

ウ

(3) 新学習指導要領・
大学入試改革を見据
えた校内体制・教育
活動への移行を図
る。

委員会・WG での検討・点検を進め、単位
制の特色を生かした新教育課程を完成する。
生徒の学びを記録する校内 system「o-ｐ
ortfolio」の活用をさらに進める。
生徒の学習状況、進路等のデータ分析や情報
共有を推進する。その際、外部テスト等も活用
して効率・効果を高める。

（イ）ガイダンスへの肯定的評価の維（97%）
（ウ）将来の生き方や進路について考える機会
の提供（89%）
（エ）コース選択や進路情報の提供（84%）

センター試験受験者の平均点が全科目で全
国平均を上回る。

自己評価
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２
解決すべき課題にしっかりと取り組めるよう

﹁考え抜く力﹂を育成する︒

ア
校内教職員研修の充実
（ア）総合的な探究の時間プロジェクトチーム
を核に、教科を超えた授業見学や若手教員
の資質向上を図る取組みを推進する。
（イ）ICT の活用等をさらに研究し、主体的・
対話的で深い学びや英語４技能育成のため
の授業実践につなげる。

ア
（ア）教員相互の校内授業見学週間の実施
若手教員研修を核に校内研修・情報交換
会を実施
（イ）生徒の授業理解（75%）
生徒が自ら考えたり、主体的に学んだり
活動したりする機会がある（教員 73%、
生徒質問の実施）

(2) 学校行事・自治会活
動・部活動等におい
て、生徒の創意工夫を
より引き出す取組み
の充実を図る。

ア 学校行事等の創意工夫
（ア）生徒自治会・委員会の活動を中心に実施す
る。
（イ）学年や学校行事等との連動を意識して実施
する。

ア
（ア）自治会活動の有用感（71%）

(3) カリキュラム・マ
ネジメントを確立
し、授業・評価及び
組織運営の改善を進
める。

ア カリキュラム・マネジメントの推進
（ア）カリキュラム委員会、総合的な探究の時
間やＩＣＴ活用に係るプロジェクトチーム
等を核に教育活動を俯瞰して検討を進め
る。
（イ）データ処理や情報共有を工夫して、授業
アンケート、外部テスト等の結果を授業改
善に生かす。

ア
（ア）新しいカリキュラムの整備状況
教員の ICT 機器の活用［教材研究
83%、授業 61%］
（イ）外部テストの結果分析会等の実施状況
生徒の授業理解（75%）※再掲

(1) 基本的な生活習慣
の確立、マナーの向
上、学習活動と学校
行事・部活動との両
立をめざす。

ア

ア
（ア）学校は基本的生活習慣の確立に力を入れ
ている（83%）
（イ）遅刻登校者数を 3000 件未満維持
（2,984 件）
（ウ）生徒の自学自習時間の向上（平日１〜２
時間 29%、２時間以上 39％）
部活動加入率（86｡5％）
学習と部活動の両立ができている
（64%）
生徒の「自己管理能力は十分にある」の維
持と教職員とのギャップを縮小（生徒
77%、ギャッフﾟ 30 ﾎﾟｲﾝﾄ）

(2) 自他を尊重し、多
様な価値観を認めら
れるよう人権教育・
道徳教育に計画的に
取り組む。

ア 人権 HR、人権映画鑑賞や教職員研修を柱
に据えて取り組むとともに、生徒・教職員の
相談システムの点検を行う。
（ア）薬物乱用防止等の喫緊の課題への取組み
を継続する。
（イ）学校行事、オーストラリア国際交流研
修、スピーチコンテストやプレゼンテーショ
ン大会等を活かして、多様な価値観に触れた
り、協働したりする活動を設定し、コミュニ
ケーション力を高める。

３

(1) 学びの質の向上に
向け、知識・技能の
確実な定着を図ると
ともに、主体的・対
話的で深い学びの構
築をめざす。

主体性をもって多様な人々と協働できるよう

﹁自立して歩む力﹂を育成する

(3) 地域や外部 機関等
を活用して、安心安全
な学校づくりを推進
する。

日常の指導と強化週間とを効果的に連動さ
せる。
（ア）登下校時の安全指導（特に自転車指導）
の継続
（イ）「朝の読書」の時間や SHR の活用
（ウ）「集中と切り替え」を指導し、学習活動と
部活動・学校行事の両立を図る。

（イ）自分は積極的に学校行事に参加した
（84%）

ア

生徒・教職員の人権教育行事、教育相談委
員会・ケース会議と教職員研修の実施状況。

（ア）薬物乱用防止等喫緊の課題への対応状況
（イ）国際交流研修、スピーチコンテスト、プ
レゼンテーション大会等の実施状況

ア

４
学校力の向上と効率的な学校運営

(1) 教育目標の実現に
向けた情報共有、
OJT、教職員研修
を充実させる。

社会貢献の機会を積極的に提供し、推進す
る。
イ 教育相談委員会やスクールカウンセラーと
のケース会議を通して、課題を抱える生徒の
情報共有、適切な対応を進める。
（ア）教育相談室を生徒にとってさらに安心で
きる場所となるよう充実を図る。
ア 新学習指導要領の円滑な実施に向けて、カ
リキュラム・マネジメントを組織的に進め、効
果的な教育活動・効率的な業務となるよう改善
充実を図る。

(2) 生徒の自己管理能
力の向上と学校運営
の効率化を図るため
の体制づくり、設備
や情報基盤の整備を
計画的に進める。

ア ICT・ネットワークシステムの整備・活用
により、生徒状況や生徒指導・進路指導等のデ
ータベースの活用、会議の効率化やペーパーレ
ス化を進める。
（ア）月毎の時間外労働の把握と必要に応じて
縮減に向けた指導を継続して行う。

ア

(3) PTA・後援会・同窓会
（鳳友会）等と連携した
教育の充実、並びに生徒
募集・広報活動の充実に
努める。

ア リニューアルした学校 HP を活用し、緊急
連絡方法や広報活動の充実に努める。
（ア）生徒や保護者との相互連絡システムの再
構築
（イ）こまめな更新ができるよう学習会を開
く。
（ウ）創立 100 周年記念事業の具体化と発信
（エ）地域や中学生等への広報の充実

ア
（ア）
生徒・保護者との新しい連絡ツールの整備状況
（イウエ）学校 HP の利用状況の向上
保護者「よく見る」
［38％］
教員 「活用されている」
［69%］

ア

「ボランティア活動が活発に行われてい
る」
［教員 35%］

イ
（ア）「悩みが相談しやすい」
（47％）
新しいカリキュラムやガイダンス資料等の
整備状況

ア

ICT や各種データベースの整備状況（教員
の ICT 機器活用状況を全国レベルに
［教材研究 83％、授業 61％］
（ア）ノークラブデー等の完全実施。
月 80 時間以上の時間外労働教職員数及
び産業医からの評価

※（

）内は昨年度の生徒の肯定的評価の割合

