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府立守口東高等学校
校 長 中島 章光

平成 26 年度

学校経営計画及び学校評価

１ めざす学校像
「衣を正し、時を守り、場を清める、そして自分を磨く」のキーワードのもと、社会人として立派に通用する生徒の育成をめざす。
１

挨拶や服装・時間・整理整頓など、社会人としての礼儀を身につけさせる。

２

特別活動や部活動の活性化に力を注ぎ、積極性や行動力、企画力に富み、将来社会にでて飛躍できる生徒を育成する。

３

基礎学力の定着を図り、何事にもチャレンジし、進学・就職とも希望する進路を実現できる確かな学力（思考力、判断力、表現力）を育成する。

４ 相手の立場に立って考え、心身ともに健康で自己有用感が持てる人材を育成する。
２ 中期的目標
（１）確かな学力の獲得をめざす
・基礎学力の定着を図り「自ら考える力」を育成し「自己実現を達成できる学力」を身につける。
・授業改善に取り組み、わかりやすい授業を展開する。これによりいきいきとした学校生活を送らせ、中退防止に効果をあげる。現在府平均（1.8%）を
下回る中途退学率に維持し、個々の生徒に対する細やかな生徒指導を充実させる。
・大学進学希望者の増加をふまえ、進学希望が実現できる学力保障、進路指導の取組みを強化する。
・生徒の進路希望の変化に対応したカリキュラムの検討を進める。
・積極的な取り組みを実施する。
（２）社会人として立派に通用する生徒の育成をめざす
・平素の生活指導（服装指導・遅刻指導・美化活動）により、社会人として立派に通用する生徒育成を図る。
・互いの個性を尊重し、人権意識の高い生徒を育成する。
・生徒会行事を活性化し、いきいきとした学校生活が送れるよう支援する。
・いきいきとした学校生活の支援のためにクラブ活動の充実を図る。平成 25 年度 42%の部活動加入率を 3 年間で 50%にまで引き上げる。
・保護者と緊密な連携をし、信頼関係を構築。これにより保護者とともに生徒育成にあたる。
・地域連携をすることにより人とのつながりを学ぶ。
・中退防止や個々の生徒を大切にするため中高連携を強化し生徒育成を図る。
・職業観・勤労観の形成を重視したキャリア教育に取り組み、3 年間で卒業時の進路決定率 90%以上、就職内定率 100%の達成をめざす。
（３）機能的な校内体制の整備と地域連携を強化
・近隣の学校や諸団体との連携、交流を深め、地域連携の強化を図る。
（異校種間との交流を行う）
・出身中学との連携を緊密に行い、より深い生徒指導を実践する。
・
「国際教育推進委員会」を中心として、各種国際交流や国際理解行事等を推進する。
・
「情報委員会」を中心として、ホームページ更新ならびに生徒連絡ボードの運用等コンピューター関連業務を行う。
・
「支援教育コーディネーター」を中心として、支援教育の充実を図る。
・地域の福祉施設と連携し、ボランティア活動に参加する。
・教育相談機能を充実させ、生徒・保護者・教員をサポートし、生徒育成を図る。
・情報の「視覚化」を図り、生徒への情報伝達方法を工夫し、いきいきとした活動を支援する。
【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１月実施分］

学校協議会からの意見

【学習指導等】
○「確かな学力」の獲得をめざし、
「授業力」を高めるよう校長として
授業観察を行ったが、様々な課題解決のため時間的な制約があり、
十分とは言えないが、できる限り実施した。生徒は「分かりやすく
ためになる」と思っている割合は年々増加し、昨年より 1.2 ポイン
ト高く 55.8%となった。教員の取り組みの結果として評価できるが
まだまだ工夫が必要と考える。
○互見授業の推進を図り、11 月に授業見学月間を設定しているが、教
員１人当たり 1.5 回の見学にとどまっている。教員の多忙という要
素もあるが、今後工夫が必要と考える。研究授業を実施し、KJ 法を
取り入れ研究協議を行い、授業改善等の成果があった。中学校等と
の連携を行い、授業交流も行った。
【生徒指導等】
○本校の生活指導は従来より厳しい指導を行ってきた。その指導に対
する生徒の理解は「生徒指導は適切である」と肯定的な回答は年々
高くなっており、昨年より 3.8 ポイント高く 66％であった。しかし
ながら指導内容が深い心の課題へと変化してきており、今後より適
切な指導が望まれる。
○課題を持った生徒に対して教育相談業務は重要である。その中で「相
談できる先生がいる」
という回答は昨年より 1.5 ポイント高く 42.4%
高くなったもののまだまだ教員に相談できない現状があり、上記の
内容も踏まえ、生徒や保護者との信頼関係構築のため本腰を入れて
改善する必要がある。
○進路指導において、きめ細かく指導が行えている。その結果として
「適切におこなっている」という回答は昨年より 1.1 ポイント高く
70.2%となった。さらに高めるには、前項同様の観点が必要と考
える。
【学校運営】
○教職員が互いに支え合い、
「協働」という観点で業務分担をすること
が大切と考える。
○「校長先生や先生方ががんばっている」と回答した生徒は昨年より
4.9 ポイント高く 67.5%となった。
「学校行事が工夫されている」と
いう回答は昨年より 3.6 ポイント低く 65.7%となった。これは、生
徒の要求度が高くなったと考えられ、生徒が自主的に行事運営がで
きるチャンスと考える。
「生命の大切さ、社会のルールを守る態度を
育成しようとしている」回答は 11.9 ポイント高く 62.9%となり、学
校の指導が効果を上げていると分析できる。

第 1 回（７／７）
○学校経営計画について
・積極的な取り組みであると感じ取れて良い
・小中学校間では顔と顔がつながる連携をしている。中高連携もそうありたい
・大学からの出前授業も活用すべき
○キャリア教育充実について
・生徒が「何も知らない」から「知ることの喜び」を感じて欲しい
・パワーポイントの手法を学び発表に繋ぎ、生徒のスキルになるものを考えて指導し
て欲しい
○生徒たちの日常の取組みについて
・体育祭の取組みが素晴らしかった
・挨拶運動の取組みで地域の方への挨拶が素晴らしい。より一層進めて欲しい
○その他
・メルマガの利用状況を調査する必要がある
・自転車通学のマナーが向上している
・保護者が学校の情報が伝わらない。配布プリントを HP ページに掲載しては
・人に喜んでもらえる地域とのつながりを持って欲しい
第 2 回（１２／８）
○施設について
・エレベーターの使用について困っている人を助ける気持ちを学べるツールにして欲
しい
・「居場所カフェ」の取り組みを推進して欲しい
・災害時の備蓄倉庫の設置について学校の提案通り進めて欲しい
○広報について
・普通科の特色をはっきりさせることが大切
・守口の地元に根付いた学校にして欲しい
○その他
・地域連携を推進しているがより一層進めて欲しい
第 3 回（３／１２）
○平成２６年度学校評価
・学校が着実に良い方向に変化している。さらに頑張って欲しい。
○平成２７年度学校経営計画
・PTA や卒業生が協力し活躍できるところをもっと拡大してはどうだろうか。
○平成２７年度への提言
・地域のボランティアを支援する行事を考えてみてはどうだろうか。
「歴史街道研究会」
など地域として町おこしに関連する行事を考えて欲しい。
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本年度の取組内容及び自己評価
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今年度の重点目標

具体的な取組計画・内容

（１）授業改善による取組
みとわかりやすい授業
展開により、豊かな学校
生活を送らせ、
『夢実現
のための指導』を行う
ア「少人数クラスと習熟度
別少人数展開授業」
イ 中高連携と授業評価に
よる授業力向上
ウ 進学・就職希望者への
進路実現をめざした指
導の強化
エ 図書館の活性化

（１）
ア・新
ア・1 年生 7 クラスを 8 クラス展開し、35 人学級を
実現。高校生活をスムーズにスタートさせる。
・1 年数学：習熟度別 2 クラス 3 展開
1 年英語(OC)：1 クラス 2 展開の少人数展開
2 学期末に生徒アンケート（少人数授業）実施
イ・近隣中学と連携し、相互の研究授業の実施。
・授業見学月間（11 月）の実施。
・年 2 回の生徒による授業アンケートの実施。
ウ・2,3 年生の選択科目を精選し、進路実現に向け
た推奨パターンの設定。
・実践的ｷｬﾘｱ教育・職業教育支援事業の活用。
・全学年での、民間教育産業の進路教材の活用
・大学進学者のための講習
エ・生徒の図書館利用の推進（自習コーナーの利用
オ進路を見通した出前授業
を含む）
の実施
オ・幼児教育希望者に英語の出前授業を実施し、英
語教育に対する意識向上を図る
（１）生徒指導
（１）
ア 日常の生徒指導（頭髪・ ア・頭髪指導、服装指導、遅刻指導、美化活動、交
服装指導、遅刻指導、美
通安全指導等の生徒指導において、すべての教
化活動等）により、社会
員が共通理解を持ち、一致して取り組む工夫と
人として立派に通用す
社会人として立派に通用する生徒の育成。
る生徒育成に努める
イ・生徒会が体育祭や文化祭等の学校行事において
イ 生徒会活動の充実によ
前面に出ることで生徒中心の行事であることを
り、学校全体の活性化を
浸透させる。また、生徒会は裏方の仕事も多い
図る
が、他の生徒の手本となるような活動に取組む
ウ 部活動の活性化により、 ウ・いきいきとした学校生活の支援のためにクラブ
充実した高校生活と社
活動の充実＜既存クラブの充実と新設クラブの
会性を醸成する
育成＞
・経済的な負担を軽減する支援体制
・「校内表彰制度」による部活動の活性化。
・近隣の中学校を対象に地域大会「守東カップ」
を発展させ、部活動を活性化
・試合結果の速報体制の確立
（２）キャリア教育
エ 職業観、勤労観の形成
を重視したキャリア教
育に努める

（３）保護者連携
オ 保護者と緊密な連携を
取ることで、信頼関係
を構築。学校の理解者
として、ともに生徒育
成に努める

（２）
エ・キャリアカウンセラー等の外部人材の活用
・企業人や卒業生を招いてのキャリア講演会
・キャリア意識を高めるための作文指導の強化。
・職業適性診断の充実

（３）
オ・ＰＴＡ活動を活発化し、一般保護者の行事参
加を促進する
・行事等を活用し、保護者の学校理解に努める

（１）地域連携
（１）
ア 近隣の学校や諸団体と ア・地元保育園との連携
の連携・交流を深め、地
・生徒による母校訪問
域連携の強化を図る
・生徒会を中心としたボランティア等の活動
・生徒主体のオープンキャンパス
・出身中学との緊密な連携により生徒指導の充実
・守口市との連携強化による近隣自治会等との
連携（地域で親育ち講座を土曜日に開設する）
（２）国際理解教育
（２）
イ「国際教育推進委員会」 イ・地域及び全国の国際交流諸団体との連携による
を中心として、国際理
国際理解教育、国際交流の充実
解教育や国際交流に取 （３）
組み、生徒の興味関心を ウ・ホームページのタイムリーな更新
引き出す
・校内のコンピューター関連業務をまとめ、調整
（３）広報関連業務
する
ウ「情報委員会」を中心と
・「守口東メールマガジン」による情報発信
して、ホームページの
・コミュニケーションボードを利用し、生徒への
更新ならびに PC 関連業
連絡等を発信し生徒自身が展望を持って行動
務を充実させる
できるようにする。
エ 広報活動の推進
エ・各種学校説明会への積極的参加と独自の説明会
（４）特別支援教育
の開催
オ「支援教育コーディネー （４）
ター」を中心とした教育 オ・教育相談室や保健室での教育相談機能の充実。
相談体制の強化
・「ピアサポートプログラム」の活用による教育
（５）校内体制の整備
相談体制の強化
カ分掌の改編を視野に入れ （５）
た内規の整備
カ・内規の整理と変更
・校内体制の再構築

評価指標
ア・新入生の中退者数の減少。
（H25 5 名）
・生徒アンケート結果：少人
数授業の肯定率 60％以上
（H25 数学肯定 44% 否定
18%、OC 肯定 68% 否定 16%）
イ・H25 中学開催 1 回、本校開
催 1 回実施の充実と参加教
員の拡大
・生徒アンケートの満足度。
ウ・選択科目の進路別推奨パタ
ーンづくり
・家庭学習時間の向上
・進路決定率 90%（H25 89.7%）
エ・引続き貸出冊数 1000 冊以上
（Ｈ25 995 冊）
・自習コーナーの利用人数
（自習机使用簿で把握
Ｈ25、189 名）
（１）
ア・生徒 1 人当たりの遅刻回数
の減少（H25 年 4.7 回）
イ・行事後の生徒・職員アンケ
ートによる満足度及び生徒
会・生徒実行委員会の行事
参画度調査
ウ・1 年生の加入率 50％をめざ
す。
・高体連加盟費等の経済的負
担の支援
・表彰規定の検討と表彰件数
の 2％増加（H25 4 団体
308 名）
・競技種目及び参加中学校数の
拡充（H25 サッカー部 8 中
学、ジュニアチーム等）
・守東メールマガジンの送信回
数
（２）
エ・就職内定率 100%
・キャリアカウンセラー等の外
部人材活用内容と回数等の
活用状況
・企業人・卒業生を招いての
キャリア講演会による評価
・作文指導の内容と回数
・職業適性診断の活用状況
（３）
オ・ＰＴＡ行事（総会・教育懇
談会・バザー・社会見学
会・コンテナガーデン・清
掃ボランティア等）
、学校
行事への保護者参加状況
・情報発信等により学校理解
を深める
（１）
ア・2 年生全員参加の継続

自己評価
ア・新入生の中退者数は 1 名で就職のため進路変更とな
った。きめ細かい指導ができてきている。（◎）
・少人数授業アンケート：数学Ⅰ肯定 60％否定 13％
ｏｃ肯定 65.5%否定 9.4%（◎）
イ・中学へ 2 回のべ 8 名派遣、本校へ 1 名の教員が参加、研究
授業（生物）においては本校教員が 15 名参加、研究協議に
は 6 名参加し、KJ 法による協議を行った。（◎）
・生徒による授業アンケート結果は概ね良好であった。
「授業
内容に興味関心が持てた」学校平均 2.87「授業を受けて知
識技能が身についた」学校平均 2.90 となり昨年よりそれぞ
れ 0.02、0.03 高くなった。（◎）
ウ・パターンづくり（△）
・家庭学習（△）
・進路決定率 87％＜１２月末現在＞（○）
エ・貸出冊数 857 冊 ・自習コーナー利用人数 181 人（△）
オ

出前授業を実施し、7 名の参加があった（◎）

(1)
ア・遅刻 2592 人、前年比 17％の減少、生徒 1 人あたり
遅刻回数は 3.2 回（○）
イ・教員の工夫により主体的に行事参加ができている。
行事満足度 65.7%（○）
ウ・1 年生の加入率は 55.2%(○）
・部活動への経済的な支援ができている（○）
・表彰者の増加により表彰基準が高くなり表彰者数は
昨年より減少したが表彰団体数が増加。15 団体、136
名（○）
・女子バレー部が開催できたがサッカー部は開催でき
なかった（○）

・メールマガジンの送信回数は 38 回（△）
(2)
エ・学校紹介就職内定率は 100%（◎）
・キャリアカウンセラーの人材活用は配当時間 420 時
間をすべて活用したが、不足状態であった（◎）
・劇団員の寸劇によるフリーター防止研修（1 年生）
卒業生 6 人による体験談（3 年生）
（○）
・作文指導は 2 回実施（○）
・職業適性診断 1 年生入学当初、2 年の 11 月に実施、
個人面談や保護者懇談に活用した（○）
(3)
オ・教育懇談会において学校の取り組みを説明し、質疑
応答が活発に行われた。
（○）

(1)
ア・希望者のみとなったが、1 年生まで募集を拡大した。20 名
の参加があり積極的に参加できた（○）

・入学生全中学校での実施
・地域諸団体呼びかけに呼応
・生徒会、クラブ員による手
づくりオープンキャンパ
スの取組み等の状況
・中学校訪問数集計
・新しい取組状況
（２）
イ・海外の学校、生徒との交流
（３）
ウ・ホームページの新着情報
更新回数の増加
・生徒の学情 PC 使用の活性
化
・「守口東メールマガジン」
による情報発信の頻度
・生徒アンケート等による
調査分析
（４）
オ・教育相談室の木質化による
教育相談機能の充実
・「ピアサポートプログラム」
活 用 後 のア ンケ ー トに よ
る、生徒の意識向上と集団
づくりによる生徒の活性化
調査

・55 校への母校訪問を実施（○）
・生徒の自主的な朝の挨拶運動実施（◎）
・生徒主体の学校説明会が実施できた（◎）
・教員の中学校訪問数 43 件（昨年 25 件）

(2)
イ・タイの高校生と生徒主体のすばらしい交流ができた（◎）
(3)
ウ・ホームページについては校長の式辞集にて更新を行ってい
る。校長ブログを開始した（◎）
・生徒の PC 利用は不十分（△）
・メールマガジンの発信数は 38 回（△）
・学校評価について保護者に分析結果を周知した（○）
(4)
オ・教育相談指導教諭が常駐し対応にあたったが、学校として
全体化する必要がある（△）
・
「ピアサポートプログラム」学校全体の取り組みとして実施
できなかった。（△）

