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府立八尾翠翔学校
校長 河内 正行

平成 28 年度

学校経営計画及び学校評価

１ めざす学校像
１ 生徒一人ひとりの持てる力を最大限に引き出す学校
２

希望する進路が実現できる学校

３

社会人として通用するマナーと社会人基礎力（考え抜く力、行動する力、コミュニケーション力）が獲得できる学校

４

質の高い教育により、人間性豊かな人材を育成する学校

５

生徒及び保護者が「入学して（入学させて）良かった」と思える学校

２ 中期的目標
＜※平成 26 年度からの 3 か年目標＞
１

基本的生活習慣を自らコントロールできる生徒の育成

― 生徒指導の充実 ―

(1) あいさつ運動や生徒との対話を重視し、安心して学習に臨み、かつ魅力のある学校づくりをめざす。
(2) 社会人として通用するルールやマナーについて、自ら考え自ら行動できる生徒の育成をめざす。
(3) 生徒個々のニーズに寄り添い、生徒が相談しやすい生徒指導体制をめざす。
※生徒向け学校教育自己診断における規律に関する項目における満足度（平成 25 年度 77％）を毎年 3％引き上げ、平成 28 年度には 86％にする。
２

夢や目標に向かって自ら努力できる生徒の育成

― 進路指導の充実 ―

(1) 現行の｢３年間を見通した進路指導｣を発展させ、新しい教育システムに適合したキャリア教育指導を再構築する。
(2) 教育課程の再編を通じて現行の授業内容も見直し、より個々の進路希望に対応できるような授業の質の向上をめざす。
(3) 各教科の指導内容と進路実現との関係性を重視し、教科間の意思疎通を図りながら、相互補完的な学習指導を構築する。
(4) ICT 機器の活用や研究発表等の機会を増やすことによって、生徒の学習意欲や自己表現力の向上をめざす。
(5) 生徒個々の学力測定を綿密に行い、計画的な学習スケジュールを提供し、家庭学習の定着化を図る。
【進路成果指標】3 年生時点における第 1 志望大学の合格率 90％以上。国公立大学及び難関私立大学合格者数の合計 15 名以上。
※生徒向け学校教育自己診断における進路実現に関する項目における満足度（平成 25 年度 80％）を毎年 3％引き上げ、平成 28 年度には 89％にする。
３

文化・芸術・スポーツを愛し、心豊かな感性を持つ生徒の育成

― 特別活動の充実 ―

(1) 行事や特別活動を通じ、生徒が自主的・主体的に参加できるような土壌を育成する。
(2) 行事や特別活動を通じ、プレゼンテーション能力の向上をめざす。
(3) クラス活動等の活性化から学校行事の質を向上させ、生徒の自己有用感の育成を図る。
※行事やホームルーム活動等の満足度（平成 25 年度 59％）を毎年 3％引き上げ、平成 28 年度には 68％にする。
４

地域や社会で貢献できるボランティア精神を持つ生徒の育成

― 地域連携の充実 ―

(1) 生徒会などと連携し、学校広報活動(学校見学会、体験入学等)や学校行事への生徒の主体的な参加を推進する。
(2) ｢地域との連携｣の中から、生徒の自己有用意識を高めるため、地域の清掃活動や各種施設等に対する、生徒の参加の機会を増やす。
(3) ホームページ等での情報発信力を高め、保護者や地域とのより綿密な連携を構築する。
※生徒向け学校教育自己診断における地域連携等に関する項目における満足度（平成 25 年度 43％）を毎年 5％引き上げ、平成 28 年度には 58％にする。
５

人の立場に立って考えることの出来る豊かな人権感覚を持つ生徒の育成

― 人権教育の充実 ―

(1) 安全安心な学校づくりの観点から、｢人権教育基本方針｣や｢人権教育推進プラン｣等に基づき、差別を許さない力と意志を持った生徒の育成をめざす。
(2) 相談体制を高め、様々な課題を持つ生徒のサポートに対応するための環境整備を充実させる。
※生徒向け学校教育自己診断における人権教育等に関する項目における満足度（平成 25 年度 65％）を毎年 3％引き上げ、平成 28 年度には 74％にする。
【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
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学校協議会からの意見

本年度の取組内容及び自己評価
中期的
目標

１
生
徒
指
導
の
充
実

今年度の重点目標

具体的な取組計画・内容

評価指標

(1) あいさつ運動と

(1) 校内でのあいさつを積極的に推進し、対話を

(1) 生徒向け学校教育自己診断における学

生徒との対話の

重ねることで、学校で楽しく生活することが

校生活等の項目における肯定的回答の

推進

できる雰囲気を醸成する。

向上
※平成 27 年度 65％ →68％目標

(2) 社会ルールの獲

(2) ア 授業の開始と終了時の号令、授業中の規

得と自己表現力

律について生徒自らが徹底するように努め

関連項目の肯定的回答の向上

の育成

る。

※H27 年度 67％→70％目標

イ 授業やＨＲ活動にディベートなどを取り

イ 生徒向け学校教育自己診断アンケー

入れ、生徒が自ら考え発表する機会を充実さ

トにおけるプレゼン能力の肯定的回答

せる。

の向上

(3)生徒の立場に配
慮した生徒指導の
充実

(3)生徒が気軽に相談できる雰囲気づくりに努め
る。

(2) ア 生徒向け学校教育自己診断における

※H27 年度 36％→40％

(3)学校教育自己診断における教員と生徒の
距離感に関する項目での肯定的回答の向
上

※H27 年度 54％→57％

自己評価
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(1) キャリア教育指
導の再構築

(1) ア 普通科専門コースへの改編に伴い、生徒

(1) ア及びイ

向けの進路選択及び科目選択のガイダンス

①生徒向け学校教育自己診断における進

を強化する。

路指導、進路ガイダンスに関しての肯定

イ 授業や調べ学習、セミナー等において、

的回答の向上

積極的にキャリアガイダンスセンターを活

※平成 27 年度 81％ → 89％目標

用する。

②卒業時の国公立大学及び難関私立大学
学合格者数の合計 15 名以上

(2) 授業改善に係る

(2) 教員相互の授業見学・授業研究週間を年２回

システムの構築

実施し、教員の授業力の更なる向上をめざ

回答、全教科平均 3％上昇

す。

※平成 27 年度 79％ →82％目標

２

(3) 系統立てた教科

進
路
指
導
の
充
実

指導の確立

(2) ①第 2 回授業アンケートにおける肯定的

(3) 教科会議で育てたい生徒と身に着けさせた

(3) 教科会議を頻繁に開催するとともに、
「各

い学力を確認し、教科として 3 年間の指導計

教科の指導計画」に関する校内研修を年

画を作成する。

１回以上持ち、教科間の議論を深める。
※平成 27 年度教科会議８回 →10 回目標
(4) ア 授業アンケートにおける肯定的回答

(4) 学習意欲向上と

(4) ア ICT 機器や視聴覚教材を活用して授業展

の向上

自己表現力の育

開に工夫を加えるなど、生徒の学習意欲向上

成

に繋がる授業づくりを推進する。

イ 生徒向け学校教育自己診断アンケー

イ グループ学習やペア学習、研究発表など

トにおけるプレゼン能力の肯定的回答の

の生徒による言語活動を活性化し、自己表現

向上

力の向上をめざす。

※平成 27 年度 36％ →40％目標

※平成 27 年度 79％ →82％目標

(5) 生徒向け学校教育自己診断における家庭
(5)家庭学習の定着

(5)生徒が継続的に家庭学習に取り組むために、

学習状況に関する項目における肯定的回

教育産業による学力分析システム等を利用

答の向上

し、個々の学力目標に向けた学習計画を作成

※平成 27 年度 43％ →48％目標

し支援する。
(1) 生徒の主体的な
活動の活性化

(1) 学校行事等の企画・運営段階からの、生徒の
積極参加を促す。

(1) 学校教育自己診断アンケートにおける肯
定的回答の向上
※平成 27 年度 52％ →55％目標

３
特
別
活
動
の
充
実

(2) プレゼンテーシ
ョン能力の育成

地
域
連
携
の
充
実

ーションの機会を増やす。

(2) 生徒向け学校教育自己診断での、プレゼ
ン機会の肯定的回答の向上
※平成 27 年度 36％ →40％目標

(3) ホームルーム活
動の活発化

４

(2) 学校行事や総合学習での生徒のプレゼンテ

(3) ホームルーム活動を生徒の主体的な活動と

(3) 生徒向け学校教育自己診断の肯定的回答

位置づけ、生徒会活動や部活動を中心に、生

の向上

徒の意見を吸い上げ、その活性化を図る。

※平成 27 年度 58％ →60％目標

(1) 学校広報活動へ

(1) 学校説明会や体験入学において、生徒会役

の生徒による主

員・クラブ員・その他有志の生徒を積極的・

司会・案内を生徒が中心となって行う。

体的参加の推進

主体的に参加させる。

※H28 年度：延べ 100 人参加目標

(2) 生徒による地域
進出の推進

(2) 曙川東地区を中心にした清掃活動や、地域の

(1) 生徒を中心に置いた広報活動の展開。

(2) 地域活動へのボランティア生徒の参加者

保育園・高齢者福祉施設等と連携した生徒の

数

活動を増やし、地域に根付き地域から愛され

※H28 年度：延べ 300 人参加目標

る学校をめざす。
(3) 情報発信力の再

(3) 本校の良さを、積極的に地域に伝える。

(3)ホームページを刷新する。

(1) 不登校や問題事象の兆候を感知できる教員

(1) 生徒向け学校教育自己診断の人権意識

力を強化するとともに、生徒が、命の大切さ

に関する項目における肯定的回答の向

や人権についての意識を高めるような指導

上

を充実させる。

※H27 年度 72％ → 74％目標

構築
(1) 安全安心な学校
作りの推進

５
人
権
教
育
の
充
実

(2)生徒相談体制の
環境整備

(2)様々な相談に対応できるように、関係教員の
スキルアップを図ると同時に、発達障がい等に
対するケアについても的確に指導できる体制
を構築する。

(2) 生徒向け学校教育自己診断の教育相談
等の項目における肯定的回答の向上
※H27 年度 47％ → 50％目標

