№１２５
１２５

府立大冠高等
府立大冠高等学校
大冠高等学校
校長 池田 佳隆

平成 27 年度
１

学校経営計画及び
学校経営計画及び学校
計画及び学校評価
学校評価

めざす学校像
創立当初より掲げている School Motto（スクール モットー）
「Find a Way or Make One（見つけよう つくりだそう 明日への道）」のもと、「自らの手で明日への
希望や目標を見いだし、その希望（夢）や目標に向かって邁進する」生徒を育てる。特に、
「ステップ フォワード ～ 一人ひとりが『意欲』をもって ～ 」を合言葉
に、生徒と教職員とがともに、今在る所から一歩前へ踏み出し、現状を少しでも前に進めるという意志と意欲をもって物事に取り組む。生徒の育成に当たっては、以
下の 3 つをめざす。
（１）意欲と高い志をもって、夢や目標や可能性に挑戦する精神を育む。

（２）授業・行事・部活動に臨む際の集中力と自主性をより一層高める。

（３）地域や社会に積極的に貢献し、信頼される人材を育成する。
そのため、学校総体として、充実した教育課程の中で生徒一人ひとりの学習意欲や基礎学力の向上、夢と志（目的意識）を持つ生徒の育成とキャリア教育の充実、
部活動の活性化、地域連携・中高連携・高大連携の充実、規範意識や人権尊重意識の向上等を中心に「学校力」を常に全力で向上させることをめざす。

２

中期的目標
１

「確かな学力」の育成と「魅力ある授業づくり」の推進
（１）新学習指導要領をふまえ、「わかる授業、充実した授業」「基礎学力の充実」をめざした授業改善に取り組む
ア

公開授業や研究授業、授業アンケートを効果的に活用した授業改善に組織的に取り組み、「ＩＣＴを活用した授業」「生徒の表現力・発表力の向上」への取組みについても研究を進める。

※

生活基本調査における生徒の「授業への満足度」(平成 26 年度 65％)を毎年引き上げ、平成 27 年度には 70％、平成 28 年度には 75％にする。また、学校教育自己診断等における生徒の「授業が

分かりやすく楽しい」の生徒の肯定率(平成 26 年度 43％)を毎年引き上げ、平成 27 年度には 45％、平成 28 年度には 50％にする。
２

夢と志（目的意識）を持つ生徒の育成とキャリア教育の充実
（１）

学年を追うごとに進路目標と卒業後の職業観が深化する取り組みをホームルーム活動、総合的な学習の時間等を通じて教育活動全体で行い、キャリア教育の充実をめざす。

※

学校教育自己診断における「キャリア教育充実度」の生徒の肯定率(平成 26 年度 34％)を平成 27 年度には 40％にし、その後徐々に引き上げ、平成 28 年度には 45％にする。

（２）生徒の希望進路実現への取組み
生徒の希望進路の実現に向け、学年及び関係分掌で具体的な方策を検討し、実現する。
※

年度当初の４年制大学進学希望を維持させる指導及び確実な就職指導の体制のもと、生徒の希望進路実現率を平成 27 年度には、４年制大学 75％（平成 26 年度 69％）
、就職 90％（平成 26 年
度 83％）にする。その後徐々に引き上げ、平成 28 年度にはそれぞれ 80％、100％をめざす。

（３）生徒の国際意識の高揚と国際交流・国際理解教育の推進
ア

具体的な取組みとして、平成 26 年度、他の府立高校と合同で国際交流研修を初めて実施する。平成 27 年度以降、５名以上の参加者を確保し活性化する。

イ

近隣の外国語大学と交流することにより、海外からの留学生との交流も視野に入れた国際交流を検討する。
※

３

学校教育自己診断において、平成 26 年度「国際交流の充実度」に関する項目をあげ、35％であった。平成 27 年度には 40％にし、平成 28 年度には 45％にする。

部活動の活性化及びクラブ員のリーダーシップによる生活規律の向上
（１）クラブ加入を促進する
ア

１年次当初の体験入部や仮入部等の取組みを充実させ、クラブ加入を促進する

※

１年生のクラブ加入率・退部率(平成 26 年度は順にそれぞれ 69％、0％)を平成 27 年度にはそれぞれ 75％、0％にし、平成 28 年度にはそれぞれ 80％、0％にする。

（２）クラブ員のリーダーシップによる全校的な生活規律の向上に取り組む

４

ア

クラブ代表者会議やクラブ員集会を定期的に開催し、部長をはじめ、クラブ員の生活規律の向上の徹底を促す。

イ

クラブ員が、生徒会と連携して、リーダーシップを発揮し、挨拶・遅刻・頭髪・服装・自転車通学マナー等について適正な状態を保ち、全校的な生活規律の向上につなげる。

※

学校教育自己診断における「生活規律」に関する項目の生徒・保護者の肯定率(平成 26 年度は順にそれぞれ 48％、54％)をいずれも平成 27 年度には 55％にし、平成 28 年度には 60％にする。

人権教育と教育相談機能のさらなる充実
（１） 人権教育の充実を図り、年度ごとに時勢に即した内容をもとに計画に取り組み、人権意識の向上を図る。
※

学校教育自己診断における「人権教育充実度」の生徒の肯定率(平成 26 年度 48％)を平成 27 年度には 50％にし、その後徐々に引き上げ、平成 28 年度には 55％にする。

（２）教育相談委員会や特別支援委員会の機能をさらに充実させ、障がいがある生徒や課題を抱える生徒の自立を支援できる体制をより一層確立する。
ア

カウンセリングマインドをもって生徒に接することにより一層の徹底をはかる。

イ

ＳＣの延べ２５回の学校訪問回数を確保するとともに、相談室の利用案内を生徒や保護者に周知徹底し、相談室の利用を促進する。

※

学校教育自己診断における「学校は生徒の意見をよく聞いてくれる」
「先生は生徒が困っていることに真剣に対応してくれる」
「悩みや相談に親身になって応じてくれる先生が多い」
「担任以外に

も相談室等で気軽に先生やＳＣに相談することができる」の生徒の肯定率(平成 26 年度は順に 52％、41％、42％、43％)をいずれも平成 27 年度には 50％以上をめざし、その後徐々に引き上げ、平
成 28 年度には 55％にする。
５

広報活動と地域連携の充実
（１）学区撤廃による影響を的確に把握しながら、学校説明会・中学校訪問と広報活動（特に広報誌やホームページ）の充実を図る
ア

学校説明会・中学校訪問については、地元地域を重視しつつ学区撤廃による影響を的確に把握しながら、中学校の意向や意見を反映できるよう工夫する。

イ

学校訪問と学校説明会の増加及びその内容の充実

ウ

ホームページの改訂とホームページを通じての効果的な情報発信

※

平成 27 年度以降、中学校訪問の範囲・回数の増加及び学校説明会への参加者数を増加させることにより志願者の増加につなげる。

（２）地域連携の取組み
授業、クラブ、生徒会等において、地域との積極的に交流機会を増やし、本校の教育活動についての理解を深めてもらう。
※

学校教育自己診断における地域貢献に関する項目の生徒の肯定率 (平成 26 年度 37％)を平成 27 年度には 40％にし、その後徐々に引き上げ、平成 28 年度には 45％にする。
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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 27 年 12 月実施分］

学校協議会からの意見

（全体として）

第 1 回学校協議会より

○回収率を上げかつ学校目標とその評価を明確にするため、学校教育自己診断の項目数

（内容）１

を大幅に削減した。

ついて）

○その結果、回収率：生徒 95.4→98.0%、保護者 34.5→57.8%、教職員 64.7→69.4%に

（協議での意見・要望）

上昇。肯定率アップ項目数：生徒 26／28、保護者 24／26、教職員 27／35 となり、また

・生徒の授業を受ける態度が良くなっている、
「聴こう」という姿勢が感じられる。

「学校へ行くのが楽しい」68→78%となった。以上のように肯定率が大きく向上した。

・対話型の授業や ICT を使った授業があるが、これらを増加させてほしい。

（学習指導）

・教員に「プロ意識」を持って授業を行ってほしい。

○生徒の生活基本調査「授業への満足度」は 64→67%でやや改善。自己診断「授業が分

・キャリア教育をより充実させて、仕事探しや仕事を考えさせる教育を導入してほしい。

校内授業見学

２

学校経営計画説明

３

協議（授業および学校経営計画にに

かりやすく楽しい」45→56%と大幅に改善。
「発表の機会がある」の生徒の肯定率がそ

・部活動加入率をさらに向上させて 80%以上をめざしてほしい。

れぞれ 43％で変化がないが、
「ICT を使う機会がある」36→56％と肯定的意見が増え

・部活の実績や特色のあるクラブの活動の広報活動を積極的に行ってほしい。

た。ICT の活用に関しては、教員の努力が大きく、設備が充実は十分ではないので設

・広報活動を充実させ、
「賞味期限切れ」な広報活動を展開してほしい。保護者や中学生のニー

備の充実が課題である。また、
「実験・実習等の授業の取り組みがある」については

ズに答える学校紹介や広報活動をお願いしたい。

23→41%へと肯定的な評価が増えているので活動的な学習が少しずつ増えつつあると

第 2 回学校協議会より

評価できる。

（内容）１

○「学習評価の納得」に関しては、生徒 59→80%へ肯定的評価が増えている。保護者は

校内授業見学

２

学校経営計画達成状況説明

３

協議（授業のあり方、その

他について）

「テストやその他を含む多面的評価」65→76%となり、評価及び学習形態の多様化に

（協議での意見・要望）

ついて高評価をいただいた。

・視覚にうったえる授業やアクティブラーニングの取入れをはかり、生徒の力を引出し話し合

（生徒指導及び進路指導等）
○自己診断における肯定率、「生活規律」に関する項目、「先生の指導への納得」生徒
49→68%、保護者 54→82％。
「基本的生活習慣の確立に力」48→72%となり、高い評価を
得た。
○進路指導においては、生徒肯定率「進路や生き方を考える」61→79%、
「進路について
適切な情報提供」68→78％、保護者肯定率「進路や職業の適切な指導」59→78%と肯定
的な評価が増加した。

う授業を行ってほしい。
・興味を持てる授業とそうでない授業があるので、さらなる授業改善と教員の工夫をお願いし
たい。
・
「学び」のプロセスを考え、子どもの心理に立った授業を行い、学校への期待値を上げてほし
い。
・ICT を通常的に取り入れたり、
「チーム大冠」で何かできることを行い、授業をさらにバージ
ョンアップしてほしい。

○生徒会・部活動については、生徒肯定率「学校行事参加の工夫」62→77%、
「部活動に

・どんどん広報活動を展開し、大冠の良さや頑張っている姿を発信してほしい。

積極的に参加」65→85%、
「生徒会活動の活発さ」47→71％となった。保護者肯定率「学

・大冠はここ数年、良くなっていると感じるのでこのベクトルをさらに上げてほしい。

校行事参加の工夫」82→92%、と高い評価を得た。

第 3 回学校協議会（2／2 実施）より

○人権に関しては、生徒肯定率「人権の大切さを学ぶ機会」について肯定率 48→77%と

（内容）１

増加したが、これは今年度人権講演会を自己診断直前に実施した影響が大きいと考えら

（今年度のまとめと提言）

学校経営計画評価の説明

２

協議（本年度のまとめと課題について）

れる。

a.校長のリーダーシップで学校が活性化されているがさらなる活性化をお願いしたい。

（学校運営）

b.保護者の学校への理解、生徒とのコミュニケーション、先生への信頼が UP

○「校長は学校を良くしようとしている」
（新項目）生徒肯定率 79%、保護者 84%、教職

c.授業も見学をしたが、様子がよくなっている。

員 91%と良好な回答結果であった。

d.挨拶が良くない。生徒も教師もあまりしないので、
「オアシス」運動を導入してはどうか！

○、
「地域との交流について」生徒 37→59%、教員 79→77%、保護者 37→64%及び「防災

e.地域への関わりをさらに進めてほしい。
（生徒・教職員、皆でつつむ地域活動を行う！）

教育について」生徒 65%→81%。と、学校の危機管理や地域との交流に高評価をいただ

⇒

いた。

f.HP を始め充実してきているが、広報もさらなる充実をお願いしたい。タイミングを逸する

○教育活動についての「情報伝達と適切さ」保護者 79→89%、教職員 68→81%など肯定

ことなく情報提供をお願いしたい。

的な回答が多かったが、
「清掃の状況」については生徒 35%→52%、教職員 29%→21%とな
り、清掃の徹底が次年度の課題と考えられる。

学校同志の活動（中学、小学校とのタイアップを考える）

g.プチアクティブラーニングを行い、授業で生徒の活動を少しでも増加させ、積極性を高め、
興味・関心を引きだし、生徒の判断力・思考力・表現力を高めてほしい。
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３

本年度の取組内容及び自己評価
今年度の重点目標

具体的な取組計画・内容

評価指標

る授業づ くり」 の推進

（１）
「わかる授業、充実し
た授業」「基礎学力の充
実」をめざした授業改善
への取組み
ア 授業改善に資するため
の取組みの検討
イ 公開授業を活用した授
業改善の推進
ウ ＩＣＴを活用した授業
の推進

（１）
ア・指導教諭と若手教員が主となり、有志教
員や生徒も参加した授業研修を行い、充
実したものとする。
・授業改善に資するための教員の校内研修
を充実させる。
イ・公開授業（６月）を活用し、教員・保護
者・生徒の３者からの意見を集約し、授
業改善を推進する。
ウ・ＩＣＴ活用等を活用するなど生徒の授業
アンケートの「授業内容に、興味・関心
を持つことができた」「授業内容に、知
識・技能が身に付いたと感じている」の
項目を主に各自のレベルアップを図る。

ア・授業研修の取組み状況についてホー
ムページに掲載。
・校内研修実施回数２回。
イ・公開授業(授業研修含む)のコマ数 40
以上。
・生活基本調査における生徒の「授業
へ の 満 足 度 」 70 ％ ( 平 成 26 年 度
65％)、自己診断における生徒の「授
業が分かりやすく楽しい」の生徒の
肯定率 45％(平成 26 年度 43％)。
ウ・自己診断における「授業へのＩＣＴ
活用」の生徒の肯定率 40％(平成 26
年度 34％)。

（１）キャリア教育の充実
学年を追うごとに進路目
標と卒業後の職業観が深
化する取組みに実施
（２）生徒の希望進路実現
への取組み
ア 進学指導方策の検討
イ 具体的内容の検討

（１）
進学も含めた将来の生活設計を考えるた
め、キャリア教育の充実を図る。
（２）
ア・進路指導部と学年が協同し、計画的な進
路講習を計画するなど、3 年間を見据え
た進学指導のさらなる充実を図る。
イ・生徒の希望進路の実現に向け、担任及び
教科で具体的な方策を検討し、充実を図
る。
（３）
ア・国際交流研修の推進として、近隣の府立
３校合同でオーストラリア交流研修を
充実させる。
イ・海外での研修だけでなく、近隣の大学と
日常でも交流できる場を検討する。

１

中期的
目標

「
確 かな学力」 の育成 と 「
魅 力あ
２
夢
と志 （
目的意識）を持 つ生徒 の育成 とキ ャ
リ ア教育 の充実

（３）国際交流委員会の活
性化及び国際交流・国際
理解教育の推進。
ア 取組みの充実強化
イ 今後の方向性の提示

３ 部活動 の活性 化及び ク ラブ 員 の
リーダ ー シ ップ による生活規律
の向 上

（１）クラブ活動の活性化
ア １年次当初のクラブ加
入促進の取組み
イ 指導者の確保と校内で
の重点クラブの指定
ウ 活性化策を検討
（２）クラブ員のリーダー
シップによる生活規律の
向上
ア 生徒自ら生活規律の向
上を図る方策の検討

４ 人権教育 と教育相談機能 のさら
なる充実

（１）人権教育の改善と充
実
ア 本校として時勢に即し
た人権教育計画を策定と
改善・充実

５ 広報 活動と地域連携 の充実

（2）教育相談委員会や特別
支援委員会の機能のより
一層の充実
ア 教職員へのカウンセリ
ングマインドの徹底
イ ＳＣの学校訪問回数の
確保及び相談室の利用の
促進
（１）学校説明会・中学校
訪問や広報活動の充実
ア 学校説明会・中学校訪
問の充実
イ 広報内容の充実
特に HP の改訂と更新回数
増による教育活動の公開
（２）地域連携の取組み
授業、クラブ、生徒会等
における地域連携への取
組みの強化

（１）
ア・１年次当初の体験入部や仮入部等の取組
みを充実させ、クラブ加入を促進する。
イ・部活動代表者会議による重点クラブの指
定により、人的及び予算面で配慮し、効
果をあげる。
ウ 活性化策を検討
（２）
ア・クラブ員が、生徒会と連携して、リーダ
ーシップを発揮し、挨拶・遅刻・頭髪・
服装・自転車マナー等について適正な状
態を保ち、全校的な生活規律の向上につ
なげる。

（１）
・自己診断における「キャリア教育充実
度」の生徒の肯定率 40％(平成 26 年
度 34％)。
（２）
ア・生徒の希望進路実現率を４年制大学
75％（平成 26 年度 69％）、就職 90％
（平成 26 年度 83％）にする。

イ・
「勉強合宿」の参加生徒増及び内容
の充実。
（３）
ア・語学研修の参加や内容の充実を図る。
参加者 5 人以上。
・自己診断での「国際交流の充実度」
40％(平成 26 年度 35％)。

自己評価
ア授業研修の取組み状況についてホー
ムページに掲載。校内研修実施 5 月実し
施 2 月に第 2 回実施予定。
（〇）
イ・公開授業(授業研修含む)のコマ数 45
回実施。
（〇）
・自己診断における生徒の「授業への満
足度」67％。（△）
・自己診断における生徒の「授業が分か
りやすく楽しい」肯定率 56％、保護者の
「子どもは授業がわかりやすい・・」と
言っている肯定率 51% 。次年度は生徒が
主体的に参加できる授業を増やし、肯定
率をさらに上げたい。(◎）
・自己診断における生徒の「授業へのＩ
ＣＴ活用」56％。さらなる授業への活用
を検討したい。
（◎）
（１）
・自己診断における「キャリア教育充実
度」の生徒の肯定率 79％。
（◎）
（２）
ア・生徒の希望進路実現率を４年制大学
83%、就職 100％。
（◎ ）

イ・
「勉強合宿」を学校で「集中勉強会」
に変えて実施。参加生徒 20 人。参加教
員及び学生ボランティアのべ１０人で
内容充実をはかった。（〇）

（３）
ア・事前研修の回数を増やすなど、語学
研修の参加や内容の充実を図った。参加
者 3 人。留学生と交流は相手校との調整
がつかず実施できず。よって、自己診断
イ・留学生との交流の方策を検討する。 も実施せず。次年度は国内での国際交流
及び英語教育充実の方法を再検討した
い。
（△）
（１）
（１）
ア・１年生のクラブ加入率 75％(平成 26 ア・１年生のクラブ加入率 74.4％。
（〇）
年度は 69％)
イ・予算の傾斜配当および場所確保等を
イ・予算の傾斜配当・場所確保等を行う。 行った。特に雨天時の場所確保の調整に
ウ・クラブ代表者会議での生徒要望を集 留意した。
（〇）
約する。(各学期１回)
ウ・各学期１回実施し、生徒会とクラブ
（２）
代表者会議での生徒要望を集約し、各学
ア・クラブ代表者会議において、生徒に 期実施し、要望の集約に努め、必要機器
よる生活規律の向上を検討する。自 の充実に努めた。
（〇）
己診断における「生活規律」に関す （２）
る項目の生徒・保護者のいずれも肯 ア自己診断における「生活規律に納得」
定率 55％(平成 26 年度は順に 48％、 に関する項目の生徒肯定率 68％。保護者
82％。その他、各学期 2 回（各 1 週）校
54％)を達成する。
門での一斉遅刻指導を導入した。（◎）

（１）
（１）
（１）
ア・人権教育企画委員会（略して「人企委」） ア・自己診断における「人権教育充実度」 ア・自己診断における「人権教育充実度」
の議論を活性化し、本校として時勢に即
の生徒の肯定率 50％(平成 26 年度 の生徒の肯定率 77％(◎)。
した年間計画を策定し、今年度は、「い
48％)。
・自己診断における「人権教育取組み
じめ・多文化共生」をテーマに実践する。
・自己診断における「人権教育取組み 充実度」の教職員の肯定率 75％。(◎)
充実度」の教職員の肯定率 50％(平成 （２）
（２）
26 年度 48％)。
ア・自己診断における「教育相談体制充
ア・カウンセリングマインドをもって生徒に （２）
実度」生徒の肯定率 70％。(◎) 。
接することをより一層徹底する。
ア・自己診断における「教育相談体制充 イ・ＳＣの教育相談内容を管理職、主担
実度」生徒の肯定率 50％(平成 26 年 首席、人権担当、養護教諭、担任等と共
イ・ＳＣの相談室の利用案内を生徒や保護者
度 43％)。
有し、のべ 25 回学校訪問回数を確保し
に周知徹底し、相談室の利用を促進す イ・ＳＣの教育相談内容を可能な限り教 た。次年度も継続していきたい。（〇）
る。
職員で共有、さらに延べ 25 回の学校
訪問回数を確保する。
（１）
（１）
（１）
ア・学区撤廃による影響を的確に把握しなが ア・学校説明会への参加者数 5％以上の増 ア・学校説明会への参加者数生徒 310 人、
保護者 110 人、学校見学会ものべ 6 回実
ら、地元高槻を中心に、枚方方面の中学
加。(平成 26 年度 273 人)
施予定。
（◎）
校の意向や意見を反映できるよう工夫
・入学実績をもとに高槻市を中心に枚方
・高槻市を中心に枚方南西部、
寝屋川北西
する。
南西部、寝屋川北西部の中学校まで働
部の中学校まで働きかけを行なった。
イ・広報活動を効果的なものにするためのコ
きかけを行う。
ンテンツの充実を図る。部活動の広報の
・中学校訪問をのべ 50 校以上実施し、 中学校訪問数のべ 62 校実施。教育産業へ
（◎）
ため、各クラブに広報係りを置く。また
中学校の要望を聞き取り、反映する。 の訪問延べ 20 校。
イ・HP
を担当するため教職員のチーム設
HP の更新に努め、本校の教育活動を公開 イ・HP を担当するため教職員のチーム設置
置し、12 月末で 50 回以上の更新を超え、
する。
し、年間 50 回以上の更新を行う。
（２）授業、クラブ、生徒会等において、地 （２）自己診断における地域貢献に関する 以後も更新継続中。（◎）
域との交流機会を増やすことにより、本
項目の生徒の肯定率 40％(平成 26 年 （２）自己診断における地域貢献に関する
項目の生徒の肯定率 59％。次年度はより
校の理解を深めてもらう。
度 37％)。
深い交流をめざしたい。
（◎）

