
平成27年度 府立西城陽高等学校 学校経営計画（スクールマネジメントプラン）（実施段階）

学校経営方針（中期経営目標） 前 年 度 の 成 果 と 課 題 本年度学校経営の重点（短期経営目標）

◎「部活動の盛んな進学 ①「部活動の盛んな進学校」を真に具現化するために、平成25年入 ○全体目標： 新コース完成期として、３年間を見通し
校」としての学校づくりの 学生から導入した新コース２年目の取組として、一年次からの学 た系統的な学びを完成させ、低学年次からの学習習慣
推進 習習慣の確立、二年次の学力充実を目指し、ＧＳコースを中心に の定着を図り、「部活動の盛んな進学校」としての取

土曜補講への参加を呼びかけることで、土曜補講を充実させるこ 組を深化させる。
◎「質の高い教育活動」の とができ、学習時間の確保と進路意識の向上に役立った。 この目標を実現するために、次の①～⑩に重点的に
推進による、生徒の自己管 ②グローバルネットワーク校として、１・２年生ＧＳコース全員が 取組む。
理能力の育成 論文や英語プレゼンテーション等の事業に参加するなど、学校全 ①各コースの特色化： すべての生徒が自己の個性と能

体の取組となり、表彰者を出すなど、質的に大いに向上した。 力を最大限に伸ばすことができるように、コースごと
③教育相談会議を中心に、担任と教科担当者・保健部等が密接に連 の系統的で特色ある学びを工夫する。
携し、スクールカウンセラーや外部機関の助言を得ながら、問題 ②教育活動： 学習や学校行事、部活動等、学校生活の
を抱える生徒に組織的に対応することで、休学者及び退学者が激 あらゆる場面で、自ら主体的に物事に取組むことの楽
減した。 しさや苦しさを体感させ、粘り強く自己の目標に向き

④学校案内やパンフレットの改良、生徒による学校紹介等学校説明 あう姿勢を養うことで人間的成長を促す。
会の改善、年間120回を超えるホームページの頻繁な更新等、情報 ③文武両立： 高いレベルでの「文武両道」を進めるた
発信に精力的に取り組んだが、特に中期選抜の志願者確保のため めに、教科指導と部活動の切替を適切に行い、学力、
に、中学校との連携強化や情報提供等、本校に対する理解を広げ 進路、部活動のバランスのとれた高校生活を指導する。
る努力がさらに必要である。 ④教科指導： 授業規律を徹底するとともに、生活実態

⑤生徒指導上の大きな問題は発生せず、挨拶や身だしなみも良好で、 や学力実態の推移を把握し的確な課題分析を行うこと
遅刻者数も少なく、落ち着いた学習環境を維持できた。ただし、 により、時期をとらえた組織的な指導を行う。
登下校時の自転車の乗車マナーや電車内の行動等において改善す ⑤部活動： 学校部活動を奨励するとともにワンランク
べき点があり、さらに指導が必要である。 上の目標を定め、チャンピオンスポーツを目指す。

⑥家庭学習時間１時間未満の生徒が、１年生で約５割、２・３年生 ⑥生徒指導： 「当たり前のことが当たり前にできる」
で約２割いる。家庭との連携を強化するとともに、生徒が計画的 を基本とする生徒指導を通じて、規則正しい生活習慣
に学習に取り組めるように、学習と部活動の両立に学校全体とし と高い規範意識を育成する。
て取り組む必要がある。 ⑦進路指導： あらゆる教育活動を通じて、人としての

⑦模擬試験の結果や進路結果を見る限り、学力的に上位層が伸び悩 在り方、生き方を考えさせることで進路選択能力の涵
んでいる傾向があり、入学した生徒の学力を伸ばす指導を徹底す 養を図り、希望進路の実現を図る。
るために、授業や指導方法の改善に真摯に取り組む必要がある。 ⑧保健指導： 校内外の環境美化を進めて、美しく爽や

⑧平常清掃や月例大掃除等、校内美化の取組は今年度も問題なく実 かな学習環境の維持向上に努め、学びやすい環境を確
施でき、生徒の美化意識も髙いレベルで保たれているが、若手教 立する。
員の増加や人事異動もあり、教職員の意識を維持するための取組 ⑨国際理解教育の推進： グローバルネットワーク京都
が必要である。 事業を活用するとともに、生徒が異文化に触れ、視野

⑨学習環境を現状のまま維持しながら、登下校時の安全確保という を広げる機会を教育活動に積極的に取り入れる。
目的のために携帯電話等の通信機能を有効に活用する方策を検討 ⑩広報活動： 本校で学ぶ意欲を持った生徒の入学を促
するとともに、スマートフォンの安易な使用がもたらす危険性に すため、中学校と連携し、「西城陽高校の良さ」を的
関して、生徒の理解を深めさせる必要がある。 確な内容で積極的に発信する。
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評 価
評価領域 重点目標 具体的方策 具体的 重点 評価 成果と課題

方策 目標 領域
組織･運営 特色ある教育活動の推進 ◆各コースの目標に即して、３年間を見通した系統 ・ＣＳ発展ｸﾗｽを文理系とする

的な教育活動が実施できるよう、ＧＳ・ＣＳ・ＳＳ 1 Ａ ことで、３年間の継続指導が可
各コースの教育内容を工夫するとともに、縦の連携 能となった。
を図る。

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ京都事業で１
国際理解教育の推進 ◆グローバルネットワーク京都事業への参加対象 Ａ 年ＣＳ発展ｸﾗｽが新たにﾎﾟｽﾀｰｾｼ

を広げる等、取組のさらなる充実を図るとともに、 2 ｮﾝに参加するとともに、論文ｺﾝ
海外の高校生の訪問を積極的に受け入れる等、生 Ａ Ａ ﾃｽﾄで１年が優秀賞、英語ﾌﾟﾚｾﾞ
徒の異文化体験の機会を積極的に導入する。 ﾝﾃｰｼｮﾝで２年が特別賞を受賞す

るなど、大きな成果をあげた。

若手教員の力を活かした ◆若手教員を中心とした主体的な研修の機会を設 ・若手教員によるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを立
学校の活性化の推進 定するとともに、若手教員の柔軟な発想や創造力 3 Ａ Ａ ち上げ、管外視察の成果を教職

を学校運営に活かせるよう工夫する。 員研修会で報告するとともに、
ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ型授業の実践的研
究を開始した。

・平成29年度入学生からＧＳｺｰ
ｽに海外研修を導入することを
決定した。海外の高校生の訪問
受入は、今年度実施できなかっ
たが、異文化体験として、今後
積極的に取り入れていく必要が
ある。

家庭・地域社会 信頼される学校づくり ◆電話や来校者への丁寧な対応を行うとともに、 ・常に丁寧な電話対応を心掛け
との連携 学校への信頼を損なうことのない学校発出文書の 4 Ａ Ａ るとともに、文書の発出に関し

作成を心がける。 て細心の注意を払った。
Ａ

・懸垂幕で全国大会だけでなく
地域貢献の推進・開かれた ◆部活動やボランティア生徒による地域行事への 近畿大会出場も掲揚すること

学校づくりの推進 積極的参加を推進するとともに、懸垂幕掲揚を通 5 Ａ Ａ で、学校が元気になり、地域に
して部活動の活躍を地域にアピールする。 対しても大きなｱﾋﾟｰﾙとなった。

・生徒会による城陽市主催行事
へのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加や合唱部の関
西ﾌｨﾙｺﾝｻｰﾄへの出演、吹奏楽部
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によるTWINKLE JOYOのｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ
への出演等、それぞれ積極的に
地域行事に参加し、高い評価を
得た。

教育課程 適切なコース選択指導の実 ◆生徒の進路希望を十分に把握し、その実現に向 ・文理選択に必要な進路情報
施 け適切なコース選択ができるよう、教員間の連携 6 Ｂ Ｂ Ｂ を、１年１学期に提供する必要

を緊密にとり、生徒個々に応じた丁寧な指導を行 があり、そのための取組がより
う。 効果的になるよう、学年部、教

務部、進路指導部の連携を一層
強化する必要がある。

学習指導 学習習慣の確立と主体的な ◆面談を通じて家庭学習の重要性を認識させ、自主 ・担任と教科担当、部顧問の連
学習態度の育成、教科指導力 的な学習態度を育成するとともに、担任が教科担当 7 Ｂ 携は進み、年間を通した家庭学
の向上 及び保護者と密接に連携をとることで、生徒の家庭 習時間調査の実施等、生徒への

学習時間数を増加させる。 Ｂ Ｂ 働きかけはできたが、学習と部
活動が両立できる体制作りのた
めに、学校を挙げた取組が必要
である。

◆公開授業、研究授業における教員相互の授業見学
を積極的に行うとともに、保護者及び中学校教員の 8 ・授業に対する学校評価ｱﾝｹｰﾄ
参加を呼びかける。また、授業評価アンケートを活 Ｂ の評価が低く、模試の結果から
用し、授業改善に取り組む。 も、十分な学力向上が図られて

いない現状が見られる。授業改
革に向けた真摯な取組が急務で
ある。

・指導の計画性を高めるため
に、来年度からのシラバスの生
徒配布に向けて、全教科で準備
にあたった。

・来年度１年生に手帳を持たせ
ることになり、自己管理能力を
組織的に育成する基盤が整備で
きた。

広報活動 中学校訪問と学校説明会等 ◆中学校訪問や中学生による本校訪問の受入を積極 ・学校説明会や部活動体験、中
の充実 的に行うとともに、本校の魅力をアピールできるよ 9 学校や塾での説明等の改善を行

う、ホームページの更新やパンフレット・学校公開 Ａ Ａ Ａ い、概ね好評であった。ホーム
・説明会の改善、新聞社への情報提供に取り組む。 ページの更新やテレビ取材の受

入れによって、本校のイメージ
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アップを図った。

・中期選抜において、志願者が
定員に達しなかった。広報を強
化し本校の良さをアピールする
とともに、中学生のニーズを把
握し、応えていく努力が必要で
ある。

健康・安全教育 特別支援を必要とする生徒 ◆日常の生徒観察を重視し、「気になる生徒」の情 ・「気になる生徒」の早期把握
に対する組織的対応の推進 報を教科担当者と学年部・保健部で共有し、教育相 10 に努め、関係教員及びｽｸｰﾙｶｳﾝｾ

談会議との連携を図りつつ、生徒の心の変化に対応 Ａ Ａ ﾗｰが連携し、早期対応を心掛け
して早期に援助する。 成果をあげた。

Ａ
校内美化意識の確立と校内 ◆日々の清掃活動や月例大掃除を通じ、美化意識・ ・本校の長年の清掃美化活動が

美化の維持 公共心を養い、良好な学習環境を自分たちで作り出 11 評価され、京都府優秀教職員表
す意識を育むとともに、清掃指導にあたる教職員の Ｂ Ｂ 彰(団体)を受賞した。清掃活動
意識の高揚を図る。 に関して、本校が目指すレベル

と比べると課題が残る。生徒の
意識改革と指導する教職員の共
通理解の深化が必要である。

生徒指導 基本的生活習慣の確立 ◆挨拶の励行や正しい制服の着こなし、遅刻の防止 ・制服の着こなしや挨拶は概ね
等、西城陽高校生としてふさわしい基本的生活習慣 12 できている。遅刻に対する意識
の確立のため、校内のあらゆる場面で意識的に声か Ａ Ａ を高めるために、指導のルール
けを行う。 を改定し、成果があった。

道徳心の育成と規範意識・ ◆良好な人間関係を深めさせるために、学校行事や ・落ち着いた学校生活を保って
人権意識の確立 部活動、ボランティア活動等に積極的に参加するよ 13 Ａ いるが、ごくわずか問題事象が

う働きかけるとともに、集団行動を通して、周囲へ Ａ Ａ 起きている。生徒の規範意識を
の心遣い・基本的人権を尊重する態度を育てる。 高める組織的な指導が必要であ

る。
登下校の安全確保 ◆登下校時の安全確保のための「通信手段としての 14

携帯電話」の利用の在り方について検討する。 Ｂ Ｂ ・登下校時の交通事故が少なか
らず発生し、保護者からも連絡
手段の確保を求める声が多数寄
せられており、生徒の安心・安
全を確保するために、携帯電話
に対する指導の方向性を次年度
早急に決定する必要がある。
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進路指導 生徒一人一人のキャリア発 ◆個人面談・進路希望調査・生活学習実態調査及び ・学年部と各教科、進路指導部
達の支援とキャリア形成のた 模擬試験等の結果を活用し、生徒の進路希望と生活 15 や連携し、土曜補講を実施した
めの指導の充実 実態の把握に努め、個に応じた適切な指導を行うこ Ｂ Ｂ が、特に１年生は、最後まで約

とで、希望進路の実現を組織的に支援する。 100名の生徒が参加する等、参
加生徒にとって意義のある取組

◆「キャリア教育」の観点から、授業やＬＨＲ等あ として定着した。
らゆる機会を利用して、生徒に卒業後の自分の進路 16
をしっかり考えさせ、社会人として必要な力を身に Ａ Ａ Ｂ ・各教科による模試結果の分析
つけさせる。 を継続的に行ったが、具体的な

指導方法の改善につながらなか
進路選択に対するモチベー ◆早期から適切な情報発信を行うとともに、進路検 った。
ションを高めるガイダンス機 討会等を通して情報の共有化を図り、きめ細やかな 17
能の充実 進路指導を行うことで、希望進路の実現に繋げる。 Ｂ Ｂ ・進路検討会の実施、面談を通

した進路指導と情報提供を継続
的に行ったが、学力面の課題が
大きく、希望進路を実現できな
かった生徒が多数いた。

読書指導 感性を磨き「ことばの力」 ◆「図書館だより」、読書啓発冊子、新着図書の紹 ・図書館だよりや文字渦の発
を高めるための読書活動の推 介等により、図書館に興味を持たせ、読書意欲を高 18 行、ＮＪﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙにおける図書
進と図書館利用の充実 めることで、生徒一人当たり年間５冊以上の貸出冊 Ａ Ａ Ａ 委員会の取組、校内ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの

数を目指す。 活用、他館からの図書貸出し等、
生徒の読書活動の促進のため
に、意欲的に取り組んだ。

・授業や放課後の調べ学習での
図書館利用は増えた。また、生
徒の貸出冊数年間一人５冊以上
の目標が達成できた。

教育環境の整備 安心安全な学校づくり・ ◆教職員が連携を密にし、学校施設の安全性の確認 ・体育館の間仕切りネットの設
学校施設設備の充実 を心がけるともに、施設設備や教育機器の充実を図 19 Ａ Ａ 置、美術教室の机の更新、ﾀﾌﾞﾚ

ることで、質の高い教育環境づくりに取り組む。 ｯﾄ機器の購入等を行い、教育活
Ａ 動の充実に努めた。

生徒の就・修学支援の充実 ◆保護者に対する経済的支援制度の周知を徹底し、
家庭の経済的理由により学習機会が損なわれること 20 Ａ Ａ ・経費や奨学金等の通知文につ
がないよう支援する。 いても、全てPTAお知らせﾒｰﾙを

活用する等、保護者への周知を
徹底した。
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学校関係者評 ・生徒の家庭学習時間を増やすためには、携帯電話(スマホ)の問題を含めて保護者の協力が不可欠である。保護者説明会等で協力を呼びかけ
価委員会によ 保護者の意識を変えることが大切である。
る評価 ・携帯電話(スマホ)に関しては、校外での生徒の様子を見ると、持たせて使い方を指導する方が今の時代に合っているように思う。保護者の

理解を得ながら、指導方法を変えてもよいのでは。
・生徒の授業アンケートを見ると、授業に対する評価がそれ程低くなく、保護者のアンケート結果と食い違っている。子どもと保護者の間で
十分話ができていないのもしれない。

・生徒の学習意欲が以前と比べて低下しているとしても、教えるべき内容を生徒にとってわかりやすく教えるのがプロの任務である。先生方
には頑張ってほしい。

・以前と比べて、学校が「クラブ寄り」になっていて、進学実績が相当低下している。「部活動の盛んな『進学校』」というが、どのあたりの
大学をイメージしているのか。進学希望がかなえられる高校であることが、中学生に選ばれる上で大事な要素である。

・西城陽高校の地域貢献は素晴らしい。
・中学校でも、「学びあい」の取組によって生徒同士の関係が深まり、学校が安定してきている。「学びあい」の中で育ってきた生徒達が、高
校で一方的な講義形式の授業の中で、学ぶ意欲を失っていくことがないよう配慮して欲しい。

次年度に向けた ①生徒の学習意欲を引き出し、生徒が学力向上を実感できる授業の実現に向けて、特にアクティブラーニング型授業の実践的研究を中心に、
改善の方向性 組織的な授業改善の取組を推進する。

②シラバスを活用し、年間の学習指導を計画的に進めるとともに、個に応じた指導を徹底し、生徒一人一人の希望進路を実現させる。
③「部活動の盛んな進学校」として、生徒が学習と部活動を両立し、どちらも高い成果を上げることのできる体制を組織的に構築する。
④登下校時の生徒の安心・安全のため、「通信手段としての携帯電話の利用」に関する指導の方向性を早急に決定する。
⑤平成29年度入学生の研修旅行について内容の具体化を進めるとともに、取組の魅力を広く広報する。
⑥来年度の１年生に導入する手帳について、関係教員が連携し組織的に利用を促進することで、生徒の自己管理能力を育成する。
⑦本校の特色である清掃美化活動を高いレベルで維持するために、教職員の共通理解を深めるとともに、生徒の意識啓発に努める。


