
平成27年度学校経営計画　中間評価　H27年10月 Ａ：十分達成できている。　Ｂ：ほぼ達成できている。　Ｃ：達成できているとはいえない。　Ｄ：ほとんど達成できていない。

領域 重点目標 具体的方策 成果と課題

教育課程等に基づき、総合的な学習の時間におけ
る探究活動の充実に努め、継続的に望ましい活動
の在り方を研究する。

B

各学年においてそれぞれのコースの特性に応じ
て、適切な時期にガイダンスを行い、科目選択や進
路選択に必要な情報を提供し、適切な選択への一
助とする。

A

ＳＳＨ校として理数教育を推進し、科学を
極める探究心を育成する。

ＳＳＨの取組内容を精選し、課題研究の質を上げる
ことに努める。 B B

ＳＧＨ校としてグローバルリーダーの育
成を目指し、課題探究・解決力を育む。

昨年度のグローバルスタディーズⅠに引き続き、グ
ローバルスタディーズⅡ「アカデミックラボ」での課
題探究を通して、未来のグローバルリーダーに必要
とされる課題探究・解決力を育てる。

B B

学校評価システムを計画的・機能的に運
用し、教育の質の確実な向上を図る。

生徒による授業アンケートを活用し、自己点検を行
いさらに授業の質を上げ、授業の改善・充実に努め
る。

B B

個人情報保護の観点も踏まえ、セキュリ
ティを確保しつつ効果的な情報管理を推
進する。

生徒の個人情報の漏洩がないよう、校務システム
による成績処理上のルールを周知するなどその運
用を適切に行う。

B B

ＳＳＨを学校全体の取組と位置付け、各分掌・教科
が横断的につながる組織づくりを進め、日々の情報
交換や指導法の交流を行い、ラボの指導・評価方
法を作り上げていく。

B

アカデミックラボ担当者会議がほぼ全教科の教員
で構成されることを活用し、全校体制で課題探究に
取り組む。

B

学習と進
路指導

計画的な学習習慣を確立させ、学習意
欲を伸ばすとともに、質の高い探究型の
学力を育成する。

生徒が計画的に学習できるよう、教科主任会と連携
してシラバスを適切に活用する。総合的な学習の時
間における探究活動を適切に進める。

A

３年生においては、学習状況把握のため継続して
学習チェックカードを記入させ、さらなる時間の確保
とともに受験に向けても授業を大切にし、教科バラ
ンスを保ち質の高い学習を目指すようにさせる。

A

２年生においては、生徒個々の学習を考慮しなが
ら、教科バランス良く、知識・技能の習得・活用を目
指し、教科横断的な探究活動に取り組ませる。 A

１年生においては、授業を大切にすることを基本に
置き、学習内容の定着を図るよう指導する。各生徒
に学習時間チェックカードを記入させ、生徒の学習
状況を把握し、教科バランス良く、計画的・継続的
学習習慣の確立を促す。

A

グローバルな視点やチャレンジ精神を持
ち、主体的に高い進路目標を設定して、
達成しようとする強い志を育む。

３年生では、面談や進路学習等を通じて希望進路
に関して安易に志望を下げず、高い目標を掲げるよ
う促すとともに、その希望進路の実現に向けて具体
的な指導を行っていく。

A A

２年生では、与えられた課題に取り組むばかりでは
なく、自らの目標設定、それに向けての中長期的学
習計画の立案を促し、主体的に学習に取り組む姿
勢を培う。

A

１年生においても、面談や進路学習を通じて高い目
標を掲げるよう促すとともに、その実現にむけての
具体的指導を行う。

A

・授業アンケートの結果を十分に活用し授業改善に繋げていきます。
・現時点では、成績処理における校務システムの運用は適切に行えていますが、マニュアルの整備を行う必要があり
ます。
・ＳＳＨ担当者会議において、取組内容の成果、課題及び評価について検討をしています。校内の口頭発表会や京都
サイエンスフェスタにおいて、ルーブリックを用いて各発表の評価を試みました。学校全体として、さらに情報の共有
化、共通理解を深めていきます。
・ＳＧＨ担当者会議を開催し、情報共有を行い組織的にラボ運営に取り組んでいます。今後、さらに担当者会議を機能
的に運営していきます。

・教科担当者より年度当初にシラバスを配布し、１年間の学習の流れ・到達目標・評価方法等について説明を行い理
解をしてもらいました。
・ＳＳＬ（スーパーサイエンスラボ）については、１年次は論理的な表現力の育成、基本的な実験操作技術の習得、２年
次には課題研究活動、３年次には発表と論文作成に取り組みました。今後、各学年における目標や実施内容を精選
し、生徒が主体的に取り組める探究活動の在り方・進め方についての議論を一層深めていきます。
・アカデミックラボについては、今後、ポスタープレゼンテーションに向けた発表方法について詰めていく必要がありま
す。
・１年生では、ＳＨＲで毎朝学習時間チェックカードを点検し、日々の、また１週間単位での学習状況を把握し、学習習
慣の確立につなげる指導を行っています。
・２年生では、教科学習においても探究活動に取り組ませるさらなる工夫（授業改善）が必要です。
・２年生では、学習習慣の確立についての指導を継続するとともに、自律している生徒に対してはどのような指導の在
り方が適切であるかについて議論していきます。
・２年生では、２学期中間考査後からの「受験生への転換」指導をさらに強化し、中長期的視野に立った学習計画を立
案する指導を行います。
・３年生では、１学期の間は継続して学習チェックを行ないましたが、２学期からは自律を促し日々の学習チェックは行
わず、学習習慣の一層の定着の指導を行います。

・活動内容は充実してきていますが、より望ましい探究活動の在り方、教員の役割、評価方法については今後も継続し
て研究開発していきます。
・新しい教育課程の完成年度に向け、授業の講座展開、補習の開講講座、推薦・特色入試への対応など早期の具体
的調整、共通理解を深めていきます。
・科目登録説明会において大学受験制度・科目選択の在り方等について情報提供を行い、今後の学習・進路選択につ
いての意識付けを行いました。
・１年生については、４～７月における指導時間を十分にとり、今後の文理選択等と連動して体系的に進路設計への援
助を丁寧に行っていきます。
・大学入試改革が進む中で、正確な情報収集に努め、各学年生徒に適切な時期に適切な情報を定期的に伝えていき
ます。
・校内の課題研究発表会において、３年生全員が口頭発表することができました。また、代表者が京都サイエンスフェ
スタやＳＳＨ全国発表会にて研究の成果を発表しました。ＳＳＨ担当者会議で各取組を検討し、生徒へのアンケート調
査を実施しました。
・ＳＧＨ校として京都グローバルスタディーズⅠⅡⅢを教育課程内に位置づけ、計画に基づいて活動を進めています。
・各ラボで生徒の知的好奇心をくすぐる探究活動が行われており、課題探究、解決力が育てられつつあります。
・図書部としてアカデミックラボの活動に、蔵書や府立図書館から取り寄せた図書を提供するなど、探究活動に協力し
ています。

B

A

A

魅力ある
学校づく
り

嵯峨野高校の将来を見据え、京都こすも
す科専修コース、共修コース、普通科共
修コースにおける魅力と特色ある教育活
動の創造に一層努める。

ＳＳＨに係る研究開発体制をさらに改善
し、ＳＧＨについては指定２年目の事業を
円滑かつ組織的に進められるようにす
る。また、ラボの評価方法について研究
を行う。

組織とそ
の運営

B

B

B



領域 重点目標 具体的方策 成果と課題

国内外でのワークショップや海外研修等を有効活
用し、生徒の視野を広げ、チャレンジ精神を高め
る。

A

高大連携の活動への参加を積極的に促し、主体的
学びの意識を育成する。 A

各教科学習、総合的な学習の時間、特別活動の
他、様々な活動を通じて学部学科研究を深化させ
る。

A

時間を守る、所持品や個人の情報を責任をもって
管理する、等の指導を通じて生徒の自己管理力を
高める。

B

学校説明会や学校交流における広報委員会活動、
国際交流委員の活動やフィールドワークの機会な
ど外部と係わる諸活動を通して、公共心を高められ
るようにする。

A

ＳＨＲ・授業・学年アッセンブリーを通じて身だしなみ
や挨拶など社会上必要なマナーを身につけさせる。 B

学校祭を通じて計画・実行・評価の過程を経験させ
ることで生徒の参加意識・企画力・リーダーシップ力
を育成する。

A

３年生は、最高学年としての自覚と責任を持たせ、
体育祭や文化祭や各種委員会などの場面におい
て、後輩に対しての指導を積極的に行える生徒の
育成を図り、嵯峨野の良き伝統をさらにつくりあげさ
せる。

A

２年生は、生徒会活動、学校行事、部活動などの場
面で中核学年として、リーダーシップが発揮できる
生徒を育成する。また、文化祭における演劇のさら
なる質的向上を促す。

A

１年生は、学校行事やホームルーム活動に積極
的・主体的に取り組む姿勢を育む。特に学校祭や
研修旅行のフィールドワークについて生徒自身に活
動内容を計画・立案するよう促す。

A

人権教育の視点を踏まえ自他を尊重す
る態度や実践力を培う。

人権教育の学習内容のさらなる改善に取り組むとと
もに、日常の啓発により、自他を尊重しあえる人間
関係の構築を促す。

B B

支援を要する生徒への対応等、個々の
生徒の課題に向き合う指導を充実させ
る。

支援を必要とする生徒への早期対応、及びその生
徒の情報の共有に努め、必要な支援が行えるよう
にする。また、学校と保護者、ＳＣが連携し、個々の
生徒の課題に適切に対応できる体制を整える。

A A

講演会や講習会を通して、健康と安全、食育に対す
る意識を高める。 B

交通ルールの遵守を徹底し、自転車運転のマナー
の向上と安全に対する意識を高める。

B

保健美化委員会の活動を活性化し、大掃除の時の
徹底した清掃はもちろんのこと常日頃から校内美
化の意識が高まるよう努める。

B

教室環境整備・ゴミの分別・節電に取り組みエコに
関する意識を高める。 B

施設設備の維持管理及び危機管理態勢
の整備により安心安全な学校づくりを進
める。

各施設設備の使用に際しては、常に整理整頓を心
がける。 B B

・自転車運転のマナーに関しては一層向上させる必要があります。
・エコに関する意識については、自ら進んで取り組む意識を持たせる必要があります。
・ゴミの分別意識を高め、分別方法について検討を行っていきます。
・施設整備をより大切に使用するという意識を高めていきます。

・海外の交流校の生徒が来校した際に、「もてなす」ことを心がけたチャレンジをしています。
・文化祭期間中に開催したイングリッシュカフェの運営に関わることで、生徒の参加意識、リーダーシップの育成に取り
組んでいます。
・フィールドワークについては、生徒の興味関心に応じた選択ができるように、４つのコースに拡げて実施しました。夏
季休業を利用し、大学・研究機関を訪問し、研究現場での講義や施設等の見学を行いました。ラボ単位においても、大
学の研究室の訪問を随時、実施しています。
・学校説明会における受付、校舎案内等の広報委員の活動については、各説明会のアンケートでも参加者から高い評
価をいただくなど、社会の一員としてふさわしい振る舞いができました。
・委員長を中心に各種委員会が学校祭の計画・実行と運営に携わり、また、クラスでも委員や担当の生徒が積極的に
活動することで、生徒の参加意識は高まり、学校祭も無事終了することができました。各委員会で学校祭の評価を行
い課題となる点について改善につなげていきます。
・図書委員会が、文化祭において来校者への図書館公開等を実施しました。
・文化祭の舞台パフォーマンスにおいては，単なる模倣に終始することなく，各クラスがオリジナリティー溢れる取組を
行い、下級生に対して一定の刺激を与えることができました。
・文化祭において、生徒指導部・学年担当の計画的な指導に加え、外部講師の指導も効果的であり、演劇の質的向上
に一定の成果を収めることができました。
・各種委員会において、全生徒への情報伝達の徹底及び意見の集約・合意形成の方法について引き続き指導を行っ
ています。
・文化祭では生徒が主体となって、クラスでの協働を素晴らしいパフォーマンスとして発表することができました。この経
験を１月に行われるシンガポール研修旅行につなげていきます。
・前年度の総括を踏まえ、生徒の人権意識のさらなる向上を目指し、人権学習の内容改善に努めていきます。
・気づきの支援シートを作成し、生徒情報の共有し実際の指導にも役立てています。今後も一人ひとりに適切な支援が
できるよう努めています。

健康安全
と環境美
化

生徒指導
と特別活
動

B

各種行事や特別活動を通して、生徒の
参加意識・企画力・運営力を高め、リー
ダーシップが育めるよう、行事のより一層
の充実を図る。

自己管理能力を身につけさせ、マナーと
公共の精神を備え、社会の一員としての
意識を高める。

心身ともに健全な成長を図れるよう、健
康・安全に対する意識を高める。

校内美化の徹底により落ち着いた学習
環境を作るとともに、エコに対する意識を
高める。

B

学習と進
路指導
（続き）

広く社会との関わりにおいて学問研究の
意義を捉え、自らのキャリア形成と関連
づけた学びの姿勢を培う。

B

A

B

A

B



領域 重点目標 具体的方策 成果と課題

ライブラリーニュースの発刊等を通して、図書館の
積極的利用を勧め、読書習慣の形成に努める。 A

ＳＳＨ・ＳＧＨ事業等に関し、各教科と連携して、図
書資料等の整備・充実に努め、探究活動の支援及
び言語活動の充実を図る。 A

教職員の教科指導や研究活動に関し、資料・情報
の収集に努め、図書の供用や情報提供等、教職員
へのサポート機能の充実を図る。 A

教職員の研究活動を支援し、その成果をまとめ研
究紀要を発刊する。

ＳＳＨスーパーサイエンスラボ、ＳＧＨアカデミックラ
ボの課題探究において、大学等と連携、共働するこ
とで、教育活動の質を高めていく。 A

ユネスコスクールとして、海外の学校とのネットワー
クを活用し、より国際的な教育活動を行う。 B

中学校における進路学習会、中学校訪問、学校説
明会等を通して、また、ホームページの充実により
本校の教育活動に係る広報を行う。 A

教職員の
資質向上

質の高い授業づくりを目指し、指導力向
上のため、研修や自己研鑽機会の充実
を図る。

研究授業や公開授業の機会を設定し、授業改善に
つなげる。また、新教育課程における実践を深める
ため、教育委員会主催の研修会に参加するととも
に校内研修を実施する。

B B

国際舞台で創造的リーダーシップを発揮
できる研究者を育成するために有効な教
育方法の研究開発を行う。

自主性・国際性・自己肯定感を持たせることにより
リーダーシップを備えた人の育成を目指し、外部発
表会や国内外の学校交流を推進する。

B B

・ライブラリーニュースなどを定期的・計画的に発行しています。
・ＳＳＨ、ＳＧＨ事業関連図書の充実により、生徒の探究活動に活用することができています。
・探究活動関連の図書を一括して陳列したり、府立図書館から探究テーマ関連の図書を取り寄せるなど、探究活動を
積極的に支援しています。'
・研究紀要については、今後、編集・発刊作業を行う予定です。

・ＳＳＬ（スーパーサイエンスラボ）については、大学の研究室と協働で研究を行っています。
・アカデミックラボについては、各ラボが様々な大学の研究室と連携しながら探究活動を進めています。  京都大学と連
携して、「探究」の手法や評価について研究しています。
・学校説明会には多くの参加者があり、本校への関心の高さとアンケートでは一定の評価をいただいています。今後、
参加者がさらに増えた場合の説明会の運用方法を検討する必要があります。
・４月からＨＰやブログについて多くの回数更新することができました。

・府教育委員会主催の研修会（指定教科等）に参加し、新学習指導要領の趣旨の再確認とアクティブラーニングの効
果的な活用方法等について情報共有することができました。
・研究授業、公開授業の設定については、多くの参観者が教育実践の交流ができるように、さらに日程調整を工夫する
必要があります。
・学校交流や外部発表会を通して生徒の自主性が身につきつつありますが、様々な活動に自信を持ち発表をするため
の仕掛けをしていく必要があります。

メデイア
の活用

教育活動や教員の調査・研究活動にお
ける拠点として学校図書館の機能や役
割の充実を図る。

家庭・地
域社会と
の連携と
広報活動

広報活動を充実し、開かれた学校づくり
を進めるとともに、保護者・地域・大学・
企業等関係機関や海外の学校との連
携・共働による教育活動を推進する。

A

A

A

B

A


