
 

 

府立高槻北高等学校 

校長  長井 勘治 

平成 24 年度 学校経営計画及び自己評価 
１ めざす学校像 

「３年間で生徒が伸びる高校、先生をめざすなら高槻北高校」を標榜しつつ、生徒一人ひとりの高校生活の充実と、学力の向上･進路目標の実現を図る教育

を進めるため、「北高チャレンジプラン（生徒の３年間を見据えた学校運営計画）」を作成することを通して、以下の４点についての学校像の実現をめざす。 

１ すべての生徒が 3年間で学力をより一層向上させ、進路希望を実現する学校 

生徒一人ひとりが、自ら「教わり育つんだ（教育）」という意識を確立させ、主体的学習習慣の定着を図ることができるよう、教師が積極的にサポ

ートする中で、すべての生徒の学力向上と進路目標の実現を図る。 

２ 充実した学校生活を送り、「行って良かった」と思える学校 

学校行事･部活動･校外活動・地域連携行事等、あらゆる場面で生徒自らが積極的･主体的に参加することで、自律性・協調性の育成を図る。 

３ 学校運営体制を改善し、教職員が積極的に学校教育活動・学校改善に取り組める学校 

あらゆる学校教育活動における課題の改善を積極的に推進することを目指して、学校教育活動におけるＩＣＴ化の推進や校内組織･制度の見直し等

により、職務のスリム化・平準化を図る。 

４ 保護者・地域等と連携し、共に生徒の主体的成長をサポートできる学校 

あらゆる機会を通じて保護者・地域との連携を図ると共に、情報発信の積極化を図る等、地域に根ざした学校作り、開かれた学校作りを推進する。 

２ 中期的目標 

１ 学力・進学保障－生徒のモチベーションを向上させ、学力の向上と進路目標の実現を図る 

（１）教志コース（教員養成系コース）を定着させる。 

  ア 1年生に対して、コースの意義・目的や具体的学習内容等の理解を図り、正しく選択することができるような指導方法を定着させる。 

  イ 2年生から開設する専門科目の内容や具体的運営方法について、充実した芸術科の施設・設備の活用を含めて内容の充実を図るともに、クラス 

編成・時間割編成に向けての方策を確立させる。 

  ※ 教志コースを含めて、志高く(高校での目標を持って)入学してきた生徒の割合を 50％以上にする。 

  ※ 平成 24年度入学生のうち、コース選択生徒の卒業時の満足度を 80%以上にする。 

（２）学力向上・進路目標実現のための３年計画（「北高スタンダード」）を構築する。 

  ア 教科ごとに教科・科目の目標・到達度を設定する。 

  イ 授業の相互見学制度を導入し、教科教育力の向上を図る。 

  ウ 積極的に上位校を狙う生徒や遅進生徒に対する取組の現状を集約し、対象生徒の立場に立って取組をコーディネートする（エと連動させる）。 

  エ 北高スタンダードの構築：学力向上・進路目標実現に向けた取組を３年計画に落とし込み、それぞれの取組についての意義・目的、目標につい 

て生徒・保護者に周知する。 

  ※ 生徒向け学校教育自己診断における学力向上・進路目標実現に向けての生徒の努力度を「よくあてはまる」、「あてはまる」で 70％以上とする。 

※ 生徒向け学校教育自己診断における平日の家庭学習時間を１年生 40分以上、２年生 40分以上、３年生 80分以上とする。 

（平成 23年度はそれぞれ 36分、33分、67分） 

※ 進学実績について、平成 26年度までに国公立・関関同立・産近工龍（工は大工大）レベル以上の合格者の割合を 65％以上とし、関関同立レベ 

ル以上の合格者の割合を 25％以上とする。 

２ 学校生活－規範意識の高揚を図り、安全・安心な学校生活を送ることのできる学校作り 

（１）規範意識の高揚を図る－遅刻、服装、頭髪、装飾品、自転車乗車マナー等。 

（２）安全・安心で意欲的な学校生活を推進する－あいさつ指導、環境(学習・生活)整備。 

（３）行事・取組等の生徒主体化を図る。 

   ※ 生徒向け学校教育自己診断における高校生活における満足度を「よくあてはまる」、「あてはまる」で 85％以上とする。 

３ 学校運営－プロとしての教員集団として組織化し、機動力のある学校運営を行う 

（１）生徒の３年間を見据えた学校運営計画「北高チャレンジプラン」を構築する。 

（２）実務提要作成－学校内規を全面的に見直し実務提要化するとともに、それに関連する資料を電子データで管理する。 

（３）ＩＣＴ先進校化－校務運営システム（府教委）と校内ＬＡＮを最大限活用して生徒情報総合管理システムを構築し、校務運営の効率化を図る。 

（４）新任・若手教員に地元の小中学校などでの研修を通して、力量の向上を図る。 

   ※ 「北高チャレンジプラン」と実務提要を今年度完成させ、ＩＣＴは来年度完成させる。その後の改善は継続する。 

（５）教志コース導入、教育課程改編、教科教育力の向上などを視野に入れた施設設備の改善・教材教具の充実を図る。 

４ 学外連携－保護者・地域から信頼され、連携して共に生徒の成長をサポートする 

 （１）広報活動の強化－学校説明会・ホームページ・メールマガジン・北高 NOW等を通して、本校の取組の周知を図る。 

（２）地域連携の取組の定着・推進－地域行事への参画、北高スポーツ教室の実施等を通して、より一層地域からの信頼を高める。 

   ※ それぞれの取組を継続するとともに、各取組の内容の充実を図る。 

※ 北高スポーツ教室の参加者数を 200人以上（昨年度は 160人）、満足度を 90％以上とする。 

 

【学校教育自己診断の結果と分析・学校協議会における提言内容】 

学校教育自己診断の結果と分析［平成 年 月実施分］ 学校協議会における提言内容 

  



 

 

府立高槻北高等学校 

校長  長井 勘治 
 

３  本年度の取組内容及び自己評価 

中期的 

目標 

今年度の 

重点目標 
具体的な取組計画・内容 評価指標 自己評価 

学
力
・
進
学
保
障 

(１) 教志コースの

定着 

ア コースの意

義・目的や具体

的学習内容等

の理解 

イ 専門科目の

内容や具体的

運営方法の構

築とクラス編

成・時間割編成

に向けての方

策の確立 

(２)「北高スタン

ダード」の構築 

ア 教科・科目の

目標・到達度の

設定 

イ 授業の相互

見学制度の導

入 

ウ 進学対策・学

力向上委員会

の設置 

エ 北高スタン

ダードの構築 

（１） 

ア・教志コース長を平成 23 年度内に任命し、教志コースＰＴ 

メンバーと共に 1 年生(36 期生)に対するコース選択に向 

けての取組の具体について計画し、実践する。 

イ・教志コースＰＴメンバーがそれぞれ担当する専門科目の 

内容や具体的運営方法を構築する。 

 ・教務部員により、クラス編成・時間割編成に向けての方 

策を確立する。 

（２） 

ア 教科ごとに教科・科目の目標・到達度を設定する。 

イ 授業の相互見学制度を導入し、教科教育力の向上を図る。 

ウ 積極的に上位校を狙う生徒や遅進生徒に対する取組の現

状を集約し、対象生徒の立場に立って取組をコーディネー

トする。 

エ 北高スタンダードの構築：学力向上・進路目標実現に向

けた取組（下記①～⑧等）を３年計画に落とし込み、それ

ぞれの取組についての意義・目的、目標等について生徒・

保護者に周知する。 

① 各教科・科目の目標・到達度             

② 定期考査・学力生活実態調査・模試 

③ Ａ・Ｂ講座・チャレンジ合宿等の補習・講習 

④ 懇談（生徒・保護者・三者・クラス・学年） 

⑤ 科目・コース選択説明会・進路別説明会・大学見学 

⑥ 担任会・拡大学年会・教育相談委員会 

⑦ 追認関係・判定会議 

⑧ 目指す学習環境のための教室環境と授業規律の確立 

（１） 

・平成 25年度入学生のアンケート結果

における、目標(教志コースを含む)

を持って受検した生徒の割合を

50％、平成 26年度は 60%にする。 

 

 

（２） 

・生徒向け学校教育自己診断における

平日の家庭学習時間を１年生40分以

上、２年生 40分以上、３年生 80分

以上とする（平成 23年度はそれぞれ

36分、33分、67分）。 

・進学実績について、平成 26年度卒業

生までに、国公立・関関同立・産近

工龍（工は大工大）レベル以上の合

格者の割合を 65%以上に、関関同立レ

ベル以上の合格率を 25%以上にする

ための施策を構築し、実施する。 

家庭学習時間の増加 

モチベーションの向上 

 

学
校
生
活 

(１)規範意識の

高揚 

 

 

 

 

 

 

(２)安全・安心で

意欲的な学校

生活の推進 

（１） 

・日常の指導や生徒指導強化キャンペーン、および保護者へ

のメールマガジン等を活用すると共に、一か月で３回以上

遅刻した生徒に対する指導を行うなど、頭髪、装飾品も含

めた規範意識の高揚を図る。 

・年度当初や生徒指導キャンペーン及び外部機関を活用して、

自転車乗車マナーの向上を図る。 

・生徒の帰属意識の高揚と学校アピールのためマスコット作成。 

（２） 

・教室・廊下などの清掃活動の徹底。 

・安心・安全で充実した学習環境・生活環境を確保するため、 

安全点検を定期的に行うと共に施設・設備の改善を図る。 

・トイレの改修（学校評価アンケートでの要望が最も多い） 

・全教職員・生徒があたり前に挨拶ができるよう、集会や朝

の正門など、あらゆる機会を活用して指導する。 

（１） 

・遅刻者数を 1 日平均 40 回（平成 22

年度は 48回）以内にする。 

・生徒向け学校教育自己診断における

高校生活における満足度を 85%にす

る（平成 23年度は 80%）。 

 

 

（２） 

・保護者向け学校教育自己診断におけ

る挨拶をしている生徒を 60％以上に

する（平成 23年度は 55%）。 

・生徒向け学校教育自己診断における

学習環境・生活環境の満足度を 50%

以上にする（平成 23年度は 41%）。 

 

学
校
運
営 

(１)「北高チャレ

ンジプラン」の

作成 

(２)実務提要作

成 

 

(３)ＩＣＴ 

先進校化 

 

 

 

(４)新任・若手教

員の力量向上 

 

(５)施設・設備の

充実 

（１） 

・「北高チャレンジプラン（生徒の３年間を見据えた学校運営

計画）」を分掌用､教職員用､生徒・保護者用として作成する。 

（２） 

・学校内規を全面的に見直し実務提要化するとともに、それ

に関連する資料を電子データで管理する。 

（３） 

・・校務運営システム（府教委）と校内ＬＡＮを最大限活用し

て生徒情報総合管理システムを構築し、校務運営の効率化

を図る。今年度は双方の互換性を確認すると共に、必要度

の高いものからプログラミングを行う。 

（４） 

・新任・若手教員の力量向上を目指して、校内研修・小学校

に出向いての研修・高槻島本地区新任研修・教育センター

のパッケージ研修などを実施する。 

（５） 

・日常的な生徒情報の共有、教員間の意思疎通の深化を目指 

しての職員室改造。 

・芸術系教育の充実のための施設設備・教材教具の活用（昨 

年度中期計画推進費にて導入） 

（１）（２） 

・完成度 

 

 

 

 

（３） 

・来年度完成を見据えての 

進行状況 

 

 

（４） 

・新任・若手教員の振り返り 

 

学
外
連
携 

(１)広報活動の

強化 

 

(２)地域連携の

取組の定着・推

進 

（１） 

・学校説明会・ホームページ・メールマガジン・北高ＮＯＷ

等を通して、本校の取組の周知を図る。 

（２） 

・地域行事への参画、北高スポーツ教室の実施等を通して、

より一層地域からの信頼を高める。 

・食堂の地域連携活用（講演会・地域の会合等）・放課後活用

（自習室・ミーティングスペース等）を目的として、椅子を 

背もたれ付きに交換する。 

（１） 

・学校説明会－回数、参加者数、アン

ケートによる満足度 

・ホームページ・メールマガジン・北

高ＮＯＷ－更新・発行回数 

（２） 

・スポーツ教室－種目数、参加者数・

それぞれの取組を継続するととも

に、各取組の内容の充実を図る。 

 

 


