
本年度学校経営の重点（短期経営目標）

（１） 様々な学びの方法により、生徒が自ら学ぶ意欲を喚
起する授業を実践し、学ぶことの楽しさを実感して、主体
的に学ぶ生徒を育てる。

（２） 社会との関わりの中で高い志を持ち、何ごとにも
チャレンジする生徒を育てる。

（３） 教職員は多面的な指導を行い、自ら高い進路目標を
定め、実現に努める生徒を育てる。

（４） 全校体制でＳＳＨとしての取組を実施し、探究心や
独創性を育てるとともに、ＳＧＨで培った社会性と国際性
を豊かにする教育をさらに盤石なものにし、国際的に活躍
できる生徒を育てる。

（５） 京都はもちろん日本の伝統や文化を理解し、体現
し、それらを世界に発信できる生徒を育てる。

（６） 日々の生活において自己管理ができ、社会の動静に
関心を持ち、主体的に判断し行動できる意識の高い主権者
となる生徒を育てる。

（７） 特別活動は生徒の主体的な活動の場とし、様々な場
面でリーダーを育て、活気ある学年及び学校集団を創る。

（８） 学校の様々な魅力をあらゆる機会や手段を用いて広
く伝え、府民から選ばれる学校作りを目指す。
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学校経営方針（中期経営目標） 前 年 度 の 成 果 と 課 題

◇　「和敬」・「自彊」・「飛翔」を
教育の柱に据え、志を持って人生を主
体的に生きる生徒を育て、国際社会の
さまざまな分野でリーダーとして貢献
できる人材の育成を目指す。

◇　高いレベルでの自己実現を希求
し、主体的に学ぶ姿勢と高みに挑む
チャレンジ精神を備えた生徒の育成を
図る。
　
◇　豊かな人間性の育成と高い学力の
伸長を図る。

◇　生徒・教職員が一体となり、社会
の教育力を有効に活用しながら
Sagano Dynamicsを推進する学校づ
くりを進める。

①　新しい学びの手法が各教科で実践され、主体
的・対話的で深い学びを意識した授業に移行し、
学力向上につながっている。今後はICT環境を整え
てより効果のある授業を実践していくことが本校
の課題である。

②　SGHの研究指定が終了したが、嵯峨野高校と
しての課題研究のあり方が確立され継続をはかる
こととした。しかし、予算面で厳しい状況にある
ので、個々の事業計画を経費の節約の観点で見直
しながらさらに発展させていくことが課題であ
る。

③　進路についてはより高い志を持ち、高い目標
に挑戦した生徒が増加した。今後も、様々な教育
活動を通じてより高い志を醸成する。

④　とこのは祭など多くの特別活動を生徒の主体
的な活動の場とすることができた。今後も生徒会
をはじめ、多くの委員会活動を主体的活動の場と
して活性化させていく。

⑤　生徒募集に係る取組において本校の魅力を発
信することができた。今後は様々な手段で広く府
民へ嵯峨野高校の魅力を伝え、広報することが望
まれる。

Sagano Dynamics: the way in which 
things or people behave and react 

to each other



評価領域 重　点　目　標 具　体　的　方　策 成　果　と　課　題

様々な学びの方法により、生徒
が自ら学びたいと思う授業を実
践し、学ぶことの楽しさを実感
させる。

生徒が主体的・対話的に学ぶことのできる授業
を展開するため、教員研修、研究授業、授業公
開を行うことで、課題研究の手法やＩＣＴを広
く活用し学校全体で実践例の共有化を図る。 Ｂ

日本の伝統や文化を理解し、世
界に発信できる生徒を育てる。

国際交流や探究活動、授業や校外学習等あらゆ
る機会を通して多様な観点から日本の伝統や文
化への理解を深め、それらを自信をもって発信
する力を育成する。 Ｂ

ＳＳＨ、ＳＧＨの成果を融合し、教科を超えて
共有していくとともに、課題探究成果発表会や
報告会を通して広く普及を図る。 Ｂ

学校全体で課題研究を推進するため、卒業生Ｔ
Ａやボランティアの活用を進める。

Ｃ

課題探究活動や海外研修等の成果を多様化する
大学入試への指導等に活かせるよう、教職員間
で情報を共有する。 Ｂ

評価

魅力ある
学校づく
り

Ｂ

（成果）
・主体的・対話的な学びを通して、学ぶ意義を明確にしたり、よ
り深く思考する活動が多くの教科で行われた。
・シンガポール研修旅行での探究活動や国内外での人的交流活動
をとおして、生徒に他文化理解だけでなく、自文化理解・他者及
び自己理解につながる機会を与えられた。
（課題）
・知識や技能を習得させる従来の手法の利点を生かす。
・創意工夫のある授業やICTを活用した授業、課題研究の手法等を
教職員全体でさらに共有する。
・生徒の「発信する力」が育っているのかどうかを可視化する。

組織とそ
の運営

全校体制でＳＳＨ、ＧＬＩ（グ
ローバル・リーダーシップ・イ
ニシアティブ）を円滑に実施
し、本校教育の基盤をさらに盤
石なものにする。

Ｂ

（成果）
・SSHにおいて全教員を研究協力者とし、SSH、SGHの開発成果
を他の府立高校に普及することができた。
・ＳＳＨでは卒業生TAやボランティアを活用することができた。
（課題）
・探究活動と教科の学習内容との関連が学校全体で共有できるよ
う成果発表会や研修会を活用する。
・今後、卒業生TAやボランティアのデータベースを作成したり、
活動の様子をホームページで紹介することで情報の共有化を進め
る。
・ＧＬＩの目的や全体構想をより明確にして教育効果を高める。
・国公立大学推薦入学で好結果を教職員間で共有し、今後の指導
に生かす。

評価基準
　Ａ　充分達成できている（目標以上の成果が得られた）　　　Ｂ　ほぼ達成できている（ほぼ目標どおりの成果が得られた）
　Ｃ　達成できているとはいえない（成果が不十分である）　　Ｄ　ほとんど達成できていない（ほとんど成果がない）



評価領域 重　点　目　標 具　体　的　方　策 成　果　と　課　題

ＳＳＨ、ＳＧＨを中心としたこれまでの高大接
続の内容をデータベース化し、より一層効果的
な高大接続を図ることにより、生徒のキャリア
発達を促進する。

Ｂ

進路ガイダンスや進路関係の会議等を通して、
難関大をはじめとする高い進路目標に向かって
努力する生徒集団を育成する。 Ａ

大学入学共通テストにおける記述式問題、英語
４技能評価を意識した授業改善を行い、定期テ
ストや模擬試験を用いて学力分析を行う。 Ｂ

新学習指導要領に基づく教育課程の検討を開始
する。

Ｂ

規則正しい生活を実践し、生活全般において自
律した思考や行動がとれる力を育成する。 Ｂ

人権教育・主権者教育などを通じて、社会事象
を直視し、校是を踏まえた上で、問題解決に取
り組む姿勢を育成する。

Ｂ

特別活動は生徒の主体的な活動
の場とし、リーダーを育て、活
気ある集団を創る。

クラスや部活動、生徒会活動や部活動、学校行
事において自らが計画立案し、一致協力し、み
んなの協働のもと目標が達成できるよう取り組
む力を身につける。

Ｂ

心身両面において支援の必要な個々の生徒の
ニーズに対応し、健やかな学校生活を送らせ
る。 Ａ Ｂ

保健美化委員会の活動をより活発化し、全生徒
がゴミの分別、節電等に取り組み、校内美化に
関する意識や環境への配慮ができるよう努め
る。

Ｂ

評価

健康安全
と環境美
化

自ら健康管理ができ、落ち着い
た学習環境を作ることのできる
生徒を育てる。

（成果）
・支援の態様が多様化する中、丁寧に対応することができた。
・保健美化委員会は、2回の環境美化週間の実施・大掃除や体育祭
における係分担に取り組み、各クラス委員を中心に生徒主体で環
境整備にあたった。
（課題）
・心身両面において支援の必要な生徒に対し、学年部とも連携
し、迅速、かつ適切な対応を今後も行う。
・さらなるゴミの分別減量化、省エネの取組を進める。

生徒指導
と特別活
動

生活全般において自己管理がで
き、身近な事柄や社会の動静に
関心を持ち、主体的に判断し行
動できる意識の高い主権者を育
てる。

Ｂ

（成果）
・研修旅行委員の活動の幅を広げるなど、各行事を生徒中心に運
営させる体制を整えてきた。
・生徒会や各委員会活動が様々な行事において主体的に参画する
ことで生徒が積極的な姿勢が見られた。
・年度初めに人権について考えるための新たな資料集を作成し、
年間を通して取り組む起点とすることができた。
（課題）
・生活面において大きく崩れていないが、課題のある生徒に対し
て継続してサポートする。

学習と進
路指導

生徒は志を持ち、高い進路目標
を主体的に定め、自ら努力し、
教職員はその実現を図るよう努
める。

Ｂ

（成果）
・全教科で探究活動に取り組む体制を整えることができ、生徒自
身が目標に向けて自己実現するための支援を行うことができた。
・高い進路目標をもち、努力している生徒が多くなった。
・生徒が進路を考えるきっかけとなるきめ細かい進路ガイダンス
を実施することができた。
・大学入試に向けた出願指導において、全校で一致した指導を行
い、多くの生徒が難関大をはじめとする進路目標を最後まで貫く
ことができた。
（課題）
・引き続き教科間や分掌間の連携をさらに密に行い、全校挙げて
の取組を推進する。
・学習指導要領改訂の方針や大学入試共通テストの目的を意識
し、学力の３要素をバランスよく評価する入試への対応を主眼に
据えながら、校内での情報共有や進路指導体制の充実を図る。
・次年度中に教育課程の原案を作成する。



評価領域 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や各種の企画展示
等を通して、図書館の積極的利用を勧め、生徒
の自発的・主体的な読書習慣の形成に努める。 Ａ

図書館と各教科が連携して、図書資料等の整
理・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

各分掌・教科の連携のもとSaganoブログのタ
イムリーな更新を継続する。

Ａ

特別活動や各種協働学習など生徒が主体的に活
動する場面を校内外に発信し、スクールアイデ
ンティティの構築に寄与する。

Ａ

志願者確保の観点から各種広報チャンネルの充
実・淘汰を図る。

Ｂ

学校関係
者評価委
員会によ
る評価

次年度に
向けた改
善の方向
性

■新学習指導要領の趣旨に沿いながら進路実現が可能な教育課程の編成に取り組む。特に、ＩＣＴ活用や探究活動、特別活動、部活動、長期
休業中の活動との関連を図りながら生涯にわたって主体的に学ぶ姿勢を身に付けさせる工夫を図る。
■進路指導については、教職員が創意工夫を凝らしながら教科・分掌間の連携をより緊密し、高い志を持って自らチャレンジし、成果からは
自信、課題からは新たな行動が生み出される学習集団作りを図る。
■あらゆる場面でコミュニケーション活動を重視し、生徒が協働して取り組むことで、相手を尊重しながら主体的に判断する機会を増やす。
■スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）や本校独自のプログラム「グローバル・リーダーシップ・イニシアティブ（ＧＬＩ）」をより
体系化し、あらゆる教育活動の効果を高める。

評価

家庭・地
域社会と
の連携と
広報活動

学校の魅力を様々な機会や手段
を用いて発信する。

Ａ

（成果）
・校内外の取組ごとにタイムリーなブログの更新をすることがで
きた。
・学校説明会等で生徒広報委員が活躍し、本校の魅力を伝えるこ
とができた。
（課題）
・広報内容と機会を精選し、情報メディア等をより効率的に使っ
た展開を行う。
・芸術文化展や授業で制作した作品の展覧などの取組以外に、
「校内外へ発信」できるものをさらに工夫する。
・ＳＳＨ活動に主体的に取り組む生徒の様子をさらに広報する。

■ＳＳＨに加えて、ＳＧＨの後継としてのＧＬＩを立ち上げ、ＳＧＨ後も継続して探究活動も盛り上げていこうという努力が感じられる。予
算面でも大変であると思うが、創意工夫による取組を期待する。家庭・社会との連携、メディアの活用、広報活動については、わかりやすく
嵯峨野高校の良さが見えている。ＩＣＴの活用を試みるなど、働き方改革等への有効的な対応を今後もされたい。
■嵯峨野高校は、意識の高い生徒が集い、保護者の満足度は高く評価されている。このことは、教職員の皆様の取組の成果であると思う。活
発な活動の中で、学習活動だけでは得られにくい実際的な生きる力を体得していけるように、今後も御指導をお願いする。
■卒業生も、各方面で活躍されている。生徒の励みとなるように活躍を紹介するなど活用されてはどうか。

メデイア
の活用

教育活動や教職員の調査・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。

Ａ

（成果）
・探究活動に関する多様な企画展示を行い、生徒の学習意欲を喚
起したり、各自で学習や取組のペースを決めさせたりすることが
できた。
・授業で図書館が利用される際、単元の冒頭に図書館からガイダ
ンスをするなど、教科指導との連携ができた。
・小論文指導に向けた資料の充実や、受験指導における個別対応
時に図書館を活用し、多様な大学入試に向けた教員側の指導体制
を円滑に進めることができた。
（課題）
・今後も引き続き生徒の自己調整学習などにつながる工夫を展開
する。
・生徒の「自発的・主体的な読書習慣」の形成の向けた工夫を行
う。


