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教育局 -

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　生徒数の状況（平成２６年４月１日現在）

１年 ２年 ３年 小計 合計

　 7 7 7 21 21

男 134 135 136 405 405

女 146 144 143 433 433

学級数

生徒数

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退
職手当相当額が含まれています。
（注２）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注３）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合がありま
す。

業務運営進行表

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

　　全日制の課程　普通科

所属 http://www.yamato-h.pen-
kanagawa.ed.jp

所属のホームページ

大和高等学校

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

274 23 7,329 16,725 9,454 33,531

188 28 38 33 24 6 128

1,840 1,791 48 1,840

2,301 1,842 7,415 16,758 9,478 6 35,499

項目 (再)配当額

事業費 28,234 871 7,427 13,190 6,120 626 28,234

維持管理費 21,549 1,672 3,800 5,891 8,097 2,089 21,549

計 49,783 2,542 11,228 19,081 14,218 2,715 49,783

159,700 108,017 163,259 112,762 543,738

162,242 119,245 182,339 126,979 2,715 593,521

△ 160,400 △ 111,830 △ 165,581 △ 117,501 △ 2,709 △ 558,022

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

諸収入

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 57 57 57 57

上記以外の職員 32 33 35 35

計（人） 89 90 92 92

配置職員数

http://www.yamato-h.pen-kanagawa.ed.jp/
http://www.yamato-h.pen-kanagawa.ed.jp/


２　年間行事予定

３　進路の状況

平成26年 平成25年 平成24年

280 275 240

４年制大学 229 217 202

短期大学 4 4 3

専門学校・各種学校 15 12 12

就職 1 0 0

その他・進学準備等 31 42 23

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

１　平成26年度の学校目標

学力向上進学重点校として「読
解力」の視点から授業の質的転
換・向上を図り、生徒自身の自
ら学ぶ力を育成し、基礎学力の
定着と発展的な学力の伸長をめ
ざす。

○学力向上進学重点校として研究の還元と検証
を進め、学校目標の実現を図る。

○学力向上進学重点校として３年次の発展的学
習内容への移行に向けて、本校生徒の学習状況
の実態の把握に努め、円滑な教育活動が図れる
よう組織的な教科指導体制の確立を目指す。

○公開授業や授業研究等
を全体的な取組として実
施することができたか。
○本校生徒の実態に即し
た自学自習の定着を図る
ため、学年・教科等との
連携のもと組織的に適切
な対応を図ることができ
たか。

○生徒一人ひとりの進路を保障
する教育課程を編成する。

○３学期制の充実に向けて検
証・改善を進める。

○新教育課程の実施・検証を進め、教育課程の
一層の充実を図る。

○３学期制の充実に向けた課題点を学年、グ
ループ等より集約し改善を進める。

○学力向上進学重点校と
して現状の課題の改善に
向けた教育課程の編成に
着手できたか。
○年間行事予定を再点検
して、組織的・効果的な
学習環境の整備に努めら
れたか。

生徒一人ひとりの人間的な成長
と心ふれあう教育を推進する。

定期的な全体ケース会議を定着させ、生徒一人
ひとりに必要な支援を適切に行うための体制作
りを目指す

○定期的な全体ケース会
議を開催し、生徒ひとり
一人の情報が共有できた
か。
○生徒一人ひとりに適切
な支援を行う体制作りが
できたか。

卒業者数

進学

学校目標
取組の内容

具　体　的　な　手　立　て 評価の観点

４月　始業式、入学式、スタディーサポート（１・２年）、新入生歓迎会、社会見学、面談週間
５月　体育祭、進路状況説明会（３年）、１学期中間試験
６月　働くことについての学びの講演会（１年）、校内実力模試（３年）
　　　ＴＯＥＩＣまたはＴＯＥＩＣ－Ｂｒｉｄｇｅ（３年）
　　　学年懇談会・進路講演会（１・２・３年）、生徒会本部役員選挙、修学旅行事前学習会（２年）
　　　大学説明会（３年）、大学学部・学科説明会（２年）、選択科目説明会（１，２年）
７月　１学期期末試験、校内実力模試（１・２年）、球技大会、夏期講習、進路講演会（１年）、
　　　部活動合宿、大学知的体験プログラム説明会（２年）
８月　保護者面談、部活動合宿、夏期講習
９月　文化祭（６日・７日）、センター試験説明会（３年）、芸術鑑賞会
　　　ＴＯＥＩＣまたはＴＯＥＩＣ－Ｂｒｉｄｇｅ（１・２年）
10月　開校記念日（１日）、２学期中間試験、修学旅行（２年）、校内実力模試（３年）、
　　　学校説明会（25日）ＩＢＭ知的探訪（1年）
11月　進路講演会（１・２年）、学校説明会（９日）、健康教室（１年）
　　　ＩＢＭ知的探訪（１年）、音楽発表会・作品展、学年懇談会（１・２年）
12月　２学期期末試験、球技大会、大学受験直前特別講座（３年）、進路講演会（１年）
１月　大学受験直前特別講座（３年）、百人一首大会（１年）、校内実力模試（１・２年）
３月　卒業式、３学期期末試験、球技大会、修了式

　



２　平成26年度の学校目標の評価

○進路の手引きをはじめ、スタディサポートや校内実力模試の事前事後指導を活用し、自宅学習を促した結果、自
学自習の定着を図ることができた。

「教育目標・教育方針・中長期的な方針など」
21世紀を生き抜く、知・徳・体ともにそなえた円満にして実践力のある人材を育成する。
○確かな学びの実現……自身の自ら学ぶ力を育成し、基礎学力の定着と発展的な学力の伸長を実現する。
○豊かな人間性の育成……個性を自覚し、これを伸ばすとともに、責任を果たし他への尊敬と協力を惜しま
ず、高い品性をもつ人間を育む。
○生徒一人ひとりの進路実現……卒業後までを見通したキャリア教育を充実させ、進路実現を支援する進路
指導を推進する。
○地域に根ざし、貢献する学校づくりの推進……地域との交流を深めるとともに、生徒、保護者、中学生及
び地域の方や県下に、本校の教育活動の情報を発信する。
○信頼される学校づくり……安全・安心な教育環境の整備と教育活動の充実・改善の努力を継続する。

生徒、保護者、中学生及び地域
の方や県下に、本校の教育活動
の情報を発信し、地域に根ざ
し、貢献する学校づくりに取り
組む。

○保護者や地域の方と協働・連携した教育活動
を展開する。

○ホームページ等の一層の充実を工夫する。

○学校説明会、公開授
業、研究発表会等を行
い、保護者・中学生・地
域・県下に本校の教育活
動の情報を発信し、開か
れた学校づくりを推進で
きたか。
○情報発信の中核として
のホームページの改善が
図れたか。

○教職員の不祥事の発生をゼロ
とするためのプログラムを作成
し、確実な実施、検証、評価を
行う。
○災害発生時のさまざまな場面
に対応できる体制を整備する。

○OJTを計画的・組織的に展開する。
○防災マニュアルの更新・改善を推進する。
○PTAと連携し備蓄を推進する。
○防災訓練の充実を図り、日頃からの防災意識
の確立を目指す。
○避難場所の適切な運営を目指し、大和市及び
自治会等との連携を推進する。

○定期的に職員会議等を
通じてOJTを計画的・組
織的に展開することがで
きたか。
○PTAと協働し防災に向
けた体制の構築が図れた
か。
○休日における部活動等

○学力向上進学重点校として生徒のニーズに応え、効率的・効果的な学習につながるよう教育課程（平成
28年度入学生より実施）の改善を図ることができた。今後は、それを生かす３年間の学習指導計画の研究
を進める。

○３学期制への移行は概ね有効な成果をあげた。今後も検証に努め、一層を充実した教育活動の展開を工
夫する。

○定期的な全体ケース会議は定着し、情報の共有化という観点で大変有効なものとなっている。今後も多様化する
生徒に対して、気軽に相談ができる環境づくりを推進するとともに、カウンセラーの来校日の増加に向けて関係機関
に粘り強く働き掛けていく。

○「いじめ防止対策会議」の設置によりいじめの早期発見・早期解決につながった。今後も根絶をめざし、「いじめ防
止対策会議」の活動を一層推進する。

○教育活動全体で「いのちの授業」を展開し、他者を思いやり、自分を大切にする心を育むことができ
た。

○総合的な学習の時間「IBM知的探訪」を通して「生徒に身に付けさせたい力（説明力・質問力）」が明
らかになった。今後は、この「説明力（要約力）」や「質問力」を高めることをテーマとした授業改善を
推進してく。

○進路指導の一貫性の観点から27年度以降、夏季休業中の講習･補習の担当を学事部から進路指導部に移
行した。今後は、より一層、学力向上進学重点校としての発展的学習の成果を追求していく。

○卒業後までを見通したキャリ
ア教育を充実させ、生徒の第１
志望への進路実現を支援する進
路指導を推進する。

○生徒会活動、学校行事及び部
活動等を通して、豊かな人間
性、積極性と社会性を備えた生
徒を育成する。

○進路シラバスの検証と改善、データの集積と
活用を推進する。

○大和高等学校の伝統の継承と新たな取組につ
いて研究を進める。

○個々の生徒の進路希望
実現に資するデータの集
積や活用を推進するとと
もに、分析内容の共有化
が図れたか。
○生徒の進路実現に向け
客観的データに基づいた
面談指導の体制が図れた
か。
○生徒会行事等を、生徒
が主体的に企画し運営す
ることができたか。



○指定避難所として大和市及び自治会と協定を締結し、運営について協議を進めているが、一層の協議を
重ねていく必要性を強く感じている。管理職や防災担当職員の打ち合わせにとどまらず、生徒・職員全体
が参加する地域との防災訓練の実施を目指す。

○学校説明会の参加者の数、入学者選抜の本校志願者数の増加も、ホームページの刷新により、大和高校の魅力
を発信することができた成果と考える。

○地域主催の行事等に積極的に参加することで地域との交流を図り、本校の教育活動の内容を発信し、地
域から信頼される学校づくりを推進することができた。

○学校ホームページの更新は、本校の教育活動の貴重な情報発信源として、着実な成果をあげている。

○不祥事ゼロプログラムに基づく取り組みが不十分であったため、生徒・保護者、県民の皆様の信頼を裏
切る結果となってしまった。二度と事故を起こさないように研修を重ね、「個人情報点検の日」に限ら
ず、日々お互いに声を掛け合い、不祥事ゼロプログラムに基づく事故防止に努めていきた。

○ＰＴＡの協力を得て、一人３食分の備蓄を完了した。今後もＰＴＡとの協同体制を強化していきたい。

○進路指導計画に基づき「生徒の第一志望」の実現を支援する体制が定着した。今後は、模擬試験や大学
入試の合否結果などのデータの集積だけではなく定期試験の結果を関連づけたデータの分析や活用の工夫
をすることによって、授業改善と進路実現の一体化を目指す。

○体育祭は、本校が目指す人格の育成には欠かせない教育活動であることを踏まえて、責任の上にある自主性を育
んで行く必要がある。

○本年度は、文化祭での多くの来場者に対して食中毒等に対応する保険に加入した。今後も、衛生面・安全面への
対策を充実させる必要がある。

○学習と部活動、行事との両立は、課題が残る。特に入学早々の体育祭練習と部活動の開始時における１
年生に対するフォローについて、学年・学事部・進路部・生徒会部を中心に具体的な方策を講じる必要が
ある。

連絡先（電話番号） 046-274-0026


