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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　生徒の状況（平成２７年４月１日現在） 

１年 ２年 ３年 合計

7 7 7 21

男 142 136 133 411

女 137 145 145 427

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

業務運営進行表

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

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。

学級数

第１号様式 

所属進行表 

全日制の課程 普通科                 

  

 

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

33,531 11 14,831 33,275 18,390 66,506

128 30 38 43 36 7 154

1,840 1,851 1,851

35,499 1,892 14,869 33,317 18,426 7 68,511

項目 (再)配当額

事業費 49,527 1,707 3,660 23,234 20,118 807 49,527

維持管理費 26,266 3,859 6,631 5,536 7,299 2,941 26,266

計 75,792 5,566 10,291 28,771 27,417 3,748 75,792

160,403 107,063 165,509 113,406 546,382

165,969 117,354 194,280 140,823 3,748 622,174

△ 164,077 △ 102,485 △ 160,963 △ 122,397 △ 3,741 △ 553,663

人件費　（注１）

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)

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 25 27 27 27

計（人） 82 84 84 84

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年度 平成25年度 平成24年度

279 280 275

４年制大学 237 229 217

短期大学 0 4 4

専門学校・各種学校 10 15 12

就職 2 1 0

その他・進学準備等 30 31 42

Ⅴ　業務運営に関する評価

１　平成２７年度の学校目標

卒業者数

進学

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）　　学年懇談会・進路講演会
（１・２・３年）、生徒会本部役員選挙、
　　　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、 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（５日・６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（24
日）ＩＢＭ知的探訪（1年）
11月　進路講演会（１・２年）、学校説明会（７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）
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

　

学校目標
取組の内容

具　体　的　な　手　立　て 評価の観点

○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学期制の更なる充実を進め
る。

○学力向上進学重点校として生徒のニーズに応
え、効率的・効果的な学習成果につながるよう
改善を図った教育課程を生かす年間指導計画を
研究する。

○３学期制を生かした教育活動の充実をめざ
し、行事を精選する。

○平成28年度より一部改
編・実施する教育課程に
沿った年間指導計画を立
てることができたか。
○年間行事予定を再点検
して、行事を精選できた
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。

全体ケース会議の充実に加え、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。

○全体ケース会議を定期
的に開催し、生徒ひとり
一人の情報が共有できた
か。
○生徒一人ひとりにきめ
細かな支援を行うことが
できたか。



２　平成27年度の学校目標の評価

○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

○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と関連づけ
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、責任感
をともなう自主性を育んでいく。

○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
る中で責任感をともなう
自主性を育むことができ
たか。

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
を引き続き展開する。
○本校の教育活動の貴重な情報発信源として、
学校ホームページの更新頻度を増やす。

○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
のホームページの更新回
数が増えたか。

○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

○刷新した職員必携や校務マニュアルを活用し
ＯＪＴを計画的・組織的に展開する。
○個人電子情報の適切な取扱いに努める。
○１時間防災マニュアルを徹底する。
○指定避難所として大和市及び自治会と一層の
協議を重ねていく

○職員必携や校務マニュ
アルを活用し、ＯＪＴを
計画的・組織的に展開す
ることができたか。
○個人電子情報の適正な
管理ができたか。
○１時間防災マニュアル
が定着したか。
○指定避難所としてのマ
ニュアル（役割・分担）
が職員に浸透したか。

「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。

○教員個人でなく、教科として授業研究や教材教具の共通化等を推進する中で、生徒主体の授業を工夫し
「分かる授業づくり」に引き続き取り組んでいく。

○授業時間確保、成績処理に係る事故防止の観点から年間行事予定の検証に着手することができたので次年
度は一つひとつの行事を見直していく。

○読書活動は今後充実させる必要がある。

○多様化する生徒に対して、適切な対応ができた。

○心の悩みについての相談体制については、全職員のチームワークが不可欠である。

○引き続き、読解力（情報を取り出す力、解釈する力、熟考・評価する力、表現する力）を重視した授業の
質的転換・向上を図っていく。

○夏季講習等の講座について部活動との調整を行い、生徒の受講希望を優先する。

○学力向上のための授業実践の推進の取組を一部で推進することができたので、次年度は全校的に活性化す
るよう努める。

○週末課題等の課題のボリュームについては、教科間の横の連携を図ることや内容の精選という観点を含
め、引き続き質と量のバランスを大切にしていく。

○高大連携については具体的な取り組みを始める。

○客観性のあるデータを活用し、進路決定や学習についての相談体制を充実させていく。

○勉強との両立が可能となるよう、19時の完全下校を徹底し、メリハリのある生活リズムの確立に努めてい
く。

○部活動の活動日数については、個別対応を含め十分に配慮しながら計画を立てるようにする。思い切って
「オフ」を設定することで、顧問にも生徒にも良い面が生じるという、プラス思考を広げていく。

○昇降口周辺やトイレ、教室など、清掃について、学習環境の整理整頓は大切であり、生徒・職員が一緒に
なって清掃活動に取り組んでいく。

○学校説明会の参加人数がふえていることは、県民の本校への期待の現れである。受け入れ体制について検
討していく。

○中高連携は今後も推進していく。

○学校が配付した保護者宛資料に関しては、次年度からホームページに「配布情報（仮称）」を新設し、配
布日時とタイトル等をご紹介する方向で検討している。

○今年度は事故なく教育活動を推進することができた。情報管理には次年度も十分な注意をはらっていく。

○引き続き事故防止に関しては徹底していく。

○PTAが協力・参加できる防災活動について検討していく。

○校舎周りの照明が不十分で、冬季など日の短い季節には足元が暗くて不自由をかけていたが、今年度、外
灯を修理したり、体育館前の渡り廊下の照明器具を新品に交換したり、環境整備に努めた。

○グランド横にある生徒会館（部室棟）のトイレは数年前から使用不可となっていた。今年度のはじめに生
徒からの希望を確認したところ「使用できるように直して欲しい」という意見が多数であったことから、予
算の確保に努め、年度内に改修し生徒の利便性を高めることができた。

○グランドの改修に関しては、次年度の予算化が確実となった。改修となれば、その間の代替グランドの確
保や移動手段など、新たな課題に適切に対応する必要がある。

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。

○進路指導の一貫性の観点から平成27年度以
降、学事部から進路指導部に所轄を移行するこ
ととなった夏季休業中の講習・補習の成果を追
求していく。
○「生徒に身に付けさせたい力(説明力・要約
力・質問力)」を高めることをテーマとした授業
改善を推進していく。

○夏季休業中の講習・補
習の参加者が増えたか。
○説明する力や要約する
する力を育む授業形態を
取り入れることができた
か 。
○自ら学ぶ「学び方」を
育むことができたか。



連絡先（電話番号） 046-274-0026
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