
奈良県立国際高等学校
評価
項目

具体的方策・評価指標 成果と課題 改善方法 学校関係者評価

日々の観察や面談等により、生徒個々の状況を的確に把握するよう努める。

学年の教員間で、円滑な情報の伝達と、共有、協力（報告・相談・連絡）に努める。

日常的な活動（挨拶、日々の清掃、提出物など）にきちんと取り組めるよう学年全体で呼びかけを
していく。

時間の感覚を大事にさせて、あいさつや言葉遣いなどマナーの向上に取り組む。

来年度の海外研修を充実したものにするため、グローバル探究の授業内容等について工夫する。

進路ホームルームやグローバル探究等の授業を充実させ、自分の進路や生き方について主体的
に考える機会を設ける。

高校生活の中で「やってみよう」という気持ちを大切にし、授業や学校行事などひとつひとつの活
動に気持ちをこめて参加できるように、学年全体で関わっていく。

自分とは異なった考え方や、多様性を認め合うことの大切さをホームルームや各教科の授業で伝
えていく。

日々の観察や面談等により、生徒個々の状況を的確に把握するよう努める。

学年の教員間で、円滑な情報の伝達と、共有、協力（報告・相談・連絡）に努める。

学校生活面（挨拶、制服の着こなし、日々の清掃、提出物など）にきちんと取り組めるよう学年全体
で呼びかけをしていく。

ノーチャイムの中でも時間の感覚をしっかりと持たせる。言葉遣いやiPad使用マナーの向上に取り
組む。

今年度実施するスタディツアーでの学びをより深めるために、「グローバル探究Ⅱ」や日々の授業
内容等について工夫する。

進路ホームルームや「グローバル探究Ⅱ」等の授業を充実させ、自分の進路や生き方について主
体的に考える機会を設ける。

高校生活の中でチャレンジする気持ちを大切にし、授業や学校行事などひとつひとつの活動に気
持ちをこめて参加できるように、学年全体で関わっていく。

自分とは異なった考え方や、多様性を認め合うことの大切さを人権ホームルームや各教科の授業
で伝えていく。

日々の観察や面談等により、生徒個々の状況を的確に把握するよう努める。

学年の教員間で、円滑な情報の伝達と、共有、協力（報告・相談・連絡）に努める。

基本的生活習慣や規範意識を大切にし、国際生としての自覚ある行動がとれるように導く。

進路実現のための、基礎学力と応用力を身につけ、集中して学習に取り組めるように指導する。

さまざまな学校生活の中で互いの違いや個性を認め合いながら、進路実現に向けて学年・クラス
全体で努力できる仲間づくりに努める。

学校行事に積極的に取り組ませ、３年生としての自覚を持ち、責任を果たす大切さ、協力する素晴
らしさを体得させる。

令 和 ４ 年 度 学 校 評 価 （計画）

生徒に自己有用感や達成感を経
験させて、共感力を高める指導

具体的目標
(評価小項目)

高校生としての基本的な生活習慣
や規範意識を育てる指導

第

1

学

年

一人一人の生徒に寄り添い、安心
して学校生活が送れる環境づくり

自己評価
A・B・C

学びたいことを自ら見つけ、将来の
夢へ向かう生徒の育成

第

2

学

年

生徒個々に寄り添い、安心して学
校生活が送れる環境づくり

高校生としての基本的な生活習慣
や規範意識を育てる指導

自分の将来の夢や、進路の目標の
達成に向けて、学力の向上とグ
ローバル探究を軸とした進路指導
の充実

生徒に自己有用感や達成感を味
あわせ、共感力を高める指導

第

３

学

年

生徒個々に寄り添っていく。多様性
を認め合い、仲間への思いやりを
もった学年集団を育てる

最高学年として、自ら考え行動する
力を身につけさせるとともに、それ
ぞれの進路実現に向けて、主体的
に行動できるよう指導

生徒に自己有用感や達成感を味
わせ、共感力を高める指導



ＷＷＬ・ＥＳＤの推進
全般

グローバル探究と各教科の連携を進めるとともに、ESDを学校全体で取り組む体制を整える。WWL連携校や連携大学等とのつな
がりを構築する。年度末にWWLに関する報告書を作成することで、全体を俯瞰し、進捗状況を評価・確認する。

カリキュラム開発１ グローバル探究と情報Iの融合をはかる。セルフチェックシートから生徒の成長度合いを分析することで、開発状況を評価し、改善を
すすめる。カリキュラム開発２

年
過去2年間のグローバル探究の活動をまとめ、学校全体への情報共有をはかる。グローバル探究におけるスタディーツアーの位置
づけを明確にする。セルフチェックシートから生徒の成長度合いを分析することで、開発状況を評価し、改善をすすめる。

カリキュラム開発３
年

高校生国際会議開催に向けた取り組みを行う。3年間グローバル探究を行った生徒にアンケートをとることで、3年間継続したグ
ローバル探究を評価し、改善をすすめる。

カリキュラム開発中
学

県教委と連携するとともに、先進校の事例を取り入れ、カリキュラム開発を行う。進捗状況を担当教員等で共有し、内容の検討をす
すめる。

国際交流
海外交流コーディネーターの支援を受け、「世界の言語」における、海外校との連携を進める。参加生徒・教員からアンケートを集
め、内容について改善をすすめる。

留学担当
留学情報の公開と留学手続きを円滑化する。留学中生徒の活動報告を収集し、適切なアドバイスをおこなう。帰国生徒・保護者へ
のアンケートに基づき、改善をすすめる。

留学生受け入れ担
当

留学生徒が参加する授業のコーディネートを行う。授業以外での留学生と在校生や職員との交流を促進する。留学生の面談などか
ら、改善点を見いだす。

ＩＣＴ教育の推進
他校の事例を参考に、本校に適した効果的なICTの活用を模索する。生徒や職員への聞き取りやアンケートなどから、推進状況を
評価し、改善をすすめる。

ＩＣＴ環境整備
ICT機器を整備する。生徒と職員へのアンケートを実施し、使用するアプリについて、厳選する。

放送・オンライン担
当

一体感を得られるような、オンライン発信の方法を構築する。生徒や職員への聞き取りやアンケートなどから、構築状況を評価し、改
善をすすめる。

図書館の管理運営
図書館機能の改良をすすめる。洋書を含めた、ESD教育に資する書籍の収集を進める。利用者の声を聞き、機能改善をすすめる。

新学習指導要領実
施・教育課程編成

新学習指導要領に対応した、社会に開かれた教育課程の編成を目指し、「グローバル探究」を核
としたカリキュラムマップを作成する。

「深い学び」の推進
全ての教科で探究型の授業を実践する。また、習熟度別授業の効果的な指導方法についてさらに
研究を進める。

観点別評価の実践
観点別評価を全ての教科で実践し、生徒一人一人の学習の成立を促すための指導方法について
研究する。

ＩＣＴの効果的活用
iPadやプロジェクターを全ての授業で効果的に活用し、生徒個々の実態に応じたきめ細かい指導
を推進する。

時間割・行事予定
個人探究週間の設定など、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた時間割・行事予定を作成
する。

学校全体の情報化
統合型校務支援システムやiPadを利用し、業務時間の削減と教育の質の向上を図る。

職員研修の計画
国際化に対応しうる教員の資質向上を意識した研究授業や研修機会の充実を図る。

E

S

D

部

ESD推進係

ＩＣＴ推進係

教

務

部

まなびデザイ
ン係

校務マネジメ
ント係



生活指導 自身の生活習慣を見つめ直す機会をSHR等の中で設け、遅刻を全学年で１．５％未満を目指す。

人権教育
新たな人権学習の教材を開発し、生徒が自己や世界を深く見つめ、多様性について考えられるよ
うにする。

帰国・外国人生徒
支援

留学生と生徒が互いの文化や言語を学び合い、高め合う環境を整える、また機会を設定する。

教育相談
特別支援を必要とする生徒の支援と、他分掌との連携を密にし、明るく健全な生徒の育成に努め
る。

特別支援教育
特別支援を必要とする生徒の支援と、関係分掌との連携を密にし、明るく健全な生徒の育成に努
める。

保健指導
各種検診等の結果を踏まえ、正しい知識や情報を発信しどのように行動しなければならないかを
考え、自ら健康的に生活できるような態度を身に付けさせる。

生徒会活動サポー
ト

生徒が主体的に参加し、創造力、協働力、挑戦力が養うことができる学校行事を3つ以上提案し、
生徒会役員をサポートし運営する。

部活動・施設管理
主体的な活動としての部活動をサポートし、より、生徒が活動しやすい基盤を作り、安心安全に部
活動運営ができるように施設を管理する。

体育行事 体育行事を通して、運動と健康との関わりや必要性を理解させ,一体感や愛校心を育成する。

進路開発

高大連携の活用、進路ガイダンスの企画、インターンシップ先の開発など生徒のニーズを踏まえた
進路開発を行う。

海外大学進学
海外進学説明会企画・実施、エッセイ作成のサポート等海外進学生徒への個々のサポートを行い、
海外進学希望の実現を図る。

インターンシップ
従来のインターシップのみならず、本校の特性と親和性のある機関でのインターンシップを行い、生
徒のキャリアデザイン力の向上を図る。

１年
模擬試験、実力養成講座の計画・実施を通して学力定着のサポートを行う。進路説明会等を行う
ことで、進路を見据えた科目選択を考える機会を作る。

２年
模擬試験、実力養成講座の計画・実施を通して学力定着のサポートを行う。分野別ガイダンス、進
路説明会等を行うことで、進路を考え、行動できる機会を設け、力を身につけさせる。

３年
模擬試験、実力養成講座、小論文講座等の計画・実施を通し、大学入試に向けてのサポートを行
う。個別進路ガイダンスを行う等、個々の生徒の進路実現のサポートを行う。

学校運営計画・コ
ミュニティスクール

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を開催すし、学校運営に活かせるようにする。

学校行事企画
学校行事を遅滞なく進められるように、綿密な計画を立てる。また、厳粛で温かみのある生徒主体
の入学式・卒業式および着任式・離任式、規律のある始業式・終業式・修了式を企画運営する。

広報
学校ホームページの効果的活用や中学生向けの学校説明会への参加及び本校における授業体
験など、様々な広報活動や情報発信を積極的に推進する。

育友会・渉外
育友会・各種団体との円滑で緊密な連携と協力体制を築く。育友会活動への保護者の積極的な
参加を働きかけ、活性化を図る。

環境整備
自主的に校内外の環境美化活動を推進できる態度を育成する。校内外において分別収集などを
推進し、生涯にわたり循環型社会を担うことを理解させる。

奨学金 遅滞なく申請ができるよう、奨学金の種類について周知徹底、綿密な打ち合わせをする。

生徒会係

生徒支援係
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シラバスを活用した観点別評価を導入し、生徒一人一人に応じた学力の向上を図る。

音読指導を単元毎に行い、言葉に対する感性を高める。

古典文法を理解させることに努め、５０％以上の生徒に基礎力の定着を図る。

視聴覚教材やICTを積極的に利用し、興味喚起を促し理解を深める。

図書室と連携し、関連教材の提示を効果的に行う。

アクティブラーニングをふまえた自己表現の時間を10％設定する。

様々な場、形式で「書く・発表する」ことで、表現の楽しさを味わい、自己表現に対する抵抗感を軽
減する。

シラバスを活用した観点別評価を導入し、生徒一人一人に応じた学力の向上を図る。

ICTを活用し、基本的な知識の習得については主体的な学習方法を確立させる。

レポート課題などを通して、学習内容を自分事としてとらえて考えを深められるように促す。

日々の授業においてパワーポイント・映像教材・写真・図表などを活用し、視覚的に理解が深まるよ
うに促す。

長期休暇中の課題等において、生徒が自主的に学び活動する機会を設ける。また、時事的な問題
と学習をつなげて身近な問題として捉えることができるよう促す。

習得した知識を活用した、ディスカッション・プレゼンテーション等を授業内で行い、主体的な学習
スタイルを確立させる。

観点別評価について研究・実践し、生徒一人一人の実態に応じたきめ細かい指導を目指す。

少人数・習熟度別授業の特性を生かし、個に応じた指導を行う。

QureousやschoolTakt等のICT機器を活用し、生徒の得意・不得意を分析して解くべき問題へ
と誘導する。

ICT機器の活用により、計算や図・グラフを書くなどの処理にかける時間を少なくし、授業中に考察
や検討、評価の時間を確保する。

身の回りの現象を数学的にとらえた題材を取り入れるなど、興味・関心をもたせる授業・教材を工
夫する。また、ICT機器を活用して、それらの現象を実際に体験させ、数学の美しさ・おもしろさを実
感させる。

授業における自己表現の場の充
実

日々の授業を通しての基礎・基本
の徹底

日常の生活の中での語彙や活字
に対する興味喚起

地

歴

・

公

民

科

より良い評価方法の確立

国

語

科

より良い評価方法の確立

数

学

科

数学的な見方や考え方を認識し、
数学の美しさ・おもしろさを感じら
れる生徒の育成

より良い評価方法の確立

基礎・基本の充実

地理・歴史・公民に対する知識理
解の深化と地理的・歴史的・公民
的思考力の育成

アクティブラーニング等を通じた主
体的な学習スタイルの確立

粘り強く考え、問題解決の過程を
振り返って考察を深めたり、評価し
ようとする態度の育成

基本的な知識の習得と技能の習
熟並びにそれらを的確に活用する
能力の育成



単元ごとに小テスト等を用いて振り返ることで、生徒一人一人に応じた学力の向上を図る。

毎授業内で、身近な例を１つ取り上げ、関連付けを行う。

単元毎に最低１回の観察・実験を行う。

入試情報を集め、総合型選抜、学校型推薦等も踏まえた入試制度、問題を研究し、生徒の進路実
現に尽力する。

観点別評価を導入し、生徒一人一人に応じた学力の向上を図る。

グループ学習の充実を図り、自己や仲間の課題を発見し、協力して解決に向けて活動できる能力
を育てる。運動に主体的に取り組む体験を通して、生涯にわたって運動を継続する力を身に付けさ
せる。

体調に応じて運動量を調整したり、仲間や相手の技能・体力の程度に応じて配慮できる能力を育
てる。体育理論では、スポーツの意義や歴史、文化的特徴の理解およびスポーツに対する意識の
向上を図る。

生き生きとした社会生活を送るために必要な健康に関する知識を習得する。生涯にわたって健康
に生活するために、生活習慣の指標を身に付けさせる。応急手当やＡＥＤの使用方法を含めた心
肺蘇生法の手順を実習を通して身に付けさせる。

観点別評価を導入し、生徒一人一人に応じた学力の向上を図る。

古今東西の幅広い音楽にふれる中で、生涯にわたり音楽を愛好する心情を育成するとともに、より
一層深い鑑賞能力を育成する。

読譜力を高めるとともに、幅広い歌唱・器楽演奏活動を通して、表現力をさらに高め、また、自ら音
楽を創造する能力を育成する。

観点別評価を導入し、生徒一人一人に応じた学力の向上を図る。

多くの名品名跡にふれ、古典臨書にじっくり取り組ませ、効果的に表現するための基礎的な技能を
身に付ける。生活や社会における書の効用を理解するために、身のまわりの様々な文字や書に目
を向ける。

古典臨書を通じて様々な表現技術を身につけ、 書の美を味わい捉えたりするとともに、感性を高
め、書を愛好する心情を育成する。

運動に主体的に取り組む体験によ
る生涯にわたって運動を継続する
力の育成

運動の合理的な実践による健康
の保持増進と基礎的体力の向上

健康と安全について理解の深化
並びにそれらを改善・維持・管理す
る力の育成

保

健

体

育

科

より良い評価方法の確立

音

楽

科

書

道

科

書の名品名跡の鑑賞力並びに書
写能力の育成

様々な音楽における興味・関心、鑑
賞能力の育成

音楽における豊かな表現力や独
自の創造力の育成

書美を表現する力の育成

より良い評価方法の確立

より良い評価方法の確立

十分な教材研究による生徒が主
体となる授業の充実

理

科

より良い評価方法の確立

観察・実験による自然科学に対す
る興味・関心の高揚

理系学部進学希望者の進路実現



観点別評価やパフォーマンス評価を実施し、生徒の実用的な英語力の育成を図るとともに指導に
役立てる。

少人数編成による授業で、一人一人の生徒の学力の向上を図る。また単元テストや小テストを通し
て、生徒の学習度合いを把握する。

個々の進路希望に合った外部検定試験の受検を促す。

プレゼンテーションやライティングのパフォーマンス評価を行う。

教科書で様々な話題に触れることで、異文化への理解を深める。

教科書の内容を題材に、自分の考えを深め、プレゼンテーションやライティング活動でその考えを
表現する活動を週に２回行う。

シラバスを活用した観点別評価を導入し、生徒一人一人に応じた学力の向上を図る。

学期毎に２回はタイムリーな話題を取り入れ、実生活との関わりについて理解させる。

基礎的・基本的な知識と技術を身につけさせるために、実習などの体験学習を効果的に取り入れ
る。

主体的に学ぶ力を付けさせるために、グループワークなどのアクティブラーニングを取り入れた学
習を行う。

観点別評価を取り入れるとともに、生徒の自己評価表を活用し、学習効果の向上に努める。

ホームプロジェクトに積極的に取り組ませ、本校の学校家庭クラブ活動の充実を図る。

家

庭

科

より良い評価方法の確立

英

語

科

家庭や地域の課題を主体的に解
決する態度の涵養

人の一生と家族・家庭及び福祉・
衣食住、消費生活などに関する基
礎的・基本的な知識と技術の習得

より良い評価方法の確立

5領域（リスニング・スピーキング
(発表)(やりとり)・リーディング・ラ
イティング）をバランスよく学び、生
徒が英語に興味・関心をもつよう
な指導の工夫

多様な文化や考え方への理解を
持つ生徒の育成



地球規模の問題解決であっても、自分たちの日常生活の見直しとつながっていることへの気づき
を促し、自分たちに何ができるかを考え、実践するプロセスをカリキュラム化する。異なる文化・言語
圏における考え方や価値観への気づきを促す授業を展開する。

専門家や現地で問題と向き合う人に出会う機会を提供する。
外部団体・地域やコミュニティとの連携を充実させる。
得た知識や考えを活用し、問題の解決への方法や案を生み出すことができるような「問い」や「し
かけ」を担当者間で共有する。チェックシートの回答で確認する。

相手を知るためのコミュニケーションの手段を身につけ、コミュニケーションを大切にし、多様な考
えや価値観に触れる機会を設ける。仲間や専門家の意見に耳を傾け、新しい意見を受け入れ、協
力・協働できる場を設定する。留学生等、ことなる文化をもつ身近な人から学ぶ機会を設定する。ア
ンケートや感想シート記入を実施するなどして、生徒からの意見を集約する。

課題解決や新しい意見を取り入れるために、自分たちが体験・実践することを重視し、企画・立案・
実施を促す。失敗を恐れず、挑戦する生徒の背中を押す支援の形を担当者間で共有する。挑戦を
振り返り、次へつなげるフォローアップも行う。

世界の異なる文化や言語、生活習慣等を知り、それらの豊かさを体感する場を設定する。ＩＣＴの活
用や大学等との連携、フィールドワークなどの機会を設け、生徒の新しい気づきを促す。

1，2年生は持続可能な未来を創る担い手として、その夢の実現を思い描くことができるような、学
年を超えた経験値のことなる生徒の交流を設定する。3年生では、自らの課題や探究の学びから
卒業後の生き方や価値感を構築するような活動となるような「問い」や「場面」づくりを行う。チェッ
クシートの回答より生徒の意識の変容を計る。

国

際

教

養

科

持続可能な社会の担い手として、
世界・地球規模の課題を解決に導
く探究心の育成

さまざまな知識や考え方に触れ、
新たなアイデアや価値観を生み出
す創造力の育成

異なる考えや価値観も歓迎し、多
様性から湧き出る力で互いを高め
あう協働力の育成

さまざまな困難や逆境をあきらめ
ることなく、一歩ずつ前に進もうと
する挑戦力の育成

文化や言語の違いに触れ、それぞ
れのすばらしさを認め、やさしさと
思いやりで他を受け入れる寛容さ
の涵養

学ぶ楽しさや知る豊かさを実感し、
自分自身の真の学びを追求する
キャリアデザイン力の育成


