
総合評価

具体的目標

（評価小項目）

総務

育友会、文化・体育後
援会と緊密な連携を
図り、学校行事への積
極的な参加と活動の
充実に取り組む。

育友会、文化・体育後援会の各役員の方々との連絡を密にし、学校行
事が成功裏に終わるよう役員の方々の理解と協力を得ながら取り組
んでいく。学校行事への育友会会員の方々の出席が増えるよう、保護
者への案内が確実に届くよう工夫する。保護者アンケートにおける「育
友会、文化･体育後援会の活動の情報が提供され、内容をご理解いた
だいていますか」という質問に対して「そう思う」「ややそう思う」の合計
が70％以上でＡ、50％以上でＢ、30％以上でＣ、30％未満でＤ。

保護者アンケートの結果、「育友会・文化体育後援会の活動
の情報が伝わっているか」という問いに、伝わっていると回答
した方が５７．３％であった。今年度は育友会・文化体育後援
会としての活動がほとんどできておらず、学級委員には集まっ
ていただく機会さえなかった。また、学校行事が縮小された
り、生徒のみで行うことで、育友会会員の方に参加していた
だける機会がなかった。その中でも育友会文化部の「たば
ね」（２回発行）が発行され、今後とも活動の情報源とした
い。

学校行事の運営方法にかなり影響され
るが、可能な限り参加したい。引き続き
役員と連絡を密に取り、育友会・文化体
育後援会としての活動も状況に応じた
対応をしていきたい。

教務

生徒の進路実現を図
るために、学習指導の
効果を高め、生徒の
学力の定着と充実に
努める。

分かりやすく学習意欲が高まるような授業ができるように指導力を高
める。そのため、授業研究を随時実施する。教科としては学期に１回研
究授業を行い、授業改善に努める。生徒対象アンケートで「授業の目
標やポイントが分かりやすく、学ぶ意欲がわく授業ですか」の回答が
75％以上でA、65%以上でB、55%以上でC、55%未満でD。
「TKタイム」が生徒の学力向上の一助になるように充実を図る。生徒
対象アンケートで「TKタイムにしっかり取り組めましたか」の回答が
75％以上でA、65%以上でB、55%以上でC、55%未満でD。

新型コロナウイルスの感染拡大により、学習にさまざまな変
化が生じたが工夫して対応できた。在宅教育期間、分散登
校と教室で全員で授業が受けられない時期が最初の数ヶ月
続いたが、郵送やオンラインで在宅課題を課し、解説動画を
作成して理解の助けとした。また、その課題の定着度をみる
課題テストを中間考査の代わりにおこなった。今年度から実
施の国語・英語の基礎力をつけさせるためのTKタイムも2学
期からの実施となった。そのため、アンケート項目には入れな
かったが、10分間のこの時間が定着しつつある。生徒対象ア
ンケート結果の69.2%という数字は、昨年度より約５％上昇
した。教科の研究授業は実施できなかったが、密を避けるた
め、ペア活動や、グループ活動に制約がある中での先生方の
授業の工夫の結果と考える。

「目標やポイントの分かりやすい授業」
に向けて、リニューアルするシラバスを活
用し、事前に学習のポイント、評価の観
点を生徒に示し、生徒に振り返りをさせ
ることで、理解度のアップ、生徒のさらな
る授業参加につなげたい。また令和4年
度から始まる新学習指導要領で求めら
れる観点別評価へのスムーズな移行へ
つなげていきたい。

生徒指導

基本的生活習慣の確
立と規範意識の向上
を図る。

登下校時や校内での自発的な挨拶の励行を促し、携帯電話の使用
ルールとマナーの徹底をはかる。また登下校のマナー徹底と安全確保
のため年間を通して週２回以上の登下校指導を実施する。学校のきま
りを守る生活をさせるため、きめ細かい指導の徹底を図り、校内アン
ケート「学校の決まりを守っている」の回答を95％以上であればＡ、
90％以上でＢ、85%以上でＣ、85％未満でＤ。保護者・生徒・教員の
意見を取り入れ、校則（生徒の指導に関する規定）の見直しも行う。

生徒アンケートの結果、９５．６％の生徒が「学校の決まりをき
ちんと守っている」と回答している。昨年度より1.2％上昇し
た。校内においてルールを守る取組としては一定の成果はあ
るが、日常の生徒の様子を観察していると、残念ながら回答
結果とは差があるように思われる。本校生徒としての自覚と
責任をもって行動できるように指導を継続する必要がある。
特に今年度は、コロナ禍にあり、全体指導ができず、伝統など
を伝えていく機会がなかった。今後様子を見ながら適切な指
導を行う。

朝のホームルームや様々な活動を通し
て、本校生徒としての自覚をもたせると
ともに、目標をもって責任ある行動をとる
ことができるように指導する。

特別活動

学校行事や委員会活動、
部活動への自主的・積極
的な参加を通して生き生
きとした学校生活を実現
し、豊かで創造的な自己
形成を図ることのできる生
徒を育成する。

委員会活動を充実させるとともに、生徒の学校行事への自主的・積極
的な参加を図る。また、デジタルサイネージを活用した部活動の紹介な
ど、活性化を図り、加入生徒数の増加を図る。加入者数調査において
加入率75％以上でＡ、65％以上でＢ、60％以上でＣ、60％未満でＤ。
生徒アンケートの「学校行事に積極的に参加しているか」という質問に
対して、「そう思う」「ややそう思う」の合計が75％以上でＡ，65％以上
でＢ，60以上でＣ，60％未満でＤ。
ボランティア活動への積極的な参加を実践するとともに、地域主催の
行事に積極的に参加する。地域からの協働奉仕活動などの依頼に対
して、75％以上参加できればＡ、65％以上でＢ、60％以上でＣ、60％
未満でＤ。

新型コロナ感染予防のため、新入生へのクラブ勧誘、クラブ
紹介ができず、生徒会作成の動画によるクラブ紹介となっ
た。、部活動の加入率は、６月末で59.6％で、昨年の66.3％
より約7ﾎﾟｲﾝﾄ減り、６割を切った。しかし、１年生だけを見てみ
ると、今年度は66.8％で昨年度の70.7％と、約3ポイント減
で、6月まで部活動ができなかった影響があったのではない
かと考えられる。1月末では、全体の加入率は58.6％となっ
て　おり途中退部は昨年に比べて少ない。新型コロナの影響
で地域との協働事業はすべて中止となり、参加することがで
きなかった。生徒会や部活動生による10月の「ウグイス坂清
掃活動」、２学期末の通学路清掃活動には多くの生徒が参
加した。

クラブ勧誘ポスターや活動動画の作成
など、1年生への部活動紹介をさらに工
夫し、丁寧なクラブ勧誘を行う。今年度
実施できなかった地域との協働事業に
ついて、新型コロナの感染状況を見なが
ら、できることを工夫していく。

進路指導

社会に目を向け、自ら進
路意識を高め、進路希望
実現に向けて自ら情報収
集をし、考え積極的な行
動ができるように促す。

進路実現に向けて、学習講座・講演会・ガイダンス・相談会・保護者説
明会等を充実させる。入試改革の情報等を伝達周知し、生徒・保護者
への啓発に努める。保護者アンケートの「生徒や保護者に進路に関す
る情報がよく提供されていますか」という質問に対し「そう思う」「やや
そう思う」の合計が75％以上でＡ、65％以上でＢ、60％以上でＣ、60
未満％でＤ。

保護者アンケートの結果は、前年比5.5ポイント減の72.5%
であった。３年間で10ポイント増加していただけにコロナ禍で
対面での行事が１学期前半は実施できなかったとはいえ反
省する。動画配信や、進路便りを発行したりと情報発信を途
切れさせないようにしていったが今後内容の精査をしていき
たい。新たな取り組みとして１，２年生で実力診断テストの導
入や全学年でのキャリアパスポートの運用、進路便りの発行
等おこなった。それぞれ有意義に生徒に作用していると考え
る。

各学年と連携して、TKタイムやコスモ、
LHRを有効利用できるように考えていき
たい。模試やスタディサポート等の結果
を分析し、生徒自らが目標設定から行
動、反省できるように指導を進める。それ
ぞれの進路希望に合う情報提供ができ
るように情報収集に努める。

人権教育

性同一性障害をはじめと
するセクシャルマイノリティ
など、新しい人権課題に
積極的に取り組む。

全校人権講演会、人権作文発表会などの人権教育に関する学校行事
や人権ホームルームなどのいっそうの充実を目指す。特に新しい人権
課題のひとつであるセクシャルマイノリティの問題や、新型コロナウイル
スにまつわるネット情報と人権課題を通したネットリテラシーを積極的
に取り上げる。学年末の生徒対象アンケートで、「高校に入っていろい
ろなことを学び、中学生のときより人権意識が高くなったと思います
か。」という質問に対して、昨年度より「そう思う」「ややそう思う」の合
計が80％を越えることを一つの目安として取り組む。

保護者アンケートでは、「命や人権を大切にした教育が適切
に行われている」が前年比+1.5ポイント、「違いを認め合う
姿勢を育てる指導が適切に行われている」が同+0.5ポイン
トであった。生徒アンケートでは、人権講演会や人権作文発
表会、人権HRや「人権を確かめあう日」の取り組みなどの調
査項目がなかった。今年度は「コロナと人権」をテーマに人
権学習ビデオ等を編集作成して各クラスで展開したが、命と
人権に関わる関心の高まりは、人権学習を深化させる必要
性と好機をもたらしているととらえ、在日外国人やセクシャル
マイノリティの人権問題とあわせ、引き続き人権諸課題にか
かわる地道な取り組みで人権意識の向上をはかりたい。

新型コロナ感染拡大防止のため、明日
香養護学校とはオンライン交流しかでき
ず、視覚障害者老人ホームの慈母園と
の交流は全くできなかった。障害者の人
権、セクシャルマイノリティの人権、在日
外国人の人権を重点課題とし、いじめや
ネット中傷問題、部落差別など人権諸課
題への意識向上に努め、コロナ下の人
権尊重・共生社会構築を加味した取り
組みを進めていきたい。

文化図書

文化的行事への積極的な
参加と、読書に親しむこと
で、実社会を生き抜く強い
力や、豊かな自己実現を
図る態度を養う。また、身
近な伝統文化に親しむこ
とで、真の国際人たる自
覚を持たせる。

文化祭への自発的・自主的な参加を促す。読書会・ビブリオバトルやか
るた大会などの行事を充実させ、文化に対する興味・関心を高める。朝
の読書や図書だよりの発行を通して読書習慣を身につけさせる。文化
祭・かるた大会・朝の読書などのアンケート結果で全体の満足度が
90%以上をＡ，75%以上をＢ，60％以上をＣ、60％未満をＤ。また、生
徒たちに図書室の利用者を増加させるように指導する。

図書館にHPから蔵書検索・予約をできるシステムを取り入
れ、利用の利便性を図った。文化祭は教師実行委員会を企
画し、YouTube配信を取り入れた新しい形の文化祭を実施
した。生徒の実行委員会も作り、掲示物、司会、撮影等で工
夫を凝らして活発に活動をした。廊下での展示は90％の生
徒が、2年生の動画上映は98.1％が良かったと評価し、全体
では88.4％が充実していたと回答した。ビブリオバトルでは
英語でスピーチをするなど、国際高校らしい行事となった。朝
の読書は、2学期にしかできなかったが、概ね真剣に取り組
んでいた。文化鑑賞会は英語落語を2回実施で行い、生徒
の参加もあり盛会となった。百人一首かるた大会はコロナ感
染症予防のため実施を見送った。

コロナ感染症防止対策を工夫しながら
１年間取り組んできた。かるた大会など
実施できなかった行事もあったが、工夫
をすることでより充実した内容に変える
こともできた。今後、さらに生徒が積極的
に企画、運営できるような取り組みを進
めていきたい。また、読書習慣がない生
徒が多く、図書館の利用も少ないことか
ら読書の啓発に努めたい。

健康教育

生涯にわたって運動をす
る力を身につけさせ、健康
と安全を維持できる力を
育成する。
自己の健康に興味関心を
持ち、生涯にわたり健康を
保持増進できる実践力を
身につける。

運動に主体的に取り組むことにより、自らの健康管理ができる能力を
育てる。意欲を高める学校行事になるよう体育大会に工夫を加え、不
参加率が全体の5％未満Ａ、10％未満はＢ、15％未満はＣ、15％以上
はＤとする。
自己の健康に興味関心を持ち、健康安全に学校生活および人生を送
る実践力をつけるため、生徒定期健康診断での結果、受診が必要な
生徒の受診率の向上を目指す。受診率が40％以上でＡ、30％以上で
Ｂ、20％以上でＣ、20％未満でＤとする。

保健体育の授業や、体育的な学校行事（新体力テスト・身体
測定・体育大会等）により、生涯にわたって運動をする力を身
につけさせ、健康と安全を維持できる力を育成するという目
標を達成するために、新型コロナウイルス感染予防を考えな
がらさまざまな活動を取り組んだ。その結果、体育大会の不
参加率も5％未満におさえられ、おおむね満足のいく内容と
なった。健康診断における受診の必要な生徒の受診率は、新
型コロナウイルス感染のため三者面談の一回きりの治療勧
告となったため、低くなると予想される。

体育的な学校行事のさらなる見直しに
より、生徒の積極的に運動に取り組む力
や、健康安全を維持していく力の向上を
目指すことが必要となる。今年度実施を
見送った冬季の体育行事を新たに実施
し、その目標に向かうことも計画してい
る。特に来年度は、新型コロナウイルス
感染予防を考えて活動全体を計画する
必要がある。

国際教育

異文化に触れることによ
り、自国（自分）以外の他
者の価値観を理解し尊重
できる生徒の数を増やす。
また、本校の実績と成果を
発信し、学校内外に広くア
ピールすることにより、地
域での信頼を得る。

新型コロナ感染症蔓延の影響で海外との直接の交流が困難ななか、
少しでも生徒が異文化に触れる機会を提供する。具体的には、既存の
実施可能な行事（「グローバルセミナー」（留学・海外進学希望者対
象）、「異文化体験発表会」）の内容をより充実させる。海外派遣・受
入れに代わる行事、プログラムを企画・実施する。本校の取り組みが報
道機関等に紹介される回数を昨年度（3回）より増やす。上記方策の
結果、「学校評価委員会アンケート（生徒用）」の項目「学校生活を通
じて広い視野を持ち、異文化を理解し、これを尊重する態度が身につ
いたと思いますか」の「そう思う」と「ややそう思う」の合計の割合が、昨
年度（74.9%）を超えればＡ、ほぼ同じ（74～75%）であればＢ、70～
74%未満であればＣ、70%未満であればＤとする。

「グローバルセミナー」については、本年度は講師が作成し
た動画をオンライン上に公開する形をとったが、生徒からの
フィードバックがわかりづらかった印象がある。「異文化体験
発表会」は発表動画を各教室で視聴する形をとったが、先生
方からは『生徒が落ち着いて視聴できた』等の好意的な意
見が多かった。「オンライン交流」については、アメリカ姉妹校
とは時差の関係からメッセージビデオの交換をし、台湾の萬
芳高級中学とはリアルタイムでの交流が実現した。フランス
姉妹校とは、フランス語の授業で生徒が作成したクリスマス
カードを送付し交流した。また、こんな中ではあるが、2年生の
生徒が1名フランス長期派遣留学に旅立った。

直接海外との往来が望めない中、やはり
「オンライン交流」や「国内研修」に移行
する必要性が生じてきている。姉妹校、
交流校、大学、斡旋団体等からの協力
を得て「とにかくやってみる」ことが必要
であろう。その中からノウハウが確立して
いくと思われる。そんな取り組みを広く周
知することが本校受験希望者の数の増
加へとつながると考えられる。

＊　年度末自己評価については、評価項目のＡを４点、Ｂを３点、Ｃを２点、Ｄを１点とし、3.6以上をＡ、2.6以上をＢ、1.6以上をＣ、1.5以下をＤとする。
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教育目標 「さとく　きよく　ゆたかに　たくましく」の校訓を指針とし、磨かれた知性と豊かな国際感覚を身につけ、実社会を生き抜く強い心と人を大切にするあたたかい心をあわせ持つ生徒の育成を目指す。

運営方針

○自律した真の国際人を育て、地域に信頼され、愛される学校づくり。

B
○常に理性を働かせ、異なるものの見方や考え方を認め合い、学び合い、心を磨き、生徒達が輝く学校づくり。

令和元年度の成果と課題 本年度の重点目標

挨拶運動や奉仕活動など、本校の伝統を継承
しながら生徒が輝く学校の確立に努めたが、地
域では一定の評価をいただいている。今後も引
き続き、大学や地域との活発な連携を通して本
校教育の特色を充実発展させ、生徒とともにさ
らなる高みを目指し、「笑顔あふれる元気な学
校」となるよう努めたい。

  ○　夢に向かって一生懸命に努力する生徒、礼節を重んじ人を大切に思う生徒を育成する。

  ○　生徒と教師がともにモチベーション高く何事にも前向きに取り組み、「笑顔あふれる元気な学校」を目指す。

評価項目 具体的方策・評価指標
自己評
価結果

成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等
学校関係者評価（結果・

分析）及び改善方策

B

コロナ禍の影響により、育友会活動
は十分に出来たわけではないが、そ
のような中でも様々な工夫を凝らしな
がら、学校運営に携わることが出来
て良かった。今後も状況に応じた対
応ができるよう、育友会並びに文化
体育後援会との連携を深めていって
もらいたい。

B

生徒たちの進路実現のため、わかり
やすく学習意欲が高まる授業への工
夫については、今後とも継続願う。ま
た、夏季講習を代表として、多くの補
習や補充（対策）講座等を開講頂き、
感謝している。生徒の学習意欲や進
路目標を定めるために大いに役立っ
ていると思われる。

A

いつも明るい生徒の様子に心和ませ
られる。特に、正門までの「うぐいす
坂」では、どの生徒もしっかりと挨拶
をされる伝統は、この後の後輩にも伝
承していって欲しい。

B

活発な部活動は本校特色の一つ。今
年度はコロナ禍の影響もあってか、例
年よりも部員数が少ないとの報告を
受け、残念であった。中学校との連携
等も含めて、部活動生が生き生きと
活動できるように、工夫をしていって
もらいたい。

B

直接現地へ出向いてのオープンキャ
ンパスが困難な中にも関わらず、多
様な進路希望に対応するため、適切
な情報提供をしていただいたことに
感謝している。これからも生徒の進路
実現のためにご助力願いたい。

B

セクシャルマイノリティの人権を考え
るとき、LGBTQの生徒に対する制服
の配慮はこれからも続くと思われる。
また、トイレ改修の依頼についても、県
教委へ引き続きお願いしていってもら
いたい。

B

文化祭開催に向けての生徒たちの工
夫には目を見張るものがあった。多く
の学校行事が中止となったが、様々
な工夫によって実施できた行事は、
特に意義があったと思う。また、本に
親しむ機会を増やすため、図書館の
開館時間見直しや学級文庫を置くな
どの取組も一考頂きたい。

Ａ

生徒並びに教員の「心の健康」維持
により一層努めて欲しい。

Ａ

国内外の交流を、直接つながること
が出来ないながらも、オンラインを活
用するなどにより、今後とも継続して
欲しい。また、同じ地域にある小学校
や中学校との連携も、国際高校として
の特色を活かしながら行ってもらい
たい。


