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府立豊中高等学校
校長 下川 清一

平成 26 年度

学校経営計画及び学校評価

１ めざす学校像
本校は昨年、創立９０周年を迎え、長い歴史において「文武両道」の良き伝統を貫き、社会に有為な人材を数多く輩出してきた。平成２２年度は文部科学
省から「スーパーサイエンスハイスクール」の指定を受けることができました。そして、平成２３年度は大阪府から「進学指導特色校（グローバルリーダー
ズハイスクール）
」の指定を受けることができました。いずれも、「高い志」と夢をもち、科学技術の分野など様々な分野で国際社会において活躍する人材の
育成をめざしています。そのために必要な力として、
「高い学力と探究心の育成」
「チャレンジ精神の涵養」
「人権感覚・国際感覚の育成」
「英語力」
「リーダー
としての資質」等が挙げられる。
本校では、
「ハイレベルかつ興味関心を引き出す授業と課題研究等の探究的学習」「生徒の進路第一希望を実現するためのカリキュラムと学習・進路指導」
「生徒の自主的かつ協同的活動を促す行事・部活動」等を通し、知・徳・体のバランスの取れた全人教育をめざす。
２ 中期的目標
１ 進路を切り拓く学力の育成
（１） 真の文武両道をめざし、自学自習を促進し、家庭での学習習慣を確立させる。
ア

１、２年生では、国数英で検討し、バランスよく宿題を課す。（家庭学習の時間、毎日平均３時間目標）

イ

１年生は、部活動を緩やかにスタートし、６月までに家庭学習習慣を身に付けさせる。

ウ

１年生は入学式終了後すぐに勉強合宿を行い、高校での学習すなわち自学自習を指導する。
（全員参加を原則とする）

エ

文理学科としての課題研究並びに読書を促進する。
（年間平均

12 冊）

※平成２４年度 １、２年生の家庭学習３時間以上が全体の４０％、２５年度は５０％、２６年度は６０％をめざす。
（２） キャリア教育の充実と進路第一志望実現
ア

生徒が目標を持った大学進学をめざし、高い目標に向かってチャレンジ精神を持ちつづけ、粘り強く取り組む姿勢を育み、サポートしていく。
（生徒の進路第一希望５０％以上、京都・大阪・神戸大学６０名以上を目標）

イ

生徒の正しい職業観育成のために、職業別進路講演会をはじめ、職場訪問・体験等を実施する。

ウ

全員が志望大学のオープンキャンパスに参加し、大学紹介の冊子を作成する。（１００％参加目標）

エ

京都大学、大阪大学等の見学、研究室訪問を行う。
（参加者を 200 名にする：平成２６年度の目標）

オ

生徒自身で、生活と学習の記録を１冊の手帳に書き込み、目標を実現するために行動を見える形にする。

２

国際舞台で活躍する人材育成
（１） 「志」の育成
ア

将来、社会のリーダーとして活躍できる人材を育成するために、
「志」学を実施する。
「志」学では、社会貢献の意識を醸成し、リーダーとしての資質を育成することを目標にして、教科・科目の授業とボランティア活動等の体験的活
動を行う。

イ

生徒自治会を中心に、生徒のリーダーを組織し、育成する。
リーダー講習会、メンタルトレーニングなどの能力開発を実施する。

※「志」学の取組みの一つである地域交流事業の参加者（対象２年生）を２６年度に１００％をめざす。
（２） 使える英語力の育成
ア

英語によるコミュニケーション力の育成（リスニング・プレゼンテーション講習）

イ

TOEFL・TOEIC 等の取組みを通して、海外で通用する英語力を育てる。
（受験者４０名目標）
（TOEFLiBT は TOEFL コース生には６０点以上を目標）

ウ

大阪大学の留学生等との交流を行う。（年間３回）

※TOEFL・TOEIC 等の講習会参加者を２５年度は６０名、２６年度は８０名をめざし、受験者は半数の４０名を目標とする。
（３） ＳＳＨ事業の推進
ア

５年間の実施計画にもとづき、学校全体で取り組む組織を確立する。ＳＳＨ事業の継続を視野に入れた取組みを推進する。

イ

科学コンクール・科学オリンピックで入賞者を出すために、各種科学コンテスト等に参加し、高い志を持たせる。

ウ

文系・理系に限らず、生徒全員が科学に関心を持ち、科学リテラシーをもつために、生徒自身の研究発表会や講師による土曜セミナー等を開催する。

（４） ＧＬＨＳ事業の推進
ア

ＧＬＨＳ事業計画にもとづき、学校全体で取り組む組織を確立する。

イ

文理学科として、全員に課題研究を課し、学問としての興味・関心を高めていく。

ウ

１年間の授業成果発表（豊高プレゼン）を行い、豊高のＧＬＨＳ校としての取組みを、広く生徒、保護者、教員等に知らせる。

（５） ＳＧＨ（スーパーグローバルハイスクール）アソシエイトとして
ア

ＳＧＨアソシエイトとして、SGH とともに SGH コミュニティを形成する。また、平成２７年度の申請に向けて、教育の国際化を視野して真のＧＬＨＳ
校として学校全体で取り組む組織を確立する。

イ

「開かれた文化」として日本人にとって最も理解しづらい中東文化も視野に、中東の文化圏を大きなテーマにして自分自身の課題を見出すとともに、将来
の日本を見据えるグローバル力を養う。

３

教員の授業力向上に向けた取組み
（１）全教科・科目について、生徒による授業評価を実施する。（平成２６年度には総合平均３．２以上を目標とする）
（２）各教科で研究授業・研究協議を実施する。生徒による授業評価の結果を教科会議で分析し、改善策を検討する。
（年間２回）
（３）ＩＣＴ活用授業の普及に努める。
（すべての教科でＩＣＴを活用する）
（４）初任者や経験年数の少ない教員対象の研修を組織的に行い、ミドルリーダーを育成する。
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【学校教育自己診断の結果と分析・学校協議会からの意見】
学校教育自己診断の結果と分析［平成２６年９月実施分］
【学習指導等】

学校協議会からの意見
ぜ

全体として豊中高校は、ＧＬＨＳ事業、ＳＳＨ事業をはじめＳＧＨアソシエイト

○３年間を通して勉学と部活動の両立を心がけ、授業を大切にすることが進路

事業や TOEFL コースにおける英語活用能力の向上など、グローバル人材育成をめざ

実現への最も近道であることを踏まえ、自学自習の態度を育成し、自宅での学

す多種多様な取組みを行っていることを高く評価している。

習時間を有効に活用することが最重要課題と考えている。学校では、学習意欲

○豊中高校の生徒はよく挨拶をしてくれます。モラルが高いことはいい学校の条件。

の向上をめざして、進学指導特色校としての多様な企画やＳＳＨ事業をはじめ

勉強だけができてもダメ。モラルの高い生徒を育ててほしい。

とした課題研究、土曜日午前の講習、土曜セミナーや週２回の質問会等を行っ

○英語については、将来全員が英語を必要とする職業に就くわけではないが、日常的

ている。本校が取り組んできたこれらのことについては、９０％以上の生徒や
保護者が肯定的にとらえていることがアンケートから読み取れる。

な会話はできるぐらいの力はつけておいた方がいい。
○先生と生徒とのコミュニケーションは大事。困ったときに頼られる先生になってほ

○昨年度より良くなっている主な項目として「授業内容は自分の学習や発達に
役立っている」（８０％から８５％）、「授業や学習に適した環境・施設・設備

しい。
○地域との連携は重要。豊中高校は阪大とも近くて恵まれています。中学にも豊中高

が整っている」（６５％から７４％）、「教材や指導内容に工夫が感じられる授

校の影響を広げていってほしい。

業がある」
（７０％から８０％）と、授業評価とそれに伴う地道な授業の工夫、 ○ＳＳＨ、ＧＬＨＳの取り組みをより多くの生徒に認識してもらってほしい。
多目的室（自習スペース）設置によるものと思われる。学習面については昨年

○進路については、生徒が早めに決めることができるようにサポートをお願いしたい。

より下回った項目はないが、授業についていけていないと感じている生徒が

○授業評価で生徒の評価が上がっていることについて、先生の努力は大変なものがあ

30％いることは、個々の生徒に学習面での躓きのあることが伺われます。これ
は授業の準備（宿題・予習・復習）をしていないと回答する生徒が４割を超え

ったと思います。この努力を維持していただきたい。
○これからはアジアとの交流が重要。台湾の学生が来たとのことであるが異文化交流

ていることとも関連しており、学習時間の確保や自宅学習の充実を促していく
必要がある。

をぜひ深めてほしい。
○豊中高校の取り組みを生徒や保護者がどう評価しているかは、このアンケート調査

【生徒指導等】

の結果によく表れていると思います。結果として高い評価を得ており、現在、校長

○学校行事やＨＲ活動への満足度は高く、部活動の参加率の高さとあわせて充

先生以下が取り組んでおられる改革をその方向で進めていただきたい。

実した学校生活を送っていると考えられる。「学習と部活動の両立」について
は肯定的な回答が増加しましたが、それが自学自習の時間の充実と部活動の活

ｄ

なお、第２回目の学校協議会において、各委員の先生方には教科書採択にも関わ

性化につながっているかは今後調査していく必要がある。

っていただき、本校の教員が教科の経験や判断を基に適切な教科書を選定している

○「先生は学校生活の悩みや相談に親身になって応じてくれる」（７２％から

ものと認められる。特に問題はなくこれで進めていただきたい。というコメントも

８０％）、「秘密を守ってくれる」（７４％から８０％）などは昨年度より肯
定的な回答が増加し、生徒と教員の信頼関係は良好に構築されていると考え
ています。「学校生活についての先生の指導は納得できる」（６５％から７
８％）としている生徒も昨年度より肯定的な回答が増加し、学校のルール遵
守への指導の理解も進んでいると考えられる。
【学校運営等】
○保護者によるアンケートでは、進路指導の評価が上昇傾向にある。「生徒の
進路に関して、家庭と連絡・連携がとれている」（４８％から５８％）と改善
されている。また、
「学習評価の仕方は納得できる」
「学校は教育情報について、
提供の努力をしている」等について、肯定的な回答が着実に増えている。年間
２回の懇談期間を設けて面談の機会を増やしたことと日常のきめ細かな連絡
が要因であると思われる。
○「子どもは学校へ行くのを楽しみにしている」「子どもは充実した学校生活
を送っている」等の肯定的な回答が９割以上あり、学校の教育活動全般をあ
る程度評価されていると言えます。しかし、「この学校の授業参観や学校行
事に参加したことがある」（８９％から８７％）、「ＰＴＡ活動は参加しやす
い」（６１％から５９％）とほぼ横ばいの項目もあり、保護者の学校に対す
る関心は年々高まっている中、学校での活動に理解と協力を求めるために
も、より一層連絡等を密にする必要がある。

いただいた。
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本年度の取組内容及び自己評価
中期的
目標

今年度の重点目標

具体的な取組計画・内容

（１） 自学自習の促進と家庭
学習習慣の確立

（１）
ア 学習指導室が計画・立案した３年間を通
した学習サポートプログラムを、適時修正
を加えながら計画的に実施していく。

（２） キャリア教育の充実と
進路第一希望の実現

１
進
路
を
切
り
拓
く
学
力
の
育
成

評価指標

（１）
ア 計画・立案された学習サポー
トプログラムの実現率を
90％以上にする。
イ 各学年の個人懇談、学級懇談、
イ 保護者、本人との個人懇談、学級懇談、
学年懇談を２回実施。学校教
学年懇談を各学年２回ずつ持ち、家庭との
育自己診断アンケートにお
連携を密にする。また、生徒や保護者を対
いて「将来の進路について適
象とする進路講演や学習講演も各学年数回
切な指導を行っている」につ
持ち、進路意識を高める。
いては 80％、
「生徒の進路に
関して、家庭との連携がとれ
ウ 夜の質問会を２教室（１年生用と２、３
ている」については、65％を
年用）に分けて継続実施（週２回）
肯定的な回答になるように
する。
エ １年生は全員対象として４月当初、２年 ウ より効果的な活用として実
生は志望者対象に 7 月と 12 月の２回校内及
施する２教室での質問会の
び校外で自学自習の習慣づけを行う取組を
満足度を 80％以上にする。
実施する。
エ 参加者１年生は全員対象、２
年生は 200 名程度を目標と
（２）
して参加満足度 90％以上に
ア 文理学科の生徒の課題研究を行う上で、
する。
京都大学・大阪大学等の学生や院生をＴＡ （２）
（ﾃｨｰﾁﾝｸﾞｱｼｽﾀﾝﾄ）として活用することで、 ア 施設見学等の参加者 100 名、
内容の充実を図る。また、本校の生徒が上
活用頻度及び課題研究の内
記大学等の施設・研究室を活用し、課題研
容充実度。また、高い進路目
究の内容の充実や進路意識を高める。
標を持たせる。（京・阪・神
大の希望者数を 100 名以上
イ １・２年生に対して大学オープンキャン
にする）
。
パスへの参加を促進する。
イ 昨年に引き続き全員参加（平
成 25 年度ほぼ 100％）
ウ 豊陵会（同窓会）の協力によって、１年 ウ 同窓生の協力を 10 名以上に
生全員に対して、職業別講演会を実施する。
する。
（平成 25 年度は 11 名）
また、希望者に対して企業見学を実施する
企業見学は 20 名以上（平成
ことで進路意識を高める。
25 年度は 20 名）
エ 新たな進路資料として、生徒
エ 外部模試及び校内実力テスト、定期テス
一人ひとりのポートフォリ
ト、部活動等のデータをデータベース化し
オを完成させる。
て、生徒の学習指導・進路指導に活用する。 オ 昨年度と同様、英国語学研修
は 30 名程度、科学研修は延
オ 英国語学研修、科学研修（物理、化学、
べ 80 名参加をめざす。
生物、地学研修）を実施する。
（平成 25 年度は英国語学研
修は 29 名、科学研修は延べ
カ 授業、土曜講習、進路指導により進路第
80 名参加）
一志望を実現する。そのための、教育課 カ 生徒の希望が多い京都、大
程の改善にも取組んでいく。
阪、神戸の合格者 60 名（内
現役 25 名）
。改訂した新カリ
キュラムを円滑に実施する。

自己評価
（１）
ア 今年度、３年間を通した学習サポ
ートプログラムが完成した。学習ス
タイルとしては自学自習力を高め
るために様々なプログラムを年間
を通して実施するもので、その集大
成として、学習発表会（豊高プレゼ
ン）を２月６日全日を使って行っ
た。
（◎）
イ 各学年の個人懇談、学級懇談、学
年懇談を２回実施。肯定的な回答と
して、「生徒の進路に関して、家庭
との連携がとれている」については
58％→64％に増えたが、「将来の進
路について適切な指導を行ってい
る」については昨年同様 76％であっ
た。次年度に向けよりきめ細かく内
容も充実させた進路講演を企画し
ていきたい。（○）
ウ ２学期以降、質問会というよりは
単に自習室として活用している。参
加人数は６０名程度で満足度は高
いが、それは質問というより自習室
としての活動によるものの影響が
大きい。次年度見直し必要。学習面
については、教員がていねいに生徒
に指導しているのと、質問内容はほ
とんど数学ということもあり、「学
習質問会」は、ほぼその役割を終え
たので、次年度は自習室として開放
する日時を設定する。
（△）
エ １年生は入学式後全員学校で学習
会を行った。２年生は 90％以上の参
加があり、参加満足度 90％以上であ
った。一定の成果はあったので、次
年度も１年生は入学式を４月２日
とし、次の３日から自学自習への学
習サポートプログラムを実施して
いく。（◎）
（２）
ア 参加人数も 100 名を超え、見学だ
けでなく実験体検等中身も充実さ
せることができ、京・阪・神大の希
望だけでなく、内容で大学学部を考
える生徒が増えた。次年度も、進路
を考えるよい体験でもあるのでよ
り一層連携を進めていく。
（◎）
イ ほぼ計画通り参加促進することが
できた。次年度も、進路を考えるよ
い機会でもあるので継続していく。
（○）
ウ 現職の方（本校卒業生）１２名に
よるキャリア教育を１年全員に希
望別参加型講演会を２回（同日）実
施することができた。また、企業見
学として三菱重工、新日本製鉄、島
津製作所等 25 名参加した。次年度
も、進路を考えるよい機会でもある
ので継続していく。（◎）
エ 校務処理システムや模試等のデー
タをベースにしたデータベースづ
くりのシステム構築ができた。た
だ、途中止まったりすることもあり
まだまだ校務処理システムそのも
のが安定していないので少し使い
にくい面がある。
（○）
オ 英国語学研修は 35 名（昨年 29 名）、
科学研修は述べ 80 名を超えた。次
年度も継続していくとともに、英語
に特化した海外短期留学としてフ
ィリピン語学研修を行う（11 名参加
で TOEFLiBT70 点を超える生徒も出
た）(◎)。
カ 新カリキュラムとして、平成 27 年
度から正式に実施予定の TOEFL コー
ス生のカリキュラムを作成するこ
とができた。（○）校教育自己診断
結
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（１）志の育成
（１）
ア 地元豊中市と連携し、公民館・分館、
将来、社会のリーダーとして
活躍できる人材を育成するた
小中学校、支援学校、高齢者施設等の取組
めに、
「志」学を本格実施する。
みや活動に本校生（主として２年生）が参
「志」学では、社会貢献の意
加し、体験的活動を行う。その中で、自分
識を醸成し、リーダーとしての
の有用感や社会貢献の志を育てる。クラブ
資質を育成することを目標に
単位での参加・活動も進めていく。
イ 生徒自治会を中心に、教員とともに
して、教科・科目の授業とボラ
学校の自治会規則を新たに作成させ、リ
ンティア活動等の体験的活動
ーダーとしての意識及び学校の帰属意
を行う。

（２）使える英語力の育成

（３）ＳＳＨ事業の推進

２

国
際
舞
台
で
活
躍
す
る
人
材
育
成

（４）ＧＬ事業の推進

（５）ＳＧＨ事業の申請

（１）
ア・実践報告をまとめる
・学校教育自己診断結果におけ
る活動に肯定的な答えが
85％以上。
（平成 25 年度は
81％）
・「 志」学の取組みの一つで

（１）
ア 計画通り実施され、実践報告書も
作成中。また、生徒の満足度も肯定
的な答えは 85％を超えている。次
年度も継続させるとともに、報告書
の充実も図っていきたい。
（○）
イ 今年も昨年同様、自治会の生徒た
ある地域交流事業の参加者
ちが、私立高校も参加する第１地区
（対象２年生）を引き続き
の自治会・生徒会連絡会議の主催及
100％にする。
び関西生徒会連盟へ進行役として
識を高めていく。
イ・自治会規則の完成
参加。また、校内では新たな自治会
・リーダー講習会、メンタル
則を現在作成中で、より学校での帰
トレーニングなどを２回
属意識も高まってきている。（◎）
以上は行う。
（２）
（２）
（２）
ア 今年度は夏期集中してリスニン
ア 短期集中リスニング講習で英語リスニ ア リスニング講習参加者 300
グ講習を実施することができ、参加
ング力を高める。
名にする。
者は 300 名を超えることができた。
イ １年生より先行実施する TOEFL コース
（平成 25 年度 270 名）
短期集中の方が効果は高いような
生のプログラムとして毎日放課後の英 イ TOEFL コース生を 30 名以上
ので、次年度も短期集中で行ってい
語学習を行う。
にする。
きたい。
（○）
ウ 年度末に３週間程度海外英語留学を ウ 海外英語留学及び Skype を イ 先行実施した TOEFL コース生。放
行い海外の生徒とディスカッションで
利用したマンツーマンの英
課後約１時間毎日実施。クラブがで
きるレベルの英語力を育成する。また、
語学習の実施による参加生
きないということもあり結果とし
事前、事後学習として Skype を利用した
徒数や満足度を測る。
（10 名
て 17 名（最後まで残ったのは 15 名）
マンツーマンの英語学習を行う。
以上の活用）
ということになったが、彼らの意欲
エ 大阪大学の留学生や豊中地域の留学生 エ 留学生等との交流を昨年同
は高く今後の伸びが期待される。次
等との交流を行う。
様文理学科全員（160 名）に
年度は、授業時間内に TOEFL 仕様の
対して年間 3 回実施する。
事業を行う。（△）
（３） ＳＳＨ事業の推進
（平成 25 年度３回）
ウ フィリピンでの英語研修に行く
ア 課題研究、研修旅行、校内外の発表会等、
生徒 10 名が事前学習として Skype
理科が中心となるが、他教科も協力して学 （３）ＳＳＨ事業の推進
を利用した英語学習を実践してい
校全体で取り組む。
ア 全教職員が協力して関わる
る。
（◎）
イ 科学コンクール・科学オリンピックで入
ことのできる組織とする。
エ 予定通り、文理学科全員の 160 名
賞者を出すクラスの生徒を育てるために、 イ 海外の高校生と共同研究を
が留学生との交流会を行った。その
土曜日ＳＳＳ（スーパーサイエンスセミナ
行う。
内容は、事前にグループごとの課題
ー）生を募集して高いレベルの課題研究を
（平成２５年度はシンガポー
研究（異文化理解）を中心とした英
行う。
ル高校生科学チャレンジコ
語での討論会形式とすることがで
ウ 文系・理系に限らず、生徒全員が科学に
ンテストに応募することが
きた。（◎）
関心を持ち、科学リテラシーを育てる。
で き 、 Design and Build （３）ＳＳＨ事業の推進
Challenge 部門では本校生 ア 学校全体で取り組める体制がで
（４） ＧＬＨＳ事業の推進
が優勝した。）
き、第２期ＳＳＨ申請を行うことが
ア ＧＬＨＳ事業計画にもとづき、学校 ウ ＳＳＨアンケート：科学に興
できた。
（◎）
全体で取り組む組織を確立する。
味関心をもった生徒を 85％ イ ３月に台湾の台頭女子高等学校
イ 文理学科全員に課題研究を課し、学
以上にする。
（平成 25 年度は
と共同研究を行うプログラムを作
問としての興味・関心を高めていく。
81.5％）
成することができた。
（○）
ウ １年間の授業成果発表（豊高プレゼ
ウ ＳＳＨアンケート結果で科学に
ン）を行い、豊高のＧＬＨＳ校とし （４）ＧＬＨＳ事業の推進
関 心 を 持 っ た 生徒 は 88％ （ 昨 年
ての取組みを、広く生徒、保護者、 ア 課題研究委員会を組織して、
81.5％）になり、着実に理系に関心
教員等に知らせる。
各教科が関わる体制にする。
を持 つ生徒が増 加してきてい る。
イ 昨年度同様１年生には文理
（◎）ア・
学科全員に課題研究を課し （４）ＧＬ事業の推進
興 味 関 心 を も っ た 生 徒 を ア ＳＧＨアソシエイト校というこ
80％にする。
ともあり、文系の課題研究を学校全
（５） ＳＧＨ事業の申請
（平成 25 年度は、課題研究
体で取り組める体制ができつつあ
に興味関心をもった生徒は
る。
（○）
ア ＳＧＨ事業の申請に伴い、教育の国
75％）
イ 文理学科全員に課題研究を行う
際化を視野して真のグローバルリー
ウ 豊高プレゼンでのアンケー
ための基礎リテラシーとして前期
ダー校として学校全体で取組む組織
ト結果における肯定的な答
は科学一般教養、後期は課題研究の
を確立する。
えを 85％以上にする。
（平成
テーマづくりを行った。課題研究に
イ 「開かれた文化」として日本人にと
25 年度は 85％）
興味関心をもった生徒は 83％にな
って最も理解しづらい中東文化も視
った。（◎）
野に、中東の文化圏を大きなテーマに （５）ＳＧＨ事業の推進
ウ 豊校プレゼンは２月６日の全日
ＳＧＨアソシエイトとして、
次年
で実施。
（◎）
・
して自分自身の課題を見出すととも
度の事業への獲得に向けて、校 （５）ＳＧＨ事業の推進
に、将来の日本を見据えるグローバル
内体制の充実を図る。
ア ＳＧＨ推進委員会を組織立てた。
力を養うためのプログラムを開発す
ア 現在組織として動いている
（○）
る。
ＧＬ委員会で取組む体制を イ 「つながり」と「文化」から紐解
つくる。
く豊中グローバルプログラムとし
イ 国内外の大学、企業等と連携
て日本とイスラームから新たなス
して課題に取組めるような
タンダードを創造する人材育成プ
プログラムを開発する。
ラグラムを開発中。
（○）
・１１年生
の学校教育自己診断結果におけ

№１０８

府立豊中高等学校
（１）全教科・科目について、
生徒の授業アンケートを実
施する

３

教
員
の
授
業
力
等
の
資
質
向
上
に
向
け
た
取
組
み

（２）年２回実施する授業評価
をもとに、各教科で研究授
業・研究協議を実施する。
また、学校教育自己診断の
結果も踏まえて教科会議で
分析したものを持ち寄り、
職員研修も行うというＰＤ
ＣＡサイクルを回す。
（３）ＩＣＴ活用授業の普及に
努める。
（すべての教科でＩＣＴを活用
する）
（４）初任者や経験年数の少な

い教員対象の研修を組織
的に行い、ミドルリーダー
を育成する。

（１） 昨年度同様、全教科・科目について、 （１）年間２回実施することによ （１）
生徒による授業評価を年間２回実施す
り、１回目で低い値であった
評価の平均値を 3.19 となった。
る。
教員の授業力をより高めて
座学でも 3.15 となり、目標を上回
いくことで、評価の平均値を
ることができた。
（◎）
3.2 以上にする。中でも、座
学での評価を 3.0 以上にす
（２）
る。
（平成 25 年度は平均値は
各教科ごとに年１回の授業見学、
3.15、座学での評価は 2.95）
さらに教科を越えて教員相互授業
（２） 各教科ごとに年１回の授業見学、さ （２）研究協議、保護者や教育関
見学と研究協議を行った。また、各
らに教科を越えて教員相互授業見学と
係者による授業公開での意
教科で授業についての分析や改善
研究協議を行い、教科・科目としての
見、学校教育自己診断等を元
のための総括を作成中。「興味・関
授業評価を高める。（年間２回）
に、各教科で授業についての
心が持てるようになった科目」に対
分析や改善のための総括を
して、生徒の満足度は 73％に増加し
（３） ＩＣＴを活用した授業について、改
作成する。「興味・関心が持
装される多目的室で電子黒板による授
てるようになった科目」に対
た。これは、各教科での第１回授業
業やプレゼンも行い、普及に努める。
して、生徒の満足度を 70％
ｱﾝｹｰﾄ後における授業分析や改善策
以 上 に す る 。（ 昨 年 度 は
及び校内授業力向上研修によるこ
68％）
とも大きい。まさに、ＰＤＣＡサイ
（４） 新任や経験の少ない教員には、社 （３）すべての教科でＩＣＴを活
クルが上手く回っているものと思
会人としての振る舞いや教科指導・
用する。
（平成 25 年度は、地
われる（◎）
生徒指導等に自信と誇りを持って取
理、理科、英語、国語）
（３）
り組ませ、生徒を教育することの達 （４）昨年同様、管理職や分掌
ＩＣＴ活用授業については、多目
成感を味あわせる。
長等による研修を週１回程
的に設置された電子黒板を利用し
度行う。
（平成 25 年度は週
て理科・英語・国語で数回行われた。
１回行った。）
今後すべての教科でＩＣＴを活用
した授業展開を全校で取組みたい。
また、校務処理システムを活用した
校内ＬＡＮによる教育情報の活用
も更に考えていきたい。
（△）
（４）
新任や経験年数の少ない教員に
は毎週木曜日の４限目に研修を行
っている。この１年間で着実に新任
や経験の少ない教員の力は伸びて
きている。次年度については、新採
を含めた教員経験年数の少ない教
員だけでなく、意欲ある若手教員
に、本校だけでなく大阪の教育を担
ってもらえるような研修を校長も
交えて週１回行う。更に教員の質の
向上を図っていきたい。（◎）刻総
数は

