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令和 2年度 大阪夕陽丘学園高等学校 学校評価 

 

１ めざす学校像 

・自律した学習者の育成 
・自らの価値を高め、自分事として行動できる生徒の育成 

 

２ 中期的目標 

1魅力ある学校づくり 
⑴新制服の誕生 
 
⑵校則の見直し 
 
⑶生徒会活動の活性化 
 

 ⑷外部との連携 
  
 ⑸教職員の教育研修会の実施 
 
2GIGAスクール構想のその先へ 
⑴全館Wi-fiの環境を最大限生かす 
 
⑵情報モラル獲得 
 
⑶個別最適化の授業実施 
 

 ⑷一人 1台のタブレットの使用方法の確立 
  
 ⑸教職員の ICT研修会の実施 
  
3新学習指導要領への対応・実施に向けた取り組み 
⑴新学習指導要領の先取り 
 
⑵カリキュラムの見直し 
 
⑶補習から自習室の運用へ 

  
 ⑷大学入学共通テストへ対応 
  
⑸教員の新学習指導要領の対策の実施 
 

 

【自己評価アンケートの結果と分析・学校評価委員会からの意見】 

自己評価アンケートの結果と分析［令和 3年 1月実施分］ 学校評価委員会からの意見 

○生徒・保護者 

・特に高い数値を示しているのが、「学校が教育計画に従って取り組み

をおこなっている」「年間の授業計画に従って授業をすすめている」「情

報モラルの指導を行っている」「人権に配慮して指導を行っている」の

項目で 75%以上の肯定的な回答となっている。年間教育計画、シラバ

スの作成は、毎年時間をかけて作成し教員が共通認識を持ったうえで、

生徒にも授業初めには開示している。また、生活指導部は情報モラルの

取り組みとして、携帯電話の扱い等は重点的に指導している。また、人

権教育は女子高時代から力を入れており、そういった学校として力を入

れて取り組んでいるものは、やはり高評価を得られていると思われる 

○教職員 

・教員アンケートの中で一番気になる項目は「学校の教員同士の連携が

とれている」「他教科との連携を充分に行っている」「先生同士の交流が

十分に行われている」で 70%以上が「よく当てはまらない」「あまり当

てはまらない」の回答を占めている。職場環境の改善が急務なことを意

味するものと捉え、管理職を中心としたガバナンスの強化が必要不可欠

と思われる。 

また、保護者アンケートと同じくして、「他教科との連携を充分に行

っている」が好ましくない数値という事は新学習指導要領に対応できな

いことを示していることになり、改善の必要が急務とされる 

【分析】 

・ここ近年を相対的にみるとアンケート結果に大きな動きが無い。安定

した教育活動が出来ているという評価が出来る反面、新しいことが何も

進んでいないとも理解できる。新学習指導要領の導入を前に新しい教育

活動の実践が求められる。 

・良くも悪くも学校として明確な姿勢・取り組みを打ち出しているもの

は高評価であり、あいまいな部分は低評価になっている。これは、目標

と具体的な取り組み計画を打ち出せれば、まだまだ改善でき、より良い

学校になると思われる 

〇全般 

・全体的な評価は好ましいものといえますが，教員評価において「危機管理」

と「教員同士の連携」に関する評価が比較的高くない点は，今後改善に努める

べき課題であると思われる 

すなわち，「危機管理」と「教員同士の連携」は，いずれも密接に関連する

事項であるのみならず，生徒の安全や健全な成長には相対的に重要性が高く，

また保護者の評価は必ずしも間接的ものに過ぎないといえるからです。 

この点，教員間のコミュケーション不足や，協力関係の欠如が背後にあるの

であれば，それを是正する具体的な施策が今後検討されるべきでしょうし，そ

のことが，まさに有事対応としての危機管理に直結するものと思われる 

〇教育内容 

・将来的な生徒の在り方を重要視するならば，「情報活用」や「情報モラル」

について高く評価されている点は，重要であり，価値が高いと考えます。 

また，「生徒の主体性」，「国際理解」についても，今後益々重要性が高まる

項目であるため，さらに評価が改善されるよう工夫されることが期待される 

〇教科教育 

・授業や教材等，教育の本質的な項目に関して，教員が肯定的に評価されてい

る点について，当然であると思うと同時に，本質的な点に能動的・積極的な評

価がなされていることで，強い健全性を感じる 

「他教科との連携」の評価が高くありませんが，現実的には難しいことが容易

に想定できますので，やむを得ないかと思われる 

〇生徒指導 

・教員評価において，生徒との関係性やクラス運営について，４分の１程度の

否定的評価がなされている点は課題であると思われます。 

この点も，先述の教員間のコミュニケーションや連携によって改善がなされう

るのではないかと思われますので，課題を抱える教員を他の教員らでフォロー

し，向上できる体制が確立されているか等，検討いただくべきではないかと思

われる 
 



３ 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 評価指標 自己評価 

１ 

魅
力
あ
る
学
校
づ
く
り 

⑴新制服の誕生 

㋐魅力あるポイントを出す。 

 

㋑プロジェクトチームの設置 

 

㋒市場調査を実施する 

 

 

⑵生徒会活動の活性化 

㋐各行事を生徒主体にする。 

 

㋑生徒会選挙に複数人を擁立

する 

㋒活動日を週 3回以上にする 

⑴新制服の誕生 

㋐5つの「初」を作り出す。 

 

㋑公募し、女性が過半数になる

ようにする。 

㋒難波で無作為に中高生 100

名以上にアンケートをとる。 

 

⑵生徒会活動の活性化 

㋐体育祭・文化祭の取り組みを

生徒会主体とする 

㋑信任投票にならないように

働きかける 

㋒毎週の活動により、実施計画

をよりよく練る 

⑴新制服の誕生 

㋐自慢できる物に仕上げる 

 

㋑斬新なアイデアでまとめる。 

 

㋒新入生 400名以上確保 

 

 

⑵生徒会活動の活性化 

㋐例年と違うのものにする 

 

㋑確約書に 2 名以上の候補者

の擁立 

㋒活動計画が緻密に取り組ま

れている 

⑴新制服の誕生 

・令和元年に創立 80周年を迎え、「大阪夕陽丘

学園高等学校」としても、「第 2 期」と位置付

けて、教育改革を実施するにあたり、象徴とし

て「制服のフルモデルチェンジ」を実施。 

・SDGsに賛同し、推進することを目指す。 

この 2つをメインテーマに取り組み、いいもの

が出来た 

 

⑵生徒会活動の活性化 

・前期の選挙では、各候補複数人の立候補者が

立ち、活発な選挙となった 

・生徒会を中心とした生徒を巻き込んだ形には

なったが、教員の理解が得られず例年通りの学

園祭となった。 

・クラブ活動との両立が難しく、後期には、盛

り上がりがなくなった 

２ 
G

IG
A

ス
ク
ー
ル
構
想
の
そ
の
先
へ 

⑴全館Wi-fiの環境を最大限生

かす 

㋐コロナに対応した授業展開 

 

㋑各授業のタブレット使用率

のアップ 

㋒各会議のペーパレス 

 

 

⑵教職員の ICT研修会の実施 

㋐教職員全員が必要に応じて

使用することが出来る 

㋑連絡ツールとして使用する 

 

 

㋒夏期休暇中に教職員研修会

の実施 

⑴全館Wi-fiの環境を最大限生

かす 

㋐オンライン授業を展開する 

 

㋑板書を無くし、アプリを使用

した授業を展開する 

㋒タブレットで各会議を行う、

印刷もしない 

 

⑵教職員の ICT研修会の実施 

㋐授業・会議・研修会等で使用

することが出来る 

㋑Classiや Thems等を使用し

て連絡を行なう 

 

㋒外部の講師を招聘し実施す

る 

⑴全館Wi-fiの環境を最大限生

かす 

㋐緊急事態宣言が発出した際、

オンライン授業を実施 

㋑各教科の使用率を 70%にす

る 

㋒各会議における紙の使用率

を 10%以下にする 

 

⑵教職員の ICT研修会の実施 

㋐印刷物の減少 

 

㋑学校から保護者はもちろん

のこと、宣誓から生徒への連

絡にも使用する 

㋒実施できたかどうか。 

 

⑴全館Wi-fiの環境を最大限生かす 

・緊急事態宣言が発出した時期は全ての授業を

オンライン授業(LIVE)で行った。 

・各会議のペーパレスには成功したが、各授業

のタブレット使用に関しては、各教科で差が大

きくなった 

 

⑵教職員の ICT研修会の実施 

・新型コロナ対応で ICT化が急速に進んだ 

・すべての教員が Teams を使用し、生徒との

やり取りを実践し、アプリを使用しての課題配

信もできるようになった 

・緊急事態宣言発出中は全教員がオンライン授

業を展開した 

・すべての教務においても飛躍的に ICT化が進

んだ 

３ 

新
学
習
指
導
要
領
へ
の
対
応
・
実
施
に
向
け
た
取
り
組
み 

⑴新学習指導要領の先取り 

㋐総合的な探究の時間の先行

実施 

㋑対話的な授業展開 

 

㋒独自の教育改革の実施 

 

 

⑵カリキュラムの見直し 

㋐令和3年度からカリキュラム

を変更する内容の決定 

㋑時間数を減らす 

 

㋒大学入学共通テストの動向

を確認する 

⑴新学習指導要領の先取り 

㋐2年後に迎える実施に向けた

完成形を目指す 

㋑各授業において、板書を減ら

し、生への質問を増やす 

㋒建学の精神を読み取り、新し

い教育への準備を進める 

 

⑵カリキュラムの見直し 

㋐新学習指導要領を意識した

ものにする 

㋑対話的深い学びへとつなが

るカリキュラムとする 

㋒ICTの利用を組み込む 

⑴新学習指導要領の先取り 

㋐本校の総合的な探究の時間

の位置づけを決定する 

㋑ICTを使用し、生徒との対話

の時間を確保する 

㋒学校としての取り組みを明

確化し示す 

 

⑵カリキュラムの見直し 

㋐令和 4 年度に改訂の必要が

無いものになっているか 

㋑新学習指導要領では教科名

が変更になっているもの、新

しい取り組みが必要なもの

へ対応が出来ているか 

㋒大学入学共通テストの要網

への対応が出来ているか 

⑴新学習指導要領の先取り 
・2年目を迎える総合的な探究の時間の方向性
が見えてきた 
・社会性を身に付けることで実社会での対応力
を身に付ける 
・プロジェクターとホワイトボードを駆使し
て、板書を減らして、生徒への質問、対話が増
えた 
・来年度からのスクールポリシーづくりにあた
り、建学の精神を読み取り、現代の教育に最も
合う形のものをつくる 
 

⑵カリキュラムの見直し 

・令和 3・4年度はカリキュラムを変更せずに

出来るように作成した。 

・令和 3年度生の大学入学共通テストの要網が

作成後に発表された為、入学後の変更も検討す

る。 

・本校の強みのひとつである ICT化を前面に出

せるように、カリキュラムを変更を行った 

 


