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令和 3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海外大学との連携 
 
⑵未来志向型教育の計画作成 
 
⑶教育環境の整備 
 

 ⑷組織改編 
  
 ⑸教職員の研修会の実施 
 
2自律した学習者の育成 
⑴生徒会活動の活性化 
 
⑵ルールメイキングプロジェクトに参加 
 
⑶自習室の活用 
 

 ⑷校内塾の開校 
  
 ⑸７限目授業の廃止 
  
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実施 
 
⑵コースの特色の強化 
 
⑶主体的学びの実践 

  
 ⑷新科目での教科書の選定 
  
⑸教科で新学習指導要領を学ぶ 
 

 

【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 4年 2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。 

この数字はここ 4年間続いている。ただし、少ない数値も変化が見られ

ない。 

○教職員 

・「よく当てはまる」「やや当てはまる」という回答が令和 2年度は 29

項目あったが、今年度は 26項目に減っている。ここ数年、生徒数の増

加から専任講師の数が多く、学校の理解が少なくなっている現状を表し

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」は低い数値を続けており、ここ数年間改善が見られていない。

具体的な改善方法が求められる。 

【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変化がない。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、新しい取り組みを

続けているも、教員、保護者・生徒への理解が不足している。 

・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 

・ここ近年保護者に向けた発信が強化されてはいるものの頭打ち状態ではない

かと思います。継続するだけではなく、新たな発信方法が必要ではないでしょ

うか。さまざまな行事を実施する際に「建学の精神」との関係性を強調するだ

けではなく、SHRや終礼などでの担任からの話の中にも取り入れるなども重要

ではないでしょうか。 

〇教育内容 

・「生徒の情報活力能力の育成に努力しているか」の評価は全館Wi-fi化と iPad

導入によるコロナ対応の早さに対する評価だと思われます。 

・「読書について指導しているか」は具体的な改善策が実行されていない状況

だと思われます。図書館と連携しての高評価群を増やす取り組みが難しいなら

ば、学習記録の項目に読書量を問う項目を入れるなど、新しい工夫をして、読

書を意識させる必要性があると思われます。 

〇教科教育 

・他教科と関連のある分野を教える際に、そこを他教科で教えている時期を意

識し、授業の中で、どの教科と関連があるかどうかを触れていくことで、生徒・

保護者に伝わっていくと思われますが、他項目での教員の評価が増加している

中で、この項目では逆になっていることから、これに関する教員の取り組み意

識が低いことを示しているのかもしれません。「他教科との連携」は、他教科

の教員と相談しながら、まずは「連携」出来る分野を探すことから始めていき、

次に授業の中で「連携」している教科の先生との情報交換しているときの話を

することで、「連携」している状況を生徒に発信していくことが必要だと感じ

ました。このためには「先生同士の交流」がまず出来ていなければならない。 

〇生徒指導 

・生徒・保護者の評価があまり変化していないのに教員の評価が大きく下がり、

昨年までとは逆に教員の評価の方が低くなっています。先生方が出来ていない

部分が見えてきたということですので、その改善すべき点を明確にして取り組

んでいくことが大切だと思います。 
 



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海外大学への連携強化 

㋐IFUとの連携強化 

 

㋑台湾 7大學との連携 

 

 

㋒ヘストンカレッジとの連携 

 

 

⑵未来志向教育の計画作成 

㋐PBL型修学旅行の導入 

 

㋑言語技術教育の導入 

 

㋒外部団体との連携を図る 

⑴海外大学への連携強化 

㋐ファンデーションコースの準備 

 

㋑協定の締結と推薦入学の枠組み

づくり 

 

㋒協定の締結と推薦入学の枠組み

づくり 

 

⑵未来志向教育の計画作成 

㋐成果の確認と実施計画作成 

 

㋑先進実施校の視察 

 

㋒外部団体を選定する 

⑴海外大学への連携強化 

㋐内容を確定する 

 

㋑説明会を実施する 

 

 

㋒奨学生枠を確保する 

 

 

⑵未来志向教育の計画作成 

㋐具体案の作成する 

 

㋑研修会への参加を決定める 

 

㋒３つ以上の外部団体と連携する 

⑴海外大学への連携強化 

・ファンデーションコースの科目と

して、令和 5 年度から授業を開講

することになった 

・台湾サポートセンターと連携し、

年に 1 度の説明会を実施すること

になった 

・ヘストンカレッジ入学に当たり奨

学生枠を確保できた 

⑵未来志向教育の計画作成 

・令和 5年度から 2年生で PBL型

修学旅行を実施することになった 

・令和 5 年度から言語技術という

学校設定科目で実施することが決

定し、令和 4 年度から研修会に参

加することになった。 

・3つ以上の外部団体と連携できた 

２ 

自
律
し
た
学
習
者
の
育
成 

⑴生徒会活動の活性化 

㋐SDGs活動 

 

㋑各行事を生徒主体で取り組む 

 

㋒当事者意識の構築 

 

 

⑵ルールメイキングプロジェクト

実施 

㋐郊外アンケートの実施 

 

㋑外部セクターへの調査 

 

㋒全校生徒を巻き込む仕組みづく

り 

⑴生徒会活動の活性化 

㋐パールズコレクション活動 

 

㋑文化祭等の運営 

 

㋒seveteenice オリジナル自動販

売機の設置 

 

⑵ルールメイキングプロジェクト

実施 

㋐街でのアンケート実施 

 

㋑各専門家との意見交換 

 

㋒オープン会議の実施 

⑴生徒会活動の活性化 

㋐すべての活動に参加する 

 

㋑コロナ禍での運営を考える 

 

㋒企業に提案し設置する 

 

 

⑵ルールメイキングプロジェクト

実施 

㋐なんば駅前で実施する 

 

㋑３人の専門家から意見を聞く 

 

㋒30以上の生徒を集める 

⑴生徒会活動の活性化 

・短期大学と志摩市と地元高校と本

校と連携し、パールズコレクション

活動すべてに参加し、志摩市長にプ

レゼンを実施した。 

・文化祭を実施したが、まだまだ教

員主体なものになった。 

・西日本で初めて、SEVETEEN ICE

オリジナル自動販売機を設置でき

た 

⑵ルールメイキングプロジェクト

実施 

・7月になんば駅前で実施した 

・5人の専門家から意見を聞くこと

ができた 

・15人の参加者にとどまった 

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実施 

㋐総合的な探究の時間の実践 

 

㋑ICT教育の実践 

 

㋒主体的な学びの授業展開 

 

 

⑵コースの特色の強化 

㋐教務内規の改訂 

 

㋑カリキュラムの見直し 

 

㋒全修得への移行 

⑴新学習指導要領の先取り実施 

㋐企業インターンの取り組み 

 

㋑オンラインの授業展開 

 

㋒アプリを使った学びの導入 

 

 

⑵コースの特色の強化 

㋐評価基準の見直し 

 

㋑スクールポリシーの作成 

 

㋒全修得に向けた計画づくり 

⑴新学習指導要領の先取り実施 

㋐優秀賞を獲得する 

 

㋑オンラインで通常授業を実施す

る 

㋒Qureous(数学)を使いこなす 

 

 

⑵コースの特色の強化 

㋐ルーブリックの完成 

 

㋑コース毎に作成 

 

㋒評価方法の詳細を決定する 

⑴新学習指導要領の先取り実施 
・企業インターン 
TWICE AWARD2021 でグランプ
リを獲得した 
・コロナ禍でオンラインで通常授業
を実施した。 
・Qureous(数学)を授業、または各
自で取り組んだ 
 
 

⑵コースの特色の強化 

・観点部評価のルーブリックを完成

させた 

・学校全体のスクールポリシーとコ

ース毎のスクールポリシーが完成

した 

・全修得へ向けた指導体制の構築を

継続して行っている。 

令和 5年度から実施予定 

 


