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(外部分析）

１職員の
勤務時間
の適正化

毎週月曜日を「定時退勤日」
「ノー会議デー」とし、平日
１回、週休日１回の「ノー部
活デー」を実施し、職員の勤
務時間の適正化を図る。

「定時退勤日」に75％以上
の職員が定時退勤に勤め、
「ノー会議デー」が実施で
きた。
部活動も「ノー部活デー」
の完全実施がほぼできた。

「定時退勤日」に50％以上
の職員が定時退勤に勤め、
「ノー会議デー」がほぼ実
施できた。
部活動も「ノー部活デー」
も半分以上実施できた。

「定時退勤日」に30％以上
の職員が定時退勤に勤め、
「ノー会議デー」がだいた
い実施できた。
部活動も「ノー部活デー」
の完全実施は半分未満で
あった。

「定時退勤日」の職員の定
時退勤が30％未満で、
「ノー会議デー」が実施で
きないことも多かった。
部活動も「ノー部活デー」
の実施がほぼできなかっ
た。 Ｃ

管
理
職

今年度もコロナの影響が続いた。定時退勤について
は、特に意識なくとも達成された。ノー部活デーにつ
いては、新型コロナ感染症拡大により、部活動の制限
がかかり、ほぼ、達成することができた。

Ｂ

・ＰＤＣＡを回すために、評価の改善
が必要であると考える。
・イレギュラーが続くが、継続的な取
組が必要である。

２会議の
内容精選
と時間厳
守

会議には事前に資料を配布
し、要点を絞って提案し、緊
急を要する場合を除いて、原
則１時間以内を守る。

資料を事前に配布するとと
もに内容を精選し、会議時
間１時間以内が９割以上守
られた。

資料の事前配布をほぼ実施
し、内容もほぼ精選し、会
議時間１時間以内が７割以
上守られた。

資料の事前配布を半分以上
実施でき、会議時間１時間
以内が５割以上守られた。

資料の事前配布は半分以下
で、会議時間１時間以内が
守られたのは５割未満しか
なかった。

Ｃ
管
理
職

昨年度に引き続き、行事の縮小などを検討する必要が
あり、会議時間はほとんど１時間以上かかった。一
方、職員朝礼では、共有フォルダに連絡事項を事前に
入力することで打ち合わせ時間が短縮され、学年打ち
合わせ時間も十分に確保され、効率的に朝礼を運営で
きた。 Ｂ

・ＩＣＴ機器の活用により、時間短縮
が進んでいると推察される。
・コロナ禍のため、十分に出来なかっ
たのではないかと思う。

３教材等
の整理整
頓

整理整頓が必要な箇所をピッ
クアップし、種類や使用頻度
別に分類・整理を実施する。
職員の清掃分担を徹底し、コ
ピー用紙の整理・再利用を促
進する。

整理整頓が十分に行われて
おりコピー用紙の整理・再
利用も完全に実施できた。
職員の清掃分担も完全に実
施できた。

整理整頓がほぼ行われてお
りコピー用紙の整理・再利
用もほぼ実施できた。職員
の清掃分担もほぼ実施でき
た。

整理整頓が行われているの
が半数程度であり、コピー
用紙の整理・再利用も一部
不十分であった。職員の清
掃分担も半数程度は実施で
きた。

整理整頓が行われているの
が半数以下であり、コピー
用紙の整理・再利用も不十
分であった。職員の清掃分
担も半数以下しか実施でき
なかった。 Ｂ

管
理
職

部活動の時間短縮などがあったため、教員には整理整
頓する時間が確保された。また、教材研究とともに教
材室、理科実験室などの整理ができた。継続して机
上、教材室の整理ができた。

Ｂ

・生徒の学習環境に関わることでもあ
るため、継続して取り組んで欲しい。

４家庭や
地域への
情報発信

学校・家庭・地域との相互関
係を深め、中学校・PTA・同窓
会・後援会と密接に関わり地
域に信頼される学校づくりに
邁進する。そのために学校通
信、学校案内・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを充
実させ、学校の教育活動を保
護者や地域の人々に積極的に
広報していく。また、各部、
各学年と連携をとり、各行事
や式典を意義深いものとす
る。

学校通信を年間10回以上発
行し、生徒・保護者、市内
等中学生に配布し情報発信
できた。
また、ホームページの更新
もこまめにできた。

学校通信を８回以上発行で
きた。

学校通信を６回以上発行で
きた。

学校通信を５回以下しか発
行できなかった。

Ｃ

総
務
・
I
C
T
推
進

学校案内、ＨＰの充実は今年度の目標は達成された。
ただ、新型コロナウイルスの影響を受けて、始業式な
ど、全校生参加の行事が放送で実施というケースが中
心となり、従来通りの行事が円滑に行われなかった。
密を回避するためにやむをえない状況であった。オー
プンハイスクールについては、感染防止策をとった上
で、２回とも実施でき、中学校への情報発信ができた
ことは一つの成果であり、その結果、コースの志願者
が定員を超えることにつながった。その他、多くの行
事は縮小となりながらも、実施できたのは本校の全職
員の協働意識のたまものである。講演会についても、
コロナの状況に鑑みて中止となったものがあるが、地
域に信頼される学校として、次年度は行事、式典等を
全校一同に会した場で実施できる工夫を検討していき
たい。

Ｂ

・校長ブログの内容が、地域からもと
ても親しみのもてる内容であるため、
学校の良いイメージを発信していると
考えられる。

５地域と
の交流

高校生ふるさと貢献活動を実
践するため、ボランティア活
動への参加や関連機関との連
携を図る。
また、ＰＴＡと連携した行事
を推進するとともに校内行事
や学校安全を守る取り組みを
盛り上げる。

年間延べ750人以上の生徒
が活動に携わった。さら
に、生徒が主体的に取り組
み、内容の充実や地域との
連携を深めることができ
た。

年間延べ500人以上750人未
満の生徒が活動に携わっ
た。

年間延べ250人以上500人未
満の生徒が活動に携わっ
た。

年間延べ250名未満の生徒
しか活動に携わらなかっ
た。

Ｃ
生
徒
指
導

　今年度も新型コロナウイルスの感染症の影響を受け
て、校外活動を積極的に行うことができなかった。
　しかし、募集のあるボランティアには生徒が積極的
に希望する姿が見られたので、地域に貢献できる生徒
の育成や生徒の人格を伸ばす取組になると確信してい
る。 Ｂ

・コロナの状況において、この生徒ア
ンケートの結果は十分であると考えら
れる。
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教
員
の
資
質
向
上

６教員の
授業力向
上

授業研究の機会を増やし、
「主体的・対話的で深い学
び」と「言語活動」の研究を
通して教員の授業力の向上を
図る。

年間３回（各学期に１回）
の授業研究の機会を設け、
言語活動についての研究を
進める中で、教員の授業力
向上を図ることができた。

年間２回の授業研究の機会
を設け、言語活動について
の研究を進める中で、教員
の授業力向上を図ることが
できた。

年間１回の授業研究の機会
を設け、言語活動について
の研究を進める中で、教員
の授業力向上を図ることが
できた。

授業研究の機会を設けるこ
とができなかった。

Ａ
教
務

昨年度休校で実施できなかった１学期の授業研究は、
教員が相互授業見学をおこなう「授業見学週間」とし
て実施できた。また、例年通り２学期に公開研究授
業、３学期に校内研究授業を実施し、その成果を報告
して全体に共有できた。
アンケート結果も全体的には良好だが、新指導要領が
求める「生徒が主体的に参加する授業」については改
善の余地が大いにあると考える。

Ａ

・相互授業見学が出来たことは大変意
義深い。今後も生徒の学習の可能性を

７基本的
生活習慣
の確立

８時20分登校の遅刻件数を
減少させる。（昨年度475件）
また、挨拶の励行を促進する
とともに、毎月の頭髪服装点
検で身なりを正す。

年間遅刻件数は210件未満
であり、登下校時やすれ違
う時にはしっかりと挨拶が
できた。また、時と場合に
応じて身なりを正すことが
できた。

年間遅刻件数は211件以上
420件未満であり、登下校
時やすれ違う時にはしっか
りと挨拶ができた。また、
制服の着崩しがないよう注
意喚起に努め、校内では身
なりを正すことができた。

年間遅刻件数は421件以上
630件未満であり、挨拶の
声は少なかった。頭髪服装
点検では再点検者が増加傾
向を示した。

年間遅刻件数は631件以上
であり、改善がみられな
かった。そして、挨拶が聞
かれず、制服の着崩しも目
立った。

Ｃ
生
徒
指
導

　令和元年度の遅刻件数を基準値に設定し、目標を数
値化して、取組を継続している。
　今後も根本的な登校指導の在り方の見直しや、生徒
の安全を守るための啓発運動に注力していく。また、
日々の声かけや遅刻回数が多い生徒には面談を行い、
詳細な情報を全校集会で公表しているが、時間や交通
ルールを守る意識が低い生徒が一定数いることが現状
である。

Ｂ

・一朝一夕には成果はあげられないだ
ろうが、継続して指導をして欲しい。

８規定及
び内規の
整理と共
通理解

学校の実情を考慮しながら
未来志向で整理を進める。

生徒指導規定及び内規を現
状に応じるかたちに改訂・
修正をすることができた。

見直した内容を部会等で検
討するまでにとどまった。

部内で現行規定及び内規を
整理した。

整理することができなかっ
た。

Ａ
生
徒
指
導

　今年度は制服のジェンダーレス化やＢＹＯＤに対応
すべく、規定や内規の改訂・修正をすることができ
た。今後も生徒が主体になって規定や内規を見直して
いけるよう心がけ、より良くなっていけるよう変革を
目指す。

Ａ

・生徒主体で、規定を見直す目標設定
が素晴らしい。

９学校安
全の向上

交通安全の遵守やマナーの向
上をはじめ、校内施設・設備
の安全点検や定期的な清掃な
どに努める。
また、専門機関（加西警察や
加西市補導委員会等）との連
携も積極的にとり、情報交換
を行う。

日々の指導や講演会等の行
事を見直し、生徒の状況把
握や対応が適切にできた。

学校安全に係る情報を全職
員へ周知し、共通理解を図
りながら、各部・学年と連
携した対応ができた。

学校安全に係る情報を全職
員に周知するまでにとど
まった。

学校安全に係る事案に適切
な対応ができなかった。

Ａ
生
徒
指
導

　今年度は兵庫県警察本部より講師を招き、ネットに
関する講演会を実施することができた。また、交通安
全については入学直後に講話を行い、以降は注意喚起
や啓発活動に努めた。
　校内施設・設備については定期的に点検及び美化活
動に努めることができた。 Ａ

・講演会の内容も、生徒を取り巻く状
況をよく把握したものとなっており、
効果的だと考える。

10職業
観・勤労
観の育成
と進路意
識の向上

インターンシップ、大学見学
会、職場見学会などを充実さ
せ、社会の中での自己の役割
を考えさせる中で職業観・勤
労観を育成し、進路意識を向
上させる。

インターンシップ、職場見
学等を希望する生徒全員が
参加できた。大学見学、講
演会、キャリアガイダンス
等を企画し、進路意識向上
への支援に十分つながった

インターンシップ、職場見
学等を希望する生徒のほと
んどが参加できた。大学見
学、講演会、キャリアガイ
ダンス等を企画し、進路意
識向上への支援につながっ
た

インターンシップ、職場見
学等を実施した。大学見
学、講演会、キャリアガイ
ダンス等を企画した。

インターンシップ、職場見
学等を実施できなかった。
大学見学、講演会、キャリ
アガイダンス等を十分に企
画できなかった。

Ｂ
進
路
指
導

コロナ禍の影響によりインターンシップ（病院、保育
所、学童等の体験）がほとんどできなかった。大学見
学や企業説明会も中止せざるを得ない状況となった。
そのような状況の中、職業観や勤労観を十分に向上さ
せたとは言い難い。感染症等の影響が今後も続くよう
であれば、根本から計画を見直し、コロナ禍において
も実施可能な計画を企画することも検討する必要があ
る。

Ｂ

・様々な苦労があったと思われるが、
一定程度の生徒アンケートがあるた
め、評価は低くないと考える。

11進路実
現に向け
たサポー
ト体制の
確立

生徒個々の進路希望に応じた
補習や個別指導、進路ガイダ
ンスを充実させ、意欲を持っ
た生徒の学びを支援する。全
教員の負担が増えてきている
のでそれを軽減するように努
力する。

全学年において、進路講演
会、ガイダンス、進路面談
を計画通り実施できた。ま
た、平日補習・夏季補習等
を積極的・計画的に実施
し、学力支援が十分でき
た。個々の生徒の進路に応
じた支援ができた。教師の
仕事がかなり軽減すること
ができた。

全学年において、進路講演
会、ガイダンス、進路面談
を計画通り実施できた。ま
た、平日補習・夏季補習等
を積極的・計画的に実施
し、学力支援ができた。教
師の仕事が少し軽減するこ
とができた。

進路講演会、ガイダンス、
進路面談を実施した。ま
た、平日補習・夏季補習等
を積極的・計画的に実施し
た。教師の仕事がわずかに
軽減することができた。

進路講演会、ガイダンス、
進路面談を一部に実施、ま
たはできなかった。平日補
習・夏季補習等を積極的・
計画的に実施できなかっ
た。教師の仕事を軽減する
ことができなかった。 Ｂ

進
路
指
導

補習や進路に対する個別指導は例年どおり、もしくは
それ以上の回数を実施することができたが、全体への
進路ガイダンスは十分に実施することができなかっ
た。感染症等が今後も続くようであればガイダンス等
のあり方を検討する必要がある。

Ｂ

・生徒の評価は高く、学校、教員に対
する満足度は高いと考える。

学
校
運
営

生
徒
指
導

進
路
指
導
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12グラン
ドデザイ
ンに基づ
く教育

「北高カリキュラム 2021」
（全体構想）に基づいた教育
の展開を呼びかける。

年度当初にグランドデザイ
ンを全教員に配布し、生徒
の資質・能力の育成を主眼
とする教育を展開すること
を共有できた。
今年度のテーマである「言
語活動の充実」について、
全教員で言語活動を実践す
ることができた。

年度当初にグランドデザイ
ンを全教員に配布し、生徒
の資質・能力の育成を主眼
とする教育を展開すること
を共有できた。
今年度の今年度のテーマで
ある「言語活動の充実」に
ついて、多くの教員で言語
活動を実践することができ
た。

年度当初にグランドデザイ
ンを全教員に配布し、生徒
の資質・能力の育成を主眼
とする教育を展開すること
を共有できた。
今年度の今年度のテーマで
ある「言語活動の充実」に
ついて、半数程度の教員で
言語活動を実践することが
できた。

年度当初にグランドデザイ
ンを全教員に配布し、生徒
の資質・能力の育成を主眼
とする教育を展開すること
を共有できた。
今年度の今年度のテーマで
ある「言語活動の充実」に
ついて、一部の教員でしか
言語活動を実践できなかっ
た。 Ｂ

教
務

全教員にグランドデザインを配布して情報の共有はで
きた。教員アンケートでは84％が「できた」以上
（「よくできた」の割合は19％）で、昨年度に比較し
て上昇したが、以前「よくできた」の割合が低いこと
が気になる。
言語活動の充実については生徒アンケートでは40％が
授業の工夫をしていると感じている（「まあそう思
う」以上なら93％）。この割合をさらに増やすような
仕掛けが求められる。

Ｂ

・職員、生徒全体にグランドデザイン
を共有するためには、それぞれ校内研
修や生徒への周知の場を設定するな
ど、工夫が必要と考える。

13授業の
PDCAサイ
クルの展
開

シラバス・年間計画、生徒授
業アンケート等を活用し、授
業のPDCAサイクルを展開させ
る。

１学期末、２学期末に生徒
授業アンケートを実施し、
分析の上で授業改善につい
て検討できた。
３学期末に１年間を振り返
り、年度当初に作成した年
間計画を改善するととも
に、改善案を次年度の担当
者に引き継ぐことができ
た。

年間で１回の生徒授業アン
ケートを実施し、分析の上
で授業改善について検討で
きた。
３学期末に１年間を振り返
り、年度当初に作成した年
間計画を改善するととも
に、改善案を次年度の担当
者に引き継ぐことができ
た。

生徒授業アンケートを実施
できなかったが、３学期末
に１年間を振り返り、年度
当初に作成した年間計画を
改善するとともに、改善案
を次年度の担当者に引き継
ぐことができた。

授業のPDCAサイクルを展開
することができなかった。

Ｂ 教
務

実施についてはA評価に該当するが、内容を総合してB
評価とした。授業アンケートの結果を授業に良く反映
できたと回答したのは8％に留まった（「できた」を含
めると84％）。生徒アンケートでは29％が反映されて
いると感じている（「まあそう思う」以上なら
82％）。
生徒の声を授業改善にいかすことは重要であるが、一
方で学校や教員の目標・思いを反映させることも必要
である。授業改善の視点としてアンケート以外のもの
も用意していく必要を感じている。

Ａ

・積極的にＰＤＣＡサイクルを回そう
と努力しており、生徒の学習活動への
還元が期待される。

学校教育目標を達成するため
の効果的な教育課程やカリ
キュラムについて検討する。

令和４年度実施教育課程に
ついて、学校教育目標を達
成するという目標を共有し
た上で、教育課程を編成す
ることができた。

令和４年度実施教育課程に
ついて、学校教育目標を達
成するという目標をおおむ
ね共有した上で、教育課程
を編成することができた。

令和４年度実施教育課程に
ついて、学校教育目標を達
成するという目標をある程
度共有した上で、教育課程
を編成することができた。

令和４年度実施教育課程に
ついて、学校教育目標を達
成するという目標を共有で
きなかった。

Ｄ
教
務

教育課程編成の議論に教育目標の実現という視点はな
く、受験のために必要な教育課程についての議論にと
どまった。まずは本校が目指すべき方向性やビジョン
を確立することが望まれるが、教務部だけに留まらな
い学校全体としての課題である。アンケートの結果は
悪いものではないが、私個人の実感とはかけ離れたも
のに感じる。

Ｃ

・教務部だけでなく、教員全体で、新
教育課程や学校のグランドデザインに
対する理解と実践を進めていく必要が
ある。

新教育課程となる令和４年度
入学生の教育課程について検
討する。

令和４年度入学生教育課程
について、新学習指導要領
が目指す教育の内容をよく
共有し、全職員で教育課程
について検討することがで
きた。

令和４年度入学生教育課程
について、新学習指導要領
が目指す教育の内容をおお
むね共有し、全職員で教育
課程について検討すること
ができた。

令和４年度入学生教育課程
について、全職員で教育課
程について検討することが
できた。

令和４年度入学生教育課程
について、一部の教員でし
か検討することができな
かった。

Ｃ
教
務

「新学習指導要領が目指す教育」「これからの時代に
求めらている教育」を土台とした検討はできず、現行
教育課程編成と同じ状況であった。良くも悪くも「こ
れまで通り」である。編成過程については各教科の意
見を吸い上げながら調整できた。
上の項目にも関係するが、本校には教育課程を評価す
る機会がない。より良い教育課程を編成するために
は、教育課程全体においてもPDCAサイクルを展開でき
るような手立てが必要ではないかと思う。

Ｃ

・教育課程を評価する場や機関が求め
られる。
・学校全体として議論をして欲しい。

教
育
課
程

カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

14教育課
程やカリ
キュラム
の検討



領域
評価の
観点

評　価
項　目

実　践　目　標 評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ 評価Ｄ
学校
評価

部
署

令和３年度の反省と改善策（自己分析）
関係者
評価

学校関係者評価
(外部分析）

令和３年度　　　兵庫県立北条高等学校　学校評価評価項目　

人
権
教
育

15人権教
育への取
り組み

人権HRを活性化して生徒の人
権意識を高める指導を推進す
る。また、最近注目されるよ
うになった人権課題について
も、人権HRを通して認識を深
める。

人権HRが充実してかなり多
くの生徒の人権意識が高ま
るとともに、人権問題に対
する関心も高くなった。

人権HRが充実して多くの生
徒の人権意識が高まるとと
もに、人権問題に対する関
心も高くなった。

人権HRが充実して五割程度
の生徒の人権意識が高まる
とともに、人権問題に対す
る関心も高くなった。

人権HRが充実して生徒の人
権意識が高まるところまで
至っておらず、人権問題に
対する関心も高くはならな
かった。

Ｂ
人
権

休業の影響で十分に時間を確保することはできなかっ
たが、各学年と連携し、ほぼ年間計画にそって進める
ことができた。訪問指導では車椅子体験を実施し、障
がいをもつ人の気持ちに寄り添う時間を生徒に持たせ
ることができた。加西市とも連携をとり人権教育を推
進していきたい。 Ｂ

・とても大切な部署であると思うの
で、職員、生徒への働きかけを継続し
て欲しい。

人
間
創
造
コ
ー

ス

16人間創
造コース
の充実

人間創造コースの特色ある取
組を通して、体験活動を充実
させるとともに、主体的に課
題解決に取り組む姿勢を身に
つけさせる。また、地域に根
ざした活動を通して、生徒に
ふるさとを愛する気持ちを育
み、ふるさと貢献活動を積極
的に行う。加えて、人間創造
コースの魅力・特色を充実さ
せる教育内容を取り入れ、生
徒が活動を通して、人間力
や、コミュニケーション能
力、グローバル時代を生きる
ための英語力を向上させられ
るような取り組みを行う。

特別非常勤講師などを積極
的に活用し、特色ある取組
を実施し、体験活動も非常
に充実させることができ
た。また、探究活動を通じ
て、地域に根ざしたボラン
ティア活動等にも積極的か
つ継続して取り組むことが
できた。上記に加えて、
キャリアガイダンスを年に
2回行うことで、生徒の自
己肯定感を高め、将来を前
向きに考えるきっかけを与
えられた。英語力が向上
し、英検GTEC等の点数も向
上した。

特別非常勤講師などを活用
した特色ある取組を実施
し、体験活動や、地域に根
ざした活動も実施できた。
また、ボランティア活動に
も複数回生徒が参加した。
英語力も向上し、英語検定
やGTEC等公式テストのスコ
アが前回より少しアップし
た。

特別非常勤講師などを活用
した特色ある授業を1回は
実施できた。また、地域に
根ざした活動も1回程度は
行うことができた。英語力
は前回同様のスコアを維持
できた。

特別非常勤講師の活用がで
きず、人間創造コースの特
色を活かす授業等を実施で
きなかった。また、地域に
根ざした活動も行うことが
出来なかった。英語力も検
定合格等の数字が伸びず、
英検合格者数等も減少し
た。

A

コ
ー

ス
委
員
会

新型コロナウイルス感染拡大のため、体験活動等が制
約され、コース独自の取組である、JAXA東京研修や、
京大見学が出来なかったが、それに変わるローカルな
活動を充実させ、主体的に課題解決に取り組む姿勢を
身につけさせることができた。特に、地域に根ざした
活動として、今年度、「うずらのおもてなしツアー」
が新たに計画され、高校生が取り組むまちづくりを実
践することができた。他にも、加西のお土産考案企画
や、地域のこども達とふれあう「森の図書室」などに
も参加し、生徒にふるさとを愛する気持ちを育むこと
ができた。また、オーストラリア訪問は叶わなかった
が、「ねひめカレッジ」との交流により、加西在住の
外国人のゲストを呼び、「世界の扉in 北条高校」と題
して、異文化を学ぶ機会も持つことが出来た。普段か
ら、日本語教室で関わることも多く、加西在住の外国
人支援にも積極的に関わることができた。人間創造
コースの活動の多くが、地元加西市において、大きな
役割を果たし、彼らの存在、働きぶりが必要不可欠な
ものになってきている。今後もさらに、生徒のスキル
アップを目指し、特別非常勤講師等による学習の機会
を確保して行きたい。また、オンラインによるキャリ
アガイダンスも定番となってきたが、今回はコースの
2・3期生がゲストとして参加してくれるなど、実りあ
る将来に向けての話し合いの機会を合計４回持つこと
ができた。まもなく、4期生による探究論文「学びの軌
跡　vol.４ 」にて、これらの新た活動も報告されるよ
ていである。3月実施予定の5期生による「探究活動発
表会」は、4月に日程を変更し、校内で、新入生や新着
任の先生方を前に開催する予定である。今後も益々活
発な活動を展開し、地域に若い力を役立てたい。

Ｂ

・コースの先輩がゲストとして在校生
に話をする取組は素晴らしい。
・コースに関わるＨＰの更新を進めて
欲しい。

国
際
理
解
教
育

17国際交
流事業の
推進

交流事業を組織的に推進し、
国際理解を深め、広い視野を
持った生徒を育てる。コロナ
禍のため、令和２年度に行っ
たオンラインを活用した国際
交流の取組をさらに推進す
る。また、学校行事の中で、
国際交流事業の成果を全校生
徒に還元していく。

タイ王国、オーストラリア
との国際交流を行ない、交
流の成果を全校生徒を対象
とした成果発表会を実施し
還元した。タイ王国、オー
ストラリア生徒の受け入れ
において、全校生との交流
活動が十分にできた。

タイ王国、オーストラリア
との国際交流を積極的に行
ない、交流の成果を対象と
した成果発表会を実施し、
全校生徒に還元した。

タイ王国、オーストラリア
との国際交流を積極的に行
なったが、全校生徒に対す
る成果の還元ができなかっ
た。

タイ王国、オーストラリア
との国際交流を前年以上に
積極的に行えなかった。ま
た、全校生徒に対して成果
の還元が不十分であった。

Ｄ
国
際
交
流

前年度のオンラインでの国際交流をさらに発展させ
て、学校行事としてではなく、通常授業の中で交流が
できるように検討したが、先方の担当教員の体調不良
のため、交流が滞った。一方、本校生徒の国際交流版
画、交流のために手作りカルタを作成した。事前にク
リスチャンスワンカレッジの日本語教室の生徒に送付
し、カルタの読み札を活用して日本語を学んでもら
い、オンラインで実際にカルタ大会を行う予定であ
る。次年度以降、先方に英語版のカルタの作成を依頼
し、本校生徒の英語力、コミュニケーション力の向上
を図る取組を検討する。

Ｄ

・評価基準に照らして評価すると低い
表ととなってしまうが、取組としては
十分に行っている戸考える。

課
題
学
習


