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令和４年３月１日 

令和３年度 大阪国際滝井高等学校 学校評価 実施報告 
大阪国際滝井高等学校 校長 松下寛伸 

Ⅰ．めざす学校像 

「全人教育」を基礎として、礼節を重んじ、世界に通じる心豊かな人間を育成する学校 

１．「凛とした美しい人づくり」を中核とした教育力で女子高として存在感の高い学校 

２．主体的に学ぶとともに能動的に行動できる人材を育成する学校 

３．女子のキャリア教育に注力し、関連の諸学校への進学に強い学校 

４．国際的な感性を磨き、コミュニケーション能力の豊かな人材を育成する学校 

５．人権を尊び、「いじめ」や「差別」などの人権侵害を許さない学校 

 

Ⅱ．中期的目標 

１．基礎学力の定着と生徒の習熟度に応じた学力向上対策 

（１）学習習慣の定着  

    「キャリア手帳」を活用し、生徒が客観的に自己を見つめ直し、できるだけ早期に進路目標を立て、それに向けて計画的な学習が

進められるよう指導する。また、活用が前年度大幅に改善した「スタディサプリ」については、教員による活用計画提案と生徒向け

の活用推進のための指導を改めて行い、家庭学習習慣の定着につなげていく。 

    コロナ禍の下、校内はもちろん、リモートでの学習環境整備も喫緊かつ重要な課題。昨年度より段階的に進めてきたが、今年度は

これを一層進展させる。今年度の新入生には全員に iPad を制定品として購入してもらい、授業や行事、家庭学習や家庭との連絡など

にも積極的に活用していくことで、ICT 学習環境整備と関係者のリテラシー向上を図る。 

    今年度より、予備校教師による放課後自習室管理（チューター制度）を導入。生徒からの質問対応や学習計画立案への助言を行

う。これにより、学習意欲の喚起と自習習慣の確立、また外部大学受験者層への学力向上支援につなげていく。  

（２）習熟度別授業と個別指導の徹底 

    英語、数学、国語の３教科で習熟度別授業を実施し、生徒一人一人の学力に応じた指導を充実させることにより、理解度を高め、

学習意欲の喚起と学力伸長を図る。また、進路に応じた小論文指導や成績不振者に対する個別指導などよりきめ細かな指導のさらな

る充実を図る。 

（３）探究型授業の普及 

    「総合的な探究の時間」には各学年ごとに「地域探究」や「企業探究」、「キャリア探究」など、テーマを決めて探究型授業を行

っている。高校卒業までの３カ年の学習指導計画を策定し、すべての教科において探究型の授業が実施できるよう授業研究を進め

る。その際には、大阪市博物館協会などの「キャンパスメンバーズ」制度の利用や大学、企業、地域、社会教育機関などとも連携や

交流をしながら、授業内容や指導方法を工夫する。ICT 環境については引き続き整備すると共に、すべての教員が活用できるよう計

画的に研修を行う。 

    また、今年度の新入生には、奈良県吉野町の全面的なバックアップを受け、日本の歴史・伝統・文化・自然・地域産業などをテー

マとした、通年での総合探究学習「ヒロインプログラム」を実施予定。 

 

２．進路実現に向けた組織的な進路指導の取組み 

（１）  女子キャリア進学を見据えた受験指導の徹底 

    進路指導主任を中心として、特進コース文系、特進コース薬学系、看護進学コース、国際科の各主任が連携しながら、難関大学・

学部への進学を希望する生徒に対する組織的な受験指導を徹底して行い、進学実績を伸ばす。 

    また、できるだけ早期から進路に対する意識を高めるため、それぞれの進路先に応じた職場体験実習や大学見学ツアーを実施す

る。 

（２）  併設大学への進学安定化のための高大連携プログラムの充実 

    大学・短大と取り組んできた高大連携授業については、新中高への継続も展望し、大学・短大と協議の上、今年度より一部見直

し。アクティブラーニング型や課題解決型授業を通じて、大学での学びの楽しさを知る機会ともしたい。また極力、大学生との交流

の場も設けていきたい。 

総合進学コース２年生を対象とした後期の大学連携授業にて、早期に併設大学の授業内容等を理解させることにより、３年次での

垂直連携授業での講座選択を円滑にするとともに、内部進学の際の適切な学部選択に役立てる。特に，幼児保育に関しては、短期大

学部と幼稚園との３者による連携協定を基に、短大とは、より一層専門的な学習や学生とのコラボしたイベントの開催、こども園と

は幼児とのふれあいや保育士との懇談会などの行事を通し、幼児保育コースの充実と短期大学部への進学率アップにつなげる。ま

た、大学･短大のクラブとの連携強化を図って参りたい。 

 

３．グローバルマインド育成のための取組み強化 

 

（１）  「小笠原流礼法」授業 

    人に対する思いやりの心と感謝の気持ちを育む教育を継続する。併せて、遅刻の防止、挨拶の励行、清掃活動の徹底などにより、

「凛とした美しい人づくり」をより強化する。 

（２）  異文化交流プログラムの取組み 

コロナ禍により、海外への渡航環境は依然不透明であるが、可能な限り、海外研修・留学の取組みは模索していく。修学旅行は、

普通科がハワイ、国際科がカナダ語学研修を 10 月に予定。また現環境下で、生徒たちが異文化体験や理解を深められるよう、海

外のイベント・風習を取り入れた形での行事やオンラインでの取組みなどを企画していく。  

（３）部活動のさらなる活性化 

学園並びに学校の部活動方針の策定に伴い、部活動の目的を再認識した上で、各部がより計画的で効率的な練習を立てて活動を行

い、学習との両立がうまく出来るような環境を整備する。積極的なクラブ紹介活動にて、足元、60％程度に止まっている新入生の加

入率を上げられるよう努めていく。 

また、新校にもつながるシンボリッククラブの位置付けとして、昨年度ラクロス部を創設。今年度から実質的な活動をスタートす

る。 

（４）地域貢献活動の推進 

例年行っている地元幼稚園、小・中学校や特別支援学校との連携、献血や交通安全など地域行事への参加、病院や福祉施設等への

出前演奏などは現状難しい環境であるが、地域清掃活動や環境保全などの活動は推進し、地域に根ざした学校としてのイメージを定

着させる。 
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４．将来ビジョンを踏まえた組織的な学校運営 

（１）  経営計画に基づく教職員の意識改革 

新中高の整備を見据えて、打ち出された基本戦略プラン「VISION100」の下、準備作業を進めていくとともに、全教職員が本校の現

状と課題を共通理解し、その課題解決に向けた改革に取り組む。 

（２）  配慮を要する生徒への指導の充実 

すべての生徒が「ともに学び、ともに育つ」教育を基本に、一人ひとりの障がいの状況に応じた配慮を行うため、特別支援委員会

を中心に個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成と活用を推進し、一人ひとりのニーズに応じた指導や支援を行う。また、い

じめや不登校などの未然防止や早期発見の対策のため、スクールカウンセラーや医療機関などの関係者と連携した教育相談体制やサ

ポート室の運用の整備を図る。 

（３）  教職員研修の計画的実施 

教員の授業力向上を図るため、年間を通じて計画的な教員研修を行い、研究部を中心に、ベテラン教員と経験の少ない教員とが互

いに教え合い学び合う環境をつくるとともに、校内や校外における研究授業への参加機会を確保する。  

また、質の高い教職員集団の維持向上を図るため、本校の喫緊の教育課題に応じて計画的、継続的な教職員研修を実施する。その

際、外部教育機関とも連携を図りながら、経験年数に応じたより実践的で効率的なものとなるよう工夫する。  

（４）働き方改革の推進 

    生徒に向き合う時間をより多く捻出するため、昨年度「働き方改革 PT」を立ち上げ、グループウェア導入による業務効率化の推進

や会議時間の短縮、ペーパーレス化の推進、行事の精選など、一定の改善を見た。今年度もこの流れを汲み、旧態以前とした業務内

容の見直しや、校内 ICT 環境の整備、無駄・非効率事務の排除など、改革推進をさらに加速させる。 

  

５.新中高 生徒募集活動の強化 

令和 4 年度の生徒募集については、新校「大阪国際中学校高等学校」にての募集初年度となる。教育方針や学びの特色をしっかりと

訴求することにより、定員確保に向けて、大和田中高と力を合わせ、教職員一同募集活動に取り組んでいく。 

 

 

Ⅲ．本年度の取組内容及び自己評価  

評価指標：※は学校評価アンケートでの肯定的評価 A+Bの割合 

自己評価：◎目標以上（70％以上）  〇ほぼ目標どおり（60％～）  △目標に達していない（20％～）  ×全く取り組めていない(20％未満) 

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．基礎学力の定着と生徒の習熟度に

応じた学力向上対策 

（１）学習習慣の定着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）習熟度別授業と個別指導の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）探究型授業の普及 

 

 

 

 

(1)①「キャリア手帳」や「スタディサプリ」 

「ロイロノート」の活用を促進する。 

 

 

②リモートでの学習環境を整える。 

 

 

 

③補習・講習の充実をはかり、一人

一人に丁寧な指導を行う。 

 

④チューター制度や図書室などの自

習スペースの利用促進などによ

り、すべての生徒に学習習慣が身

につくように環境整備を行う。 

 

(2)①英語、数学、国語の３教科で習熟

度別授業を実施する。 

 

②進路に応じた小論文指導、成績

不振者の個別指導の充実を図る。 

 

 

 

 

(3))①「主体的・対話的で深い学び」の

実現に向けた授業改善を実現

するため、「総合的な探究の時

間」を核として、探究型の授業を

普及させる。 

②ＩＣＴを活用した授業が展開でき

るよう、ＡＬ教室やＩＣＴ機器の環

境整備を行う。 

 

 

(1)①「スタディサプリ・ロイロノートは  

役立っている。」 

（※生徒・保護者・教員の肯定的 

評価 70％以上） 

②「学校にはオンライン学習等の配 

信環境が整っている。」 

（※生徒・保護者・教員の肯定的 

評価 70％以上） 

③「授業以外でも講習・補習や個別

指導を熱心に行っている」 

(※教員の肯定的評価 70%以上) 

④「チューター制度など放課後に学

習する環境が整っている」  

(※生徒・教員ともに肯定的評価 

70%以上) 

 

(2)①「授業がわかりやすい」 

(※生徒･保護者・教員の肯定的評 

価 70%以上) 

②「質問しやすく熱心に教えてくれる」

（※生徒の肯定的評価 70%以上) 

②-2「学力は着実に伸びている」 

(※生徒･保護者・教員の肯定的評価

70%以上) 

 

(3)①「学力向上に力を入れている」 

(※生徒･保護者・教員の肯定的評価 

70%以上) 

  ①-2「学校は、特色ある教育活動を 

行っている。」 

(※生徒･保護者・教員の肯定的評価 

70%以上) 

②「ＩＣＴ機器が充実しており、授業で活 

用されている。」 

(※生徒･保護者・教員の肯定的評価 

70%以上) 

 

 

 

(1)①生徒 80.3%、保護者 79.9%、 

教員 89.7％(◎) 

 

 

②生徒 83.1%、保護者 83.7%、 

教員 92.3％(◎) 

 

 

③教員 92.3％(◎) 

 

 

④生徒 84.0%、教員 100％(◎) 

 

 

 

 

(2)①生徒 76.0%、保護者 74.9%、 

教員 89.7％(◎) 

 

②生徒 82.7% (◎) 

 

②-2生徒 66.7%、保護者 71.8%、 

教員 64.1％(〇) 

 

 

(3)①生徒 72.7%、保護者 79.5%、 

教員 74.4％ (◎) 

 

①-2生徒 83.1%、保護者 89.2%、 

教員 89.7％(◎) 

 

 

②生徒 74.9%、保護者 74.7%、 

教員 84.6％(◎) 
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２．進路実現に向けた組織的な進路指

導の取り組み 

（１）女子キャリア進学を見据えた受験

指導の徹底 

  

 

 

 

 

 

（２）併設大学への進学安定化のため

の高大連携プログラムの充実 

 

 

(1)①難関大学・学部への進学を希望

する生徒に対する組織的な受験指

導を徹底して行い、進学実績を伸ば

す。 

 

②それぞれの進路先に応じた職場体

験実習や大学見学ツアーを実施す

る。 

(2)①総合進学コース２年生を対象とし

た後期の併設大学連携授業と標準

コース３年次での垂直連携授業での

講座選択を円滑に行うことにより、内

部進学の際の適切な学部選択に役

立てる。 

②幼児保育、短期大学部と幼稚園との

３者による連携協定の締結により新

たな企画を打ち出し、内部進学率ア

ップにつなげる。 

③大学･短大のクラブとの連携強化を

図り、円滑な内部進学につながるよ

う、担当者同士の連絡を密にする。 

 

 

(1)①「学校は、進路指導をしっかりして

くれる。」 

(※生徒・保護者・教員ともに肯定的

評価 70%以上) 

①-2「進学実績は上がっている。」

(※教員の肯定的評価 70%以上) 

②コロナ禍の影響で実施できなかっ

たため評価せず 

(2)①内部進学者数を卒業生の 30%以

上。 

 

 

 

 

②幼児保育進学コースから幼児保

育学科への内部進学者数 80％以上 

 

 

③「併設大学との連携体制が整い、指

導が行われている」 

(※コロナ禍の影響でクラブ連携は実

施できなかったが、実施するため

の体制が整っているかの判断がで

きる。教員の肯定的評価 70%以上) 

 

 

(1)①生徒 83.1%、保護者 86.9%、 

教員 94.9％(◎) 

 

 

①-2教員 48.7%(△) 

 

 

 

(2)①内部進学者数 56名 

内部進学率 35.7％(◎) 

 

 

 

 

②17名（73.9％） （〇） 

 

 

 

③教員 79.5％ （◎） 

  

３．グローバルマインド育成のための取

り組み強化 

（１）「小笠原流礼法」授業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）異文化交流プログラムの取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）クラブ活動のさらなる活性化 

 

 

 

 

 

（４）地域貢献活動の推進 

  

 

 

 

(1)①小笠原流礼法を授業に取り入れ、 

人に対する思いやりの心と感謝の 

気持ちを育む教育を継続する。 

②遅刻の防止、挨拶の励行、清掃活 

動の徹底などにより、 

「凛とした美しい人づくり」を 

より強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)①可能な限り、海外研修・留学の

取組みは模索していく。修学旅

行は普通科はハワイ、国際科

はカナダを予定。 

②生徒たちが異文化体験や理解を

深められるよう、海外のイベント・風

習を取り入れた形での行事やオン

ラインでの取組みなどを企画して

いく。 

(3)①学園並びに学校の部活動方針の

策定に伴い、各部がより計画的で

効率的な練習を立てて活動を行

う。 

②積極的なクラブ紹介活動にて、 

新入生のクラブ加入率を上げる。 

(4) 地元幼稚園、小・中学校や特別支

援学校との連携、地域清掃活動、献

血や交通安全など地域行事への積

極的な参加、病院や福祉施設等へ

の出前演奏など地域におけるボラン

ティア活動を推進する。 

 

 

 

(1)①「礼法の授業は役立っている」 

(※生徒･保護者・教員の肯定的評 

価 70%以上) 

②「先生は間違った行動を正しく指 

導してくれる」 

(※生徒･保護者の肯定的評価 70% 

以上) 

②-2「マナーやルールを守ることが身 

に付いたと思う」 

(※生徒･保護者の肯定的評価 70% 

  以上) 

②-3「命の大切さや人権の大切さを学

ぶ機会がある」 

(※生徒･保護者・教員の肯定的評価

70%以上) 

②-4「ヒロインセミナーは、有意義なも

のになっている。」 

(※生徒・教員の肯定的評価 70%以上) 

(2)① コロナ禍の影響で実施できなか

ったため、評価せず。 

 

 

 ②「異文化を学んだり体験したりする

機会がある」 

(※生徒･保護者・教員の肯定的評価

70%以上) 

 

(3)①「生徒会活動やクラブ活動が活発 

である」 

(※生徒･保護者・教員の肯定的評価

70%以上) 

②クラブ加入率６0％以上。全国大会出

場 2部以上。 

(4) コロナ禍の影響で実施できなかっ

たため、評価せず。 

 

 

 

(1)①生徒 88.3%、保護者 91.2%、 

教員 82.1％(◎) 

 

②生徒 84.6%、保護者 85.6%、 

教員 87.2％(◎) 

 

 

②-2生徒 85.1%、保護者 88.7%、 

教員 82.1％(◎) 

 

 

②-3生徒 79.9%、保護者 85.6%、 

教員 87.2％(◎) 

   

 

②-4生徒 81.8%、教員 76.9%、(◎) 

 

 

(2)  

 

 

 

 ②生徒 65.8%、保護者 66.6%、教員 56.4% 

  （〇） 

 

 

 

(3)①生徒 82.9%、保護者 83.3%、 

教員 61.5％(〇) 

 

 

②クラブ加入率全校 55％（△） 

1年 57％ 2年 61％ 3年 48％ 

 バレーボール部インターハイ・春高出場、 

フェンシング部、 

軽音楽部・吹奏楽部全国大会出場。(◎) 
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４．将来ビジョンを踏まえた組織的な

学校運営 

（１）経営計画に基づく教職員の意識

改革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）配慮を要する生徒への指導の充

実 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）教職員研修の計画的実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）働き方改革の推進 

 

 

(1)①新中高整備を見据えて、 

打ち出された基本戦略プラン

「VISION100」の下、準備作業を進

めるとともに、全教職員が現状と課

題を共通理解し、その課題解決に向

けた改革に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 (2)①特別支援委員会を中心に個別の

教育支援計画及び個別の指導計

画の作成と活用を推進し、一人ひ

とりのニーズに応じた指導や支援

を行う。 

②いじめや不登校などの未然防止

や早期発見の対策のため、スク

ールカウンセラーや医療機関な

どの関係者と連携した教育相談

体制の整備を図る。 

(3)①年間を通じて計画的な教員研修を

行い、研究部を中心に、ベテラン教

員と経験の少ない教員とが互いに

教え合い学び合う環境をつくるとと

もに、校内や校外における研究授

業への参加機会を確保する。 

 

 

②本校の喫緊の教育課題に応じて計

画的、継続的な教職員研修を実施

する。 

 

(4)①昨年度に引き続き、教職員の長時

間労働の削減と生徒指導の時間確

保のため、旧態以前とした業務

内容の見直しや、校内 ICT環境

の整備、無駄・非効率事務の排

除など、改革推進をさらに加速

させる。 

 

 

(1)①「学校方針や目標を教職員･学校

関係者が理解して取り組んでい

る」 

①-2「学園や学校の財務状況の必要

事項は報告されている」 

①-3「新校に関する必要事項は報告

されている」 

①-4「理事会等における学園運営に

関する必要事項は報告されてい

る」 

(※教員の肯定的評価 70%以上) 

 

(2)①「支援が必要な生徒に対して組織

的に対応している。」 

(※教員の肯定的評価 70%以上) 

 

 

②「いじめへの対処方針や指導計画

が明確にされている」 

②-2「いじめの実態把握に努め、 

いじめの早期発見に努めている」 

(※教員の肯定的評価 70%以上) 

(3)①「教科会議で授業内容等を評価、

意見交換を実施している」 

 ①-２校外研修への参加者数 

                        80%以上 

①-3「研修等に参加した成果を他教 

員に伝えて情報を共有している」 

①-4「初任者等経験の少ない教員に

対する研修が実施されている」 

②「効果的な校内研修計画を立案し教

員に実施している」 

 (※①②教員の肯定的評価 70%以上) 

  

 

 

(４)①グループウェアや勤務記録簿など

の更新 

②計画年休 5日の取得率 100％ 

③パソコン、タブレット端末の利

用などによるＩＣＴ化による業

務の効率化の推進。 

 

 

(1)①教員 79.5％(◎) 

   

 

①-2教員 74.4％（◎） 

 

①-3教員 92.3％（◎） 

 

①-4教員 87.2％（◎） 

 

 

 

 

(2)①教員 92.3％(◎) 

 

 

 

 

②教員 84.6％（◎） 

 

②-2教員 92.3％（◎） 

 

 

(3)①教員 56.4%（△） 

 

①-2 校外研修参加者数  

32名/39名（82%）（◎） 

①-3教員 41.0%（△） 

 

①-4教員 69.2％（○） 

 

②教員 74.4%(◎) 

 

 

 

 

 

(４) ①グループウェア等の更新により、

各種紙ベース申請の電子化のさらなる

実現、時間調整等の業務効率化の実

現(◎) 

②教員 100％取得予定 （◎）  

③運営委員会・職員会議におけるペ

ーパーレス会議の実施及び伝達事

項のグループウェア配信の推進 

‐大和田高校とも連携  

 生徒の健康チェックをロイロノートで 

実施。 （◎） 

５.新中高 生徒募集活動の強化 新校の初年度の募集において、教育方

針や学びの特色をしっかりと訴求する

ことにより、定員確保に向けて、大和

田中高と力を合わせ、教職員一同募

集活動に取り組んでいく。 

定員確保 募集定員 305名に対し、 

専願出願者 226名、併願出願者 569名 

定員超過の見込み（◎） 
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Ⅳ自己評価アンケートの結果と分析 

【質問項目】 

【結果】 

 資料 令和３年度 学校評価アンケート集計表 

     資料①－１ ：全校生徒結果    ①－２ ：全保護者結果    ②－１・２ ：１年生生徒結果  ②－３・４ ：１年生保護者結果 

  ③－１・２ ：２年生生徒結果   ③－３・４ ：２年生保護者結果  ④－１・２ ：３年生生徒結果  ④－３・４ ：３年生保護者結果 

⑤ ：教員集計表                           ＊②～④はクラス別と科・コース別 

 

【分析】 

１．実施状況 

対 象 対象者数 回収数 回収率 調査期間 備考 

生徒 全校 ４８６ ４６２ ９５％ 令和４年１月２６日 資料①－１ 

資料①－２ 保護者 全校 ４８６ ４６３ ９１％ 令和４年１月１９日～２６日 

生徒 １年生 １９７ １８６ ９４％ 令和４年１月２８日 資料②－１・２ 

資料②－３・４ 保護者 １年生 １９７ １８２ ９２％ 令和４年１月１９日～２６日 

生徒 ２年生 １３１ １２８ ９８％ 令和４年１月２８日 資料③－１・２ 

資料③－３・４ 保護者 ２年年 １３１ １１８ ９０％ 令和４年１月１９日～２６日 

生徒 ３年生 １５８ １４８ ９４％ 令和４年１月２８日 資料④－１・２ 

資料④－３・４ 保護者 ３年年 １５８ １４３ ９１％ 令和４年１月１９日～２６日 

教職員 常勤  ３９ ３９ １００％ 令和３年２月２日～５日 資料⑤ 

＊生徒・保護者ともクラス別／科・コース別 
２．質問項目 

 前年度の調査より以下の項目を変更した。 

① 変更項目 

＜生徒・保護者・教員共通＞ 

 ●スタディーサプリは、役立っている。 ⇒ スタディーサプリ・ロイロノートは、役立っている。 

  変更理由：オンラインなどで利用する学習ツールとして、ロイロノートを使用する頻度が増えたため。 

●ＡＬ教室やＩＣＴ機器が充実している。 ⇒ ＩＣＴ機器が充実しており、授業で活用されている。 

 変更理由：ＩＣＴ機器を使える環境が整ってきたので、その活用まで踏み込んで調査しようと考えたため。 

 ＜生徒・教員共通＞ 

●放課後などに自習学習する環境が整っている。 ⇒ チューター制度など放課後などに学習する環境が整っている。 

   変更理由：生徒が放課後に学習する機会として、今年度よりチューター制度を実施しているため。 

 ＜保護者・教員共通＞ 

  ●ホームページなどで学校の教育内容を知ることができる。 ⇒ ホームページ・インスタグラムなどで学校の教育内容を知ることができる。 

   変更理由：学校のホームページにインスタグラムを連動させたため。 

  ●学校は、公開授業や懇談、通信等で学習状況を適切に伝えている。 ⇒ 学校は、懇談、通信等で学習状況を適切に伝えている。 

   変更理由：コロナ禍で公開授業を実施していないため。 

 ＜教員＞ 

  ●積極的に募集活動が行われ、定員を充足する努力がされている。 ⇒ 積極的に新校に対する募集活動が行われ、定員を充足する努力がされている。 

   変更理由：滝井高校の募集を停止したため。 

② 追加項目 

＜生徒・教員＞ 

 ●ヒロインセミナーは、有意義なものになっている。 

  追加理由：今年度からヒロインセミナーを実施しているため。 

  

３．評価項目の推移 

各対象の表は、アンケートの４段階評価の肯定的評価である“そう思う”（Ａ）、“ややそう思う”（Ｂ）の合計が８０％以上を高評価項目（赤字）、否定的評

価である“ややそう思わない”（Ｃ）、“そう思わない”（Ｄ）の合計が４０％以上を低評価項目（青字）として考察した。 

★高評価項目（Ａ＋Ｂが 80％以上）数の推移（過去５年間：カッコ内の数字は質問項目数に対する割合） 

年 度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

生徒 １／２３(4.3%) １／２４(4.2%) ７／２３(30.4%) １４／２５(56.0%) １６／２６(61.5%) 

保護者 １２／２４(50.0%) １０／２５(40.0%) １３／２４(54.2%) １５／２６(57.7%) １８／２６(69.2%) 

教員 ２０／４５(44.4%) １４／４５(31.1%) １９／４４(43.2%) ２６／４７(55.3%) ３１／４８(64.6%) 

★低評価項目（Ｃ＋Ｄが 40％以上）数の推移（過去５年間：カッコ内の数字は質問項目数に対する割合） 

年 度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

生徒 ７／２３(30.4%) ９／２４(37.5%) １／２３(4.3%) １／２５(4.0%) ０／２６(0%) 

保護者 ２／２４(8.3%) １／２５(4.0%) １／２４(4.2%) １／２６(3.8%) ０／２６(%) 

教員 １０／４５(22.2%) １５／４５(33.3%) １０／４４(22.7%) ８／４７(17.0%) ５／４８(10.4%) 

 

Ⅰ）アンケートの全項目に対する肯定的評価の割合の推移。 

生    徒：令和元年度に続いていた減少が止まり、上昇傾向になったが、今年度は更に上昇しここ数年で過去最高の結果となった。 

保  護  者：令和元年度以降着実に上昇傾向を継続し、今年度はここ数年で過去最高の結果となった。 

教    員：平成 30年度に下降したが、その後は着実に上昇傾向を継続し、今年度はここ数年で過去最高の結果となった。 

 

Ⅱ）アンケートの全項目に対する低評価の割合の推移 

生    徒：令和元年度に大幅に低評価項目が減少し、令和２年度も１項目とその傾向は継続し、今年度は０項目になった。 

保  護  者：平成 30年度以降 1項目が続いたが、今年度は０項目になった。 

      教    員：令和元年度から低評価項目が減少しはじめ、今年度は５にまで改善した。 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

Ⅲ）高評価項目と低評価項目 

  ⅰ）共通質問項目における生徒の高評価項目  ※高評価となっている項目を生徒評価の高位順 

（数字は全体に占める高評価の割合。カッコ内の数字は前年度。矢印は前年度より５ポイント以上、色つき矢印は１０ポイント以上の変化） 

家庭には、オンラインでの学習環境が整っている。  生徒：９１％（８３％）↑  保護者：８８％（７８％）  教員：－ 

礼法の授業は役に立っている。           生徒：８８％（８６％）  保護者：９１％（８８％）  教員：８２％（８２％） 

成績や評価には納得している。           生徒：８６％（８３％）    保護者：９２％（８９％）  教員：９２％（９１％） 

マナーやルールを守ることが身についたと思う。   生徒：８５％（８４％）   保護者：８９％（８８％）  教員：８２％（６５％）↑ 

先生は、間違った行動を正しく指導してくれる。   生徒：８５％（８４％）   保護者：８６％（８３％）   教員：８７％（７９％）↑ 

事務室での手続きや相談は親切に対応してくれる。  生徒：８４％（８１％）   保護者：８８％（８３％）↑  教員：１００％（８８％）↑ 

チューター制度など放課後に学習する環境が整っている。生徒：８４％（８４％）   保護者： －                 教員：１００％（８５％）↑ 

生徒会活動やクラブ活動が活発である。       生徒：８３％（８３％）    保護者：８３％（８４％）  教員：６２％（５３％）↑ 

本校には、特色ある教育がある。          生徒：８３％（８５％）    保護者：８９％（８４％）↑  教員：９０％（９４％） 

学校は進路指導をしっかりとしてくれる。      生徒：８３％（８４％）   保護者：８７％（８２％）↑  教員：９５％（９４％） 

学校には、オンライン学習等の配信環境が整っている。生徒：８３％（７３％）↑ 保護者：８４％（７５％）↑ 教員：９２％（５９％）↑ 

質問をしやすく、熱心に教えてくれる先生がいる。  生徒：８３％（８０％）   保護者：－          教員：９７％（９１％）↑ 

本校の建学の精神や教育方針は理解している。    生徒：８２％（８０％）    保護者：８３％（８２％）    教員：４９％（４４％）↑ 

ヒロインセミナーは、有意義なものになっている。  生徒：８２％        保護者：－          教員：７７％ 

学校行事に積極的に参加している。         生徒：８１％（８６％）↓ 保護者：８８％（８５％）  教員：８２％（６８％）↑ 

スタディーサプリ・ロイロノートは、役立っている。 生徒：８０％（５５％）↑ 保護者：８０％（６４％）↑  教員：９０％（６８％）↑ 

 

          高評価項目の特徴としてまず一つ目にあげられることは、コロナ禍において臨時休校や出席停止などで余儀なく自宅待機をさせられる生徒に対し、

家庭でもリモート授業が受けられるように取り組んできたことに対して評価がされていることである。Wi-Fi 環境がない家庭を調査し、そのような家

庭には機器を貸し出すなどし、学校の方も本館全館 Wi-Fiを整備した。また１年生には全員 ipadを導入した。教員の方もロイロノートやクラスルーム

の研修を積み、実際にリモート授業を実施している。そのことが「家庭には、オンラインでの学習環境が整っている。」「学校には、オンライン学習等

の配信環境が整っている。」の項目の高評価に表れていると考える。昨年度まで、低評価項目にあげられていた「スタディーサプリは役立っている」に

ついても、「スタディーサプリ・ロイロノートは役立っている」と質問項目を変更したこともあるが、実際リモート授業で利用されて高評価項目に入る

こととなった。 

     次にあげられるのは、「礼法の授業は役に立っている。」「マナーやルールを守ることが身についたと思う。」「先生は、間違った行動を正しく指導して

くれる。」の項目については、高評価を継続していること。このことは、本校が掲げる「全人教育」、「凛とした美しい人づくり」の精神の浸透が実現し

ていることを表していると考える。「本校の建学の精神や教育方針は理解している。」の項目も生徒・保護者ともに高評価を継続している。その項目に

関わる「建学の精神や教育方針が生徒、保護者などによく浸透している」の教員項目について教員の評価が低いのは、「建学の精神や教育方針」は教室

に掲示しているのみでその文言が生徒・保護者に浸透していないと考えた結果ではないか。しかし、本校が目指しているものは、前述のことから生徒・

保護者にはある程度の理解を得ていると考えたい。 

     また、コロナ禍で行事が制限される中、「学校行事に積極的に参加している。」「生徒会活動やクラブ活動が活発である。」が高評価を維持したことは、

そのような中でも学校・学年が生徒のことを考え、できる行事を工夫し実施したことが結果として表れたのではないか。また、実際にはクラブ加入率

がそれほど高くなく途中で退部をする生徒も多い中で、全国大会に出場するクラブが 4つもあることが「クラブ活動が活発である。」という評価につな

がったに違いない。 

     他にも、「事務室での手続きや相談は親切に対応してくれる。」の高評価がめざましい。「学校は進路指導をしっかりとしてくれる。」も高評価を継続

している。 

 

  ⅱ）共通質問項目における生徒の低評価項目   

     今年度はこの項目に該当するものが０であった。 

     （昨年度は「スタディーサプリは役立っている」） 

      

  ⅲ）対象別の分析 

   ①生徒 

     全体的に高評価の項目が多かった中で、Ａ＋Ｂ評価が７０％を下回った項目が「学力は、着実に伸びている」（６７％）、「異文化を学んだり、体験す

る機会がある」（６６％）、「感染症や台風・地震等の危機管理対応がしっかりと行われている」（６８％）であった。 

     学力に関わる項目としては、他にも「授業はわかりやすい」（７６％）、「学校は、学力向上に力を入れている」（７３％）、「質問をしやすく、熱心に

教えてくれる先生がいる。」（８３％）などがある。 

学力に対する厳しい評価は科コース別に見ると、特に看護進学コース、特進コースに顕著である。主に外部進学を目指すコースの評価が厳しくなっ

ており、進路に対する不安と関係しているかもしれない。その証拠に、進路が決まった３年全体の「学力は、着実に伸びている」の項目のＡ＋Ｂ評価

は８０％に上がっている。（この学年も２年次には同項目が５７％であった。）同様に、看護進学コース、特進コースについても、３年は「学力は、着

実に伸びている」の項目のＡ＋Ｂ評価はそれぞれ８０％、９２％という結果となっている。この傾向は昨年度も同様で、１，２年から３年になると評

価が上がる傾向がある。とはいえ、１，２年次の時に、「学力は、着実に伸びている」の評価が上がるよう、授業改善が求められる。 

次に、「異文化を学んだり、体験する機会がある」についてだが、この項目は昨年度もＡ＋Ｂ評価が６６％だった。例年、なかなか評価が上がってい

ない項目だけに、コロナ禍ばかりに原因を求めるわけにはいかない。国際科の分掌も、ハロウィンイベント・ホリデイイベントやアートマイルプロジ

ェクトなどを企画・実施し、異文化体験をさせてくれているのだが、なかなか７０％を超えない。ただし、日頃から外国人に接したり、スピーチコン

テストも実施している国際科については、全学年とも評価が高く、トータルでこの項目について９２％の評価を得ている。 

「感染症や台風・地震等の危機管理対応がしっかりと行われている」の項目のＡ＋Ｂ評価については、生徒が６８％、保護者が８３％、教員が「台

風・地震等の危機管理対応をしっかりと行っている」（９０％）、「コロナウイルス感染防止の取り組みが徹底されている。」（８０％）の結果に見えるよ

う、生徒と教員の評価に少し開きがある。教員側からすれば、お昼休みも教室に張り付いたり巡回したりと黙食の徹底をし、また換気の呼びかけや消

毒・検温の励行を促し、さらにはコロナ不安の生徒にはリモート授業も認めるなどということも実施しているがゆえに高評価になるのだが、生徒の方

ではコロナに対する不安感が強いのか、それほど高い評価にはならなかった。 

科コースごとに満足度を見ると、学年によって差異はあるが、特進薬学系・看護進学コース・吹奏楽コースが低くなっている。コロナ禍の中で、実

習ができなかったり、活動が制限されたりしたことの影響もあるだろうが、満足度を高める工夫が模索されねばならない。 

②保護者 

  保護者の評価は、各学年とも例年生徒の評価を上回る。今年度も前述したとおり、２６項目中Ａ＋Ｂ評価が８０％を超えるものは１８項目となり、 

ここ数年では最も高い数値となった。その他の項目も７項目が７０％を超えている。（うち４項目は「学校は、子どもの学力向上に力を入れている。」

（79.5%）、「学校は、子どもの相談によく乗ってくれる。」（79.5%）、「スタディーサプリ・ロイロノートは役立っている。」（79.9%）、「学校は避難訓練等

を実施し子どもの防災意識を高めている」（79.2%）と８０％に近い。） 

唯一、７０％を下回ったのは、生徒のところでもあげた、「異文化を学んだり、体験する機会がある」（６７％）である。 

 注意をしなければならないのは、保護者と教員の評価の乖離が大きい項目である。「子どもは、授業が分かりやすいと言っている。」（Ａ＋Ｂ評価７

５％）に対し、教員の「生徒にわかりやすい授業を実践することができている。」は（同９０％）である。また、「学校は子どもの相談によくのってく

れる」（８０％）に対し、教員の「生徒の相談にていねいに対応している。」は（同９７％）である。この項目については生徒と教員も同じくらい離れ

ている。教員は謙虚に、授業で教えたことを本当に生徒がわかっているかを確認する手立てを研究しなければならない。また今回のアンケートを踏ま

え、もう一度生徒への対応を見つめ直し、本校が掲げる「面倒見の良さ」を誇りとしたい。 
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③教員アンケート 

  教員アンケートにについても、先述したとおり、４８項目中Ａ＋Ｂ評価が８０％を超えるものは３１項目となり、ここ数年では最も高い数値となっ 

た。 

 逆に、Ｃ＋Ｄ評価が４０％を超える項目が５つあった。質問番号 1「建学の精神や教育方針が生徒、保護者などによく浸透している。」（５１％）、質

問番号 16「異文化を学び、体験させる取り組みが充実している。」（４３％）である。質問番号 38「進学実績は上がっている。」（５１％）、質問番号 39

「教科会議で授業内容等を評価、意見交換などを行っている。」（４４％）、質問番号 42「研修等に参加した成果を、他教員に伝えて情報を共有してい

る。」（５９％）である。 

 質問番号 1、16については前に述べたので割愛する。38「進学実績は上がっている。」については、「生徒への進路指導を適切に行っている。」が９５％

と高評価なのとは裏腹に、厳しい評価である。国際科の力がある生徒が海外の大学に進学したり、奨学金を求めて難関大学を受験しなかったこともあ

るようだ。また、最近の本校の傾向として指定校推薦で早く進学先を決めるという傾向もある。そのような中で、いわゆる進学実績は上がっていない。

しかし、薬学、看護進学の進路実現１００％は達成している。また、本校が数を出すべき内部進学については、昨年度より進学率を伸ばし、目標の３

０％以上を達成している。 

 39「教科会議で授業内容等を評価、意見交換などを行っている。」についても厳しい評価であるが、実際そのことは多くの教科で十分に行われていな

いであろう。教科会議は生徒の成績の妥当性を確認する場とはなっている。そのことが、生徒評価の「成績や評定には納得している」（Ａ＋Ｂ＝８６％）

や保護者評価の「成績表は、子どもの能力や努力を適切・公平に評価している。」（同９２％）や「生徒の成績評価は適切・公平に行っている。」（同９

２％）につながっていると言えるだろう。しかしながら、授業改善の場とはなり得ていないのが現状である。生徒の学力向上は、本校の課題であるの

で、教科会議の工夫は必要である。 

 42「研修等に参加した成果を、他教員に伝えて情報を共有している。」についても厳しい評価であるが、実際情報はなかなか共有されていないのでは

ないか。研修自体は、コロナ禍でオンラインの研修が主流になり、研究部からも ICT 教育関係の研修の案内がされたので、８割以上の教員が研修を受

けている。昔は会議の中で研修を受けた内容を報告する時間が設定されていた時もあったが、会議については効率化が求められているので、必要なも

のはグループウェアなどを利用してできるだけ共有する工夫が求められる。 

  研修に関連する 41「初任者等、経験の少ない教員の研修が実施されている。」の項目については、Ａ＋Ｂ評価は昨年度は５０％であったが、今年度は

体系だった初任者研修導入により、６９％（＋１９％）に改善された。 

  

４．総括 

今年度の学校評価アンケートでは、コロナ禍においてリモート授業の対応など、生徒の学習環境確保は評価されていると考える。 

また、本校が目指す、「全人教育」「凛とした美しい人づくり」の精神の浸透もある程度の実現はできていると読み取れる。 

その一方で、生徒の学力向上が課題としてあげられる。どちらかと言えば本校の生徒は自己肯定感の低い生徒が多いと思われる。その生徒たちにいか

に学力がついたと思わせることができるか。そうして自信をつけることができるかが課題である。また、引き続き、評価の高かったきめ細かい進路指導

で、進路実現を達成することも重要である。 

    生徒の「滝井高校に入学してよかったと思う。」という項目のＡ＋Ｂ評価は、昨年の６７．３％を上回ったものの７１．９％にとどまった。ただし、３

年については８３．８％（２年次は５６．４％）まで上がっており、学年があがるごとに高評価になるという傾向を今年度も示している。 

    保護者の「滝井高校に入学させてよかったと思う。」という項目のＡ＋Ｂ評価も、昨年度の８５．５％を超えて８７．１％となった。３年の保護者は 

９０．９％となっている。 

 今回のアンケートを踏まえ、あくまでも生徒・保護者の満足度１００％を目指し、学校長をはじめ全教員が一丸となり、この伝統ある大阪国際滝井高

校に誇りを持ちながら、残り２年間の学校運営・教育活動に全力を注ぎたい。 

 

５．学校関係者評価委員会学外委員のご意見 

  コロナウイルス感染症による影響で、昨年に続き学校関係者評価委員の開催を見送ったが、評価委員の方々から下記ご意見をいただいた。 

  【学外評価委員】 

   千石 仮名江 様（守口市立樟風中学校校長）        中村 昌子 様（大阪国際大学 学修支援室 特任教授） 

渡部 智 様（大阪国際学園監事）             時國 和親 様（馬場町２丁目町内会会長）  

飛鷹 由美子 様様（大阪国際滝井高等学校後援会会長） 

 

・全体を通して、細かいところまで分析をされており、アンケート結果から適切な評価であると考えます。 

・多くの項目で肯定的回答が多いことは、貴校の取組みの成果だと思いました。しかし、その中で、特進コース薬学系と吹奏楽コースが「滝井高校に入学して 

よかったと思う。」という質問への肯定的回答が、他のコースの結果より非常に低いことが気になりました。 

・意外だったのが、「クラブ加入率６０％以上」という目標が△だったことですが、閉校することになっていることが影響しているのかと思いました。 

・コロナ禍の中でのリモート授業の対応やロイロノートの活用などが高評価であることやチューター制に関する回答の高評価から、生徒の学習環境の整備に努

めてこられたことがよくわかりました。                

・「いじめや困ったことがあった時、先生は親身になって対応してくれると思う」というような、いじめに関わる質問項目が教員のみになっていますが、生徒や

保護者にも質問項目があったほうがいいと思います。学校としていじめは絶対に許さないというスタンスを、生徒や保護者にも知ってほしいと思いました。 

・保護者のアンケート回収率が高く、保護者が学校に関心を持ってくださっていることがわかります。また、総じて評価の高い項目が多く、これは学校に対す

る信頼の高さの表れであると感じました。 

・年度を追うにしたがって生徒・保護者・教員の肯定的評価項目が増えていること、学年が上がるごとに生徒の学校への満足度が上がることから、校長先生は

じめ、先生方がいい学校にしようと取り組んでいらっしゃることがよくわかります。 

・「ⅲ 対象別の分析」のところにもありますように、「授業のわかりやすさ」において、生徒・保護者と、教員の評価の差が大きいことが、今後の課題だと思い

ます。授業改善・授業力向上には、教科の枠を越えた相互の授業見学が役に立ちます。教員自身が主体的に学び合う姿勢が、生徒の主体的な学びを創り出す

からです。今年度の重点目標４（３）①の「研究授業」（普段の授業の相互見学も含めて）を活発に取り入れるシステムが必要かと思います。 

・異文化に関するアンケート結果においては、取組みやイベントよりも日常的な接触の方が高評価であったとのことでした。「体験」は個人的なものですので、

体験を学びの実感につなげるためには、生徒自らが調べ、気づき、たどりつく活動が必要になります。日常的に外国の方と接することによる「個」としての

体験や主体的な活動であるスピーチなど、生徒が主体的に活動することによる学びが高評価につながったものと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


