
資  料 

令和2年度 大阪府立北かわち皐が丘高等学校  第２回 学校運営協議会 

 

〇 学校経営計画について[校長より別紙] 

    

 

〇 各分掌より進捗説明 

 

【 教 務 部 】 

① 令和3年度教科書選定（別紙：採択済） 

② 行事予定の作成 と 授業時数の確保と均衡化 （コロナ休校に伴う授業日数の確保及び授業回数の均衡化）) 

③ 定期考査が円滑に実施されるための時間割編成 等 

④ 次年度のコース選択･科目選択やクラス編成準備 等 

⑤ 成績処理作業 等 

⑥ 新学習指導要領(令和4年度～)による教育課程の検討 

 ・基本方針 ･･･ 「幅広い教養」を身につけるとともに、「進路希望」を実現させるカリキュラム 

          ⇒ 生徒の多様な興味・関心、進路希望に対応した選択科目を設定 

 

【 生徒指導部 】 

＜今年度の目標＞（風紀） 

遅刻者数 昨年度より10％減を目標（Ｈ31 1170人） 

交通安全指導及び意見交換会を年３回実施（Ｈ３１ ３回） 

→ 新型コロナウイルスの影響で２回に修正 

 

＜今年度の取組み・進捗状況＞ 

遅刻指導 

昨年度より内規を変更し、遅刻回数の少ない段階から保護者に連絡をとり、指導していただくようにした。 

昨年度に引き続き、保護者と協力しながら遅刻指導を行っている。昨年度４～10月までの遅刻者数が650

件に対し、今年度は 685 件と増加している。様々な事情を抱え配慮すべき生徒もいるが、全体的に増加傾

向にある。寒い時期になるつれ、遅刻者数は増加する可能性があるので、引き続き、保護者と連携し、指導

を行っていきたい。 

【令和２年度４月～１０月 遅刻数】 

 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 

遅刻 

合計 

（昨年度） 

4～10月 合計 

１年   １７ ２２   9 26 38 112 －－－ 

２年   ６２ ６６ 42 85 89 344 ２５２ 

３年   ４７ ３５ 33 50 64 229 ２０６ 

合計 休校 休校 １２６ １２３ 84 161 191 685 ６５０ 

 

※  参考【欠席数・遅刻数 ３年間推移】 

  平成３１年度 平成３０年度 平成２９年度 

  欠席数 遅刻数 欠席数 遅刻数 欠席数 遅刻数 

１年 ７５２ ４１０ ８８２ ２９１ ５２７ １５７ 

２年 １０７６ ３９７ １１０９ ３１０ １５６７ ９１１ 

３年 ９８８ ３６３ １３８８ ７７８ １４９６ ６９４ 

合計 ２８１６ １１７０ ３３７９ １３７９ ３５９０ １７６２ 

 

 

 

 

 



  交通安全指導・交通安全教育の実施 

自転車指導状況【11月13日（金）現在】 ※２０１９年７月１日 施行 

 指導内容説明 指導回数 指導内容説明 指導回数 

カヨ：自転車の横に傘をさす 

イヨ：首からイヤホンをぶら下げる  

２乗：二人乗り 

シム：信号無視 

0.5回 

0.5回 

１回 

１回 

カ：傘差し運転 

イ：イヤホン着用運転 

スマ：スマホ使用運転 

斜：斜め横断 

１回 

１回 

１回 

１回 

   

  指導の内訳(学年別・指導内容・人数) 

1年： 3名（2回違反した者0名） 【内訳】ｲ：1名 ｲﾖ：1名       ｽﾏ：1名 

2年：15名（2回違反した者0名） 【内訳】ｲ：6名  ｶ：4名 2乗：3名 ｽﾏ：1名 ｼﾑ：1名 

3年：12名（2回違反した者1名） 【内訳】ｲ：6名  ｶ：2名 ｶﾖ：1名  斜：1名 ｼﾑ：3名 

合計：30名  

 

    ★合計３回：自転車通学許可の取り消し（自転車通学禁止） 

⇒ 寝屋川ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ主催の自転車運転安全講習を受講した生徒のみ、再度自転車通学を認める 

★合計４回：自転車通学許可の取り消し（自転車通学禁止） 

 

・交通安全指導及び意見交換会 

ＰＴＡ合同交通安全指導及び意見交換会を２学期(11/14(土))に実施した。 

３学期（１/１2(火)）に、第2回目として実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     学校周辺の交差点にて①          学校周辺交差点にて② 

 

  ・交通安全学習 

    毎年、1回は実施しているが、今年度は６月に交通安全講習会として、交通安全学習を実施した。 

 

  ・自転車通学者へのマナー指導について 

校内から外へ出る際に、スピードの出しすぎ、周囲の安全確認の不履行といった状況が見られる。 

⇒通用門に安全確認用の掲示物を設置。また、正門付近にスピード抑制の路面表示、正門への掲示物の設置

（注意喚起）した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【正門付近 スピード抑制の表示】        【通用門付近】(一時停止 及び 安全確認喚起) 

 

 

 



・登校時における自転車マナー指導の実施 

９月28日～10月２日の５日間は、登校時の自転車マナー指導を実施した。 

【具体的な取組内容】 

学校までの5か所（治水緑地、三井交差点、ビバホーム前交差点、寝屋交差点、アカカベ前交差点）に 

教員が立ち、生徒の通学状況を見ながら指導を行った。一定の効果はあったように感じている。第二回

以降の実施にむけて、現在準備中である。 

 

【指導内容】 

・路面に表示されてある自転車ナビライン、自転車ナビマークがあるところはその場所を通行する。 

・車道を走る際には、自動車、自動二輪車と同じ進行方向で車道の左端を走行する。 

・やむを得ず歩道を走行する際には、車道寄りをゆっくりと1列で走行する。 

・違反運転をしない。 

 

   

【 生徒指導部(自治会指導) 】 

＜今年度の目標＞（生徒自治会） 

体育祭満足度   90％以上（Ｈ３１ 90％） 

文化祭満足度   85％以上（Ｈ３１ 88％） 

部活加入率    65％維持（Ｈ３１ 60％） 

校内あいさつ運動への参加延部活数  60以上（Ｈ31 65） 

地域の奉仕活動や交流活動への参加者数  800人以上（Ｈ31 810人） 

 

＜今年度の取組み・進捗状況＞ 

   R２(2020)年度 体育祭満足度  ８５％  （新型コロナウイルスの影響で活動を制限） 

R２(2020)年度 文化祭満足度  ６５％  

（新型コロナウイルスの影響で活動を大幅に制限。加えて学年別の分散登校での実施とした） 

    部活動加入率 約６５％（１０月時点） 

 

④校内あいさつ運動 

 生徒指導週間中に割り当てられた部活動が本校正門付近に並んで、あいさつ運動を行っている。 

 自主的にあいさつ運動を行っている部もある。 

 

⑤地域の奉仕活動や交流活動 

 地域清掃、ＳＧＳ（ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞｻﾎﾟｰﾀｰ）、中学生との部活動交流、地域活動への出場等を行っている。 

 

 

                            ⇦   SGS(スクールガードサポーター) 

                               寝屋川市立三井小学校正門前にて 

本校生徒および寝屋川10中生徒による 

登校児童への挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 進路指導部 】 

① 受験意識を高める方策 

昨年度から3年4月と2年1月に学年集会で｢受験指導ガイダンス｣を行っており、早い時期からの受験意識

を高めている。2 年生の冬休みの宿題として「第一志望宣言書」を提出し、学校と家庭との共通認識を持ち、

保護者からの理解を得たいと考える。教科により講習や課題の有無があるため、実力テストや模擬試験を活用

した予習や復習ができないか検討している。 

 

② 進学に関する情報提供 

 ｢探究の時間」や「調べ学習｣、｢コース別進路説明会｣などHRの時間を有効に使って情報提供を行っている。｢入

試問題集｣については進路指導室前の資料は持ち帰り可。赤本などの貸し出しは 50 件程度である。今年度から

総合型選抜（旧AO入試）が9/1から出願開始、学校推薦型選抜（旧公募入試）が11/1から出願開始となっ

た。センター入試の変更やコロナの影響を受け、全国の高３生は指定校や推薦入試に逃げる割合が増えており、

一般選抜（2/1受験開始）の競争率が緩和されるものと考えている。最後まで努力する受験生には合格を勝ち取

ってもらいたい。 

 

③ 就職１次試験内定率 

昨年度1次は78％の内定率であり、今年度は55％の内定率となった。待遇面に優れた企業を受けたり、有名

な会社を受けたりしたことで厳しい結果だった。本校の指導不足なのか、コロナの影響なのかを精査し、次年度

に生かしたい。最終的には12月末時点で内定率100％になる予定である。 

 

【 保 健 部 】進捗状況(12月2日現在) 

①．コロナウィルス感染防止対策 

・4月の休校中から学校再開に向けての感染防止対策を行った。具体的には、各クラス用に消毒液を配布し、教

員による階段やドアや机の消毒、手洗い場が密にならないようにするためのライン引き、放送での注意喚起、

手洗いを促す大型看板の作成を行った。また、休校中に「保健だより」を発行し、学校が再開した時の新しい

生活様式について注意を行った。 

・6月の分散登校時には、各階に副担任を配置し、手洗い場に監督をつけ、生徒に手洗いを促した。また授業開

始の前に、今後の学校生活についての注意点を校内放送で伝えた。また、全教員に消毒液を配布し、適宜使っ

てもらうようにお願いした。 

・冬になり、全国的にも感染者が増加している中、マスクを外しての昼食時に感染リスクが高まることがわかり、

お昼休みに、向かい合ってご飯を食べない、静かに食べる、食後はすぐにマスクを着用するなどの、注意喚起

を放送で適宜行った。 

②．清掃活動の充実 

  ・今年は特に生徒トイレをきれいに清掃することを目指し、金曜日の放課後に保健部でトイレの見回りを行っ

た。その結果トイレットペーパーの補充が十分できていないところや、便器の汚れがついたままになってい

るトイレがあることがわかり、担当クラスの監督の先生に、掃除の回数、やり方の改善を求めた。 

  ・11月27日に、保健委員による落ち葉掃除を行った。保健委員は学校欠席者を除き全員参加し、一人ゴミ

袋一枚を満杯にするまで落ち葉掃除を行った。 

③．ウォータークーラーの塩素濃度の改善 

・今年度は、コロナウィルスの感染防止のため、ウォータークーラーの使用について、制限を設け、通常より

多くの塩素濃度の検査を行った。その結果、夏の暑い時期には、塩素がほとんど下りてこず、飲み水として

使用できないことが判明した。最初は、保健部で毎日塩素濃度を測り、放送で飲料水としての使用の可否を

伝えていたが、事務から施設課にお願いしてもらい、塩素を後入れできる機械を水槽のタンクに取り付ける

工事を行った。 

 

④．避難訓練 

  ・今年度は、コロナウィルス感染防止のため、春季の防災避難訓練は行わず、避難経路の確認のみを行った。

密にならないように、避難するクラスを放送で指示し、グランドでは前後左右1メートル開けて並ぶように

指示した。 

  ・秋季の防災避難訓練では、地震が起きた想定で行い、まず机の中に隠れる、本やカバンで頭を守るという訓

練を行った。そして、各階段の安全点検を教員で行ってから、グランドへの避難を尤度するというスタイル

で行った。春季と同様に避難するクラスを放送で伝え、グランドでは間隔をあけて並ぶように指示した。 



 

【 総 務 部 】業務の進捗状況 （12月2日現在） 

 

１．図書館活動 

Ⅰ 図書館行事 

4月 新入生図書館オリエンテーション（1年古典の授業で1時間実施 → 体育館で一斉説明） 

9月 文化祭「古本市」     

 

Ⅱ 広報・展示 

館内展示・・・芥川賞、直木賞、本屋大賞の受賞作品、映画化･ドラマ化された図書とポスター等を展示。 

図書委員会広報誌『PULP』発行年間３回のうち１回  ポスター･POP掲示 

 

Ⅲ 資料管理 

5月 各教科・学年への参考資料図書及び推薦図書の依頼、カタログ、書店での選書。 

 

Ⅳ 図書委員会活動 

６月 第１回図書委員会総会・・・図書館ｶｳﾝﾀｰ当番割当、班分け。 

７月『PULP』編集会議 

１１月 第２回図書委員会・・・図書館アンケートの配布 

１２月 第３回図書委員会・・・アンケート集計作業 

 

２．芸術鑑賞 

日時：11月26日（木）寝屋川市民会館 大阪交響楽団を計画していたが、新型コロナウィルス感染 

防止のため中止とした。 

 

[参考]：過去の演目は、過去2011年「大フィル」、2012年「演劇」、2013年「舞踏」、 

2014年「合唱」、2015年「演劇」、2016年「Shion吹奏楽」、2017年「映画」（熊本地震 

支援チャリティー）、2018年「演劇」、2019年和太鼓集団 志多ら 

★ 来年度R３(2021)年度も、芸術鑑賞の実施は見合わせる 

 

３．広報 

学校案内パンフレット リニューアル  

「さつきマガジン 増刊号」 卒業生の言葉 飛び出す時間割など 

  

〇 ホームページ 

  ・体育祭・文化祭・部活動・学校説明会・その他行事 → 新着情報 皐だより 校長ブログ 

 

〇 中学生や中学校への広報活動 

・大阪府下の中学校に９月と１１月に資料送付（第１回・第２回学校説明会実施要項他） 

・外部説明会 ８回のうち２回終了（残り６つはイベント自体が中止） 

・１０月～１１月中学校訪問 電話に変更して実施済 

 

〇 ｗｅｂページ更新回数 

更新回数･･･リニューアルしてから10月1日までに約４０回更新 

 

〇 携帯連絡網学年別部分の登録者数：緊急連絡の仕組みの構築 

平成28(2016)年度  389人  

平成29(2017)年度 310人  

平成30(2018)年度 全体 456件  役員メール52件  

１年 197件 ２年 127件 ３年 115件（8月22日現在） 

令和元(2019)年度 全体 1079件（昨年456件）  役員メール74件（昨年52件）  

１年保護者208件（197件）２年保護者263件（127件） ３年保護者188件（115件） 

１年生徒164件        ２年生徒146件             ３年生徒169件 



   

令和２(2020)年度 全体 1412件（昨年1079件）  役員メール75件（昨年74件）  

１年保護者286件(208件)  ２年保護者269件(263件)    ３年保護者299件(188件） 

１年生徒  258件(164件)  ２年生徒   262件(146件）    ３年生徒275件(169件) 

  ※ 休校期間中の連絡手段として活用。安否確認や課題の出題と提出にも利用できた。 

 

４．式典 

   【入学式】中止 

【始・終業式】各ＨＲで放送で実施 

【卒業式】２月２６日（金）予定 

 

５．同窓会 

同窓会の名称「皐
こう

陽会
ようかい

」 

同窓会総会 令和２年７月５日（日）      

同窓会メール「皐陽会メール」 

 

６．ＰＴＡ活動 

① 概括 

ＰＴＡ規約に基づき、役員会（会長、副会長、書記、会計）のほか、各学年委員会及び、各種委員会として、

文化、広報、環境保健、進路、生徒指導の５委員会を設置し、それぞれの正副委員長と役員によって実行委員

会を構成する。各委員会は学年や分掌と連携して活動する。 

 

② 実行委員会および各種行事・活動 

４月 ８日（月） 入学式における、ＰＴＡ活動及び後援会への参加呼びかけ。 

５月１２日（火）    授業参観、進路説明会 

５月 ７日（木）    花の植え替え 

６月６・７（土日）   ＰＴＡ模試 ３年 第１回 

６月３０日（火） ＰＴＡ総会 新旧役員引継ぎ 第１回役員会 実行委員会 ＰＴＡメール実施 

７月２１日（火）    第２回役員会、実行委員会、委員総会、各委員会 

８月 ８日（土）    ＰＴＡ模試 ３年 第２回 

８月２５日（金） 第３回役員会、実行委員会 

９月１１日（金）    文化祭 ＰＴＡ喫茶・模擬店  

９月１２日（土）    文化祭 ＰＴＡ喫茶・模擬店・合唱コンクール審査 

１０月 ７日（水）   花の植え替え 

１１月 ７日（土）   ＰＴＡ模試 ２年 第１回 

１１月１３日（火） 第４回役員会、実行委員会 

１１月１４日（土）   ＰＴＡ登校指導 

１２月５日（土）    ＰＴＡ文化行事 

１月１２日（火） 第５回役員会、実行委員会（予定） 

１月１２日（火）    ＰＴＡ下校指導（予定） 

１月２４日（日）    ＰＴＡ模試 １･２年 （予定） 

２月２５日（木）    ＰＴＡ新聞「皐」第２３・２４合併号発行（予定） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



各学年より 

 

【11期生 第３学年】 

１．11期生の目標 

① 自分の希望する進路を実現する。 

  ・進路実現のために努力をさせる。（安易に決めたり、楽な方にながれない） 

  ・視野を広げる。（入試情報などを調べさせる） 

  ・良い出席状況 

  ・進路実現のために学習させる。 

② 生活指導 

  ・礼儀（あいさつ、敬語など） 

  ・時間を守る 

  ・ルールを守る 

・整った身だしなみ 

③ 人の話をきくことができるようになる。 

  ・協調性や思いやりのある人になる。 

  ・連絡事項などを自分自身で確認できるようになる。 

④ 清潔な学習環境 

  ・清掃の徹底 

 

２．進捗状況 

 ① 全体的には昨年度までと大きく状況は変わっていません。公募制やAO入試などで難関大学にチャレンジし

ている生徒は一定数います。また合格者もいます。ただそれ以外の生徒は、公募制推薦が難しくなったため、

生徒と保護者共々安全志向になり指定校推薦を選ぶ傾向にあります。力のある生徒をいかに伸ばしてチャレ

ンジさせるかというところでは、なかなか思うようにいかないところもありました。現在一般入試に向けて

努力している生徒がいますので、引き続きサポートしています。 

   進路が決定した生徒、受験が近づいている生徒の出席状況がよくないです。家庭連絡等もしていますが、な

かなか歯止めがかかりにくいです。 

 ② 礼儀や特に言葉遣いについては、入学当初はできない生徒がたくさんいましたが、教員と話すときや入室す

るときなどに根気強く指導していく中でできるようにはなっていますが、学年が進むにつれて、学校生活に

慣れてしまったことと、いつでもその気になればできるという油断と、我々の油断とが相まって少しなあな

あになってしまっています。これから社会に出る生徒もいますので、卒業まで頑張らせます。 

身だしなみについては、特に目に余るような生徒はいませんが、行事のあるときなどに女子の化粧が気がか

りです。これも卒業まで粘り強く指導します。 

朝は８時３０分始業ですが、余裕をもって１日が始められるように今年度も８時２５分に登校させています。

１１月の受験シーズンに入って学校生活の優先順位が低くなったのか、かなり増えています。今後も根気強

く指導していきます。 

   ※参 考：11期生の９月から１１月までの合計は１９６件です。昨年度は１５３件です。 

 

 ③ 基本的には真面目で優しい生徒が多いです。 

担任や掲示物での連絡をうけて、自分で考えて、判断して、行動することが苦手な生徒が若干いますが、ほ

とんどの生徒はできます。 

 ④ 日頃は監督がついて清掃をさせています。たまに監督につけないときでも生徒は自主的に清掃してくれます。

ただ、一部に自分の荷物が整頓できない生徒もいます。また、クラスの清掃状況には少し差があるように思

います。教員側の意識の問題もあるのではないかと思います。 
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【12期生 第２学年】 

≪第１２期生心構え≫ 

◎ 自分を尊重し、思いやりの心を持つ 

◎ 自分で考え、行動に責任を持つ 

◎ 自分に限界をつくらない 

 

入学当初より、自分で考えて行動できる力をつけさせたいとの思いから「心構え」として上記のことを伝え、細

かいルールについてはその都度周知し、指導しています 

 

≪総合的な探究の時間≫ 

コロナによる行事等の日程変更で当初の計画の変更はありましたが、木曜日の5・6限を使って、前半は「修

学旅行探究（北海道の地勢、文化）」を課題に個人や班での調べ学習、クラス発表、現地での実地体験を実施、

計画しています。修学旅行後は「上級学校を知る」を課題に自分の進路実現にむけての活動を予定しています。 

 

≪学習の基礎から発展へ≫ 

 進路実現に向けて、授業以外の学習時間、課題を各自で見つけられるよう、学年として「スタディサプリ」の

導入や、1年次から継続している「授業外学習時間の記録」の記入による自己学習の記録を通して、日々の学

習習慣をつけさせようとしています。また、進学希望者へのPTA模試（11月実施、116名参加）や英検な

どへの取り組みを推進し、発展的学習への意欲の喚起も促しています。 

 

≪生活指導≫ 

◎遅刻については厳しく指導しています。8時20分登校を推奨し、8時25分にはSHRを開始するようにし

ています。多くの生徒はほぼ全員25分にはそろっていますが、1年次と比較し欠席、遅刻が増加しています。

コロナ禍での心身の不安定状況があったとはいえ、新しい生活様式の中で各自が安定して学校生活が送れるよ

う支援をしています。 

◎学年職員室に入るときの服装、言葉遣いについて生徒達は気をつけているようです。身だしなみでカッターシ

ャツの第 2 ボタンやボタンダウンの襟ボタンをはずしてだらしない格好になっている生徒については注意す

るようにしています。 

 

≪その他≫ 

 ◎２年次よりの「スタディサプリ」の導入 

◎修学旅行（1月実施予定）：北海道 道東方面 

◎漢字検定（２月実施予定）：基礎学力向上の一環として、また学習習慣のきっかけとして全員受験(予定)。  
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【1３期生 第１学年】 

１．1３期生の目標 

・あいさつができる 

  ・時間を大切にして余裕を持った行動ができる 

  ・ルールを守れる 

  ・協調性を持ち周囲に優しくする 

・進路実現に向け最大限努力する 

・良い出席状況 

・清潔な学習環境を維持する 

・身だしなみを整える 

   

２．進捗状況 

  ・新型コロナ感染症のため、学年が一堂に会することができず、オリエンテーションや集会が思うように行え

ず、なかなか学年団の意思を伝えることができなかった。その間に、学校生活が始まったため、特に、身

だしなみについての指導が行き届かなかったように感じる。 

  ・1日の家庭学習時間が32分となっている。進路実現に対しては非常に少ない時間であるので、何とかこ

の時間を増やしたい。 

 

３．その他 

・遠足 ：新型コロナ感染症のため中止。 

  ・体育祭、文化祭：制限のある中での活動だったが、中止にならなくてよかったと思う。 

 

４．今後の行事 

  ・球技大会 

   新型コロナ感染症予防を徹底し何とか開催したい。 

 

  ・百人一首大会 

   例年体育館で実施しているが、今年度は、体育館が工事のため使用できないので教室を移動しながら実施す

る予定である。 

 

  ・GTECアセスメント版の受検 

   学年全員で受検予定。英語の 4 技能（Speaking,Reading,Listening,Writing）を受検する。英検の合否と

異なり、レベルが分かる検定なので、次年度は検定版の受検を目指したい。 


