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府立豊中高等学校 

校長 平野 裕一 

平成２８年度 学校経営計画及び学校評価 
１ めざす学校像 

本校は平成３３年（２０２１年）には、創立１００周年を迎える伝統校です。長い歴史において「文武両道」の良き伝統を貫き、社会に有為な人材を数多く輩出し

てきました。平成２３年度は大阪府から「ＧＬＨＳ校（グローバルリーダーズハイスクール）」の指定を受けることができました。平成２７年度は文部科学省から「Ｓ

ＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）」の２期目の指定を受けると同時に、「ＳＧＨ（スーパーグローバルハイスクール）」の指定も受けました。いずれも、「高い

志」と夢をもち、科学技術の分野など様々な分野で国際社会において活躍する人材の育成をめざしています。そのために必要な力として、「高い学力と探究心の育成」

「チャレンジ精神の涵養」「人権感覚・国際感覚の育成」「英語力」「リーダーとしての資質」等が挙げられます。 

本校では、「ハイレベルかつ興味関心を引き出す授業と課題研究等の探究的学習」「生徒の進路第一希望を実現するためのカリキュラムと学習・進路指導」「生徒の

自主的かつ協同的活動を促す行事・部活動」等を通し、知・徳・体のバランスの取れた全人教育をめざしています。 

２ 中期的目標 

１ 進路を切り拓く学力の育成 

（１） 真の文武両道をめざし、自学自習を促進し、家庭での学習習慣を確立させるために３年間を通した豊高学習プログラムを企画立案する。 

ア １年生は入学式を４月８日までに行い、全員対象の学習サポートプログラムを行い、高校での学習及び自学自習を指導する。 

イ １、２年生は自学自習習慣を身につけるために、年間２回は自学自習日を設ける。 

ウ 文理学科全員に課している課題研究基礎（1年）、課題研究Ⅰ（２年）、課題研究Ⅱ（３年）において、ＳＳＨ課題は積極性・忍耐力・協調性を測る「心のルー

ブリック評価」、ＳＧＨ課題はグローバル化を測る「豊高型グローバルマインドセット評価」を行う。いずれの場合も課題研究の質の向上及び進路を切り拓い

ていく力を養うために、ルーブリック評価を行う。 

※「心のルーブリック評価」については、５年間のＳＳＨ課題として実施し、最終の平成３１年度には平均３．４以上をめざす。 

※「豊高型グローバルマインドセット評価」については、平成２８年度は平均３．２以上、平成２９年度は３．３以上、平成３０年度は３．４以上をめざす。 

（２） キャリア教育の充実と進路第一志望の実現 

ア 生徒が目標を持った大学進学をめざし、高い目標に向かってチャレンジ精神を持ちつづけ、粘り強く取り組む姿勢を育み、サポートしていく。 

イ 生徒の正しい職業観育成のために、職業別進路講演会をはじめ、職場訪問・体験等を実施する。 

ウ 全員が志望大学のオープンキャンパスに参加し、大学紹介の冊子を作成する。（１００％参加目標） 

エ 京都大学、大阪大学・神戸大学・大阪市立大学・関西学院大学等の見学、研究室訪問を行う。 

オ 校内実力や外部模試等のデータを一つにまとめ、新たに進路資料システムとして、ｅポートフォリオを作成して学習指導・進路指導に活用する。 

 カ 授業で自分の考えをまとめたり、発表する機会の充実させる。 

 キ 授業、土曜講習、進路指導により進路第一志望を実現割合を増加させる。 

※平成２８年度は生徒の３年次の進路第一希望を６０％以上（毎年５％上げる）、京都・大阪・神戸大学等の難関大学７０名以上（毎年５名上げる）にする。 

２ 国際舞台で活躍する人材育成 

（１） 「志」の育成 

ア 将来、社会のリーダーとして活躍できる人材を育成するために、「志」学を実施する。 

「志」学では、社会貢献の意識を醸成し、リーダーとしての資質を育成することを目標にして、ボランティア活動等の体験的活動を行い、その成果の実践報告

書を作成する。 

イ 生徒自治会を中心に、生徒のリーダーを組織し、育成する。リーダー講習会、メンタルトレーニングなどの能力開発等を実施することで、一般生徒からの意見

を積極的に情報収集して、学校に論理的に意見が言えるような組織にする。 

 ※「志」学の取組みの一つである地域交流事業の参加者（対象２年生）１００％実施を維持していく。 

（２） 骨太の英語力養成事業の推進 

ア 英語によるコミュニケーション力の育成（リスニング・プレゼンテーション講習） 

イ TOEFL コース生として高度な４技能（ﾘｽﾆﾝｸﾞ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ・ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ）の養成に向け、ＴＯＥＦＬｉＢＴ仕様の授業を、ＳＥＴ（ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾃｨｰﾁｬｰ）

中心に、文理学科８０名に対して行う。 

ウ 文理学科だけでなく普通科にも拡大して、大阪大学・関西学院大学・豊中地域在住の留学生等との交流を行う。 

エ 英国語学研修（参加者３０名以上）のアクティブな活動内をより精査して継続実施する。 

オ １、２年生の希望者２０名程度を対象にグローバルスタディープログラムとして、英語即興型ディベート等を取り入れて、英語運用能力を育成する。 

カ TOEFL コース生だけでなく、学校全体としてグローバル人材に必要とされる英語運用能力の育成に取組む。 

※ＴＯＥＦＬコース生については、ＴＯＥＦＬｉＢＴにおいて、６０点以上は、１年生は４人以上、２年生は１６人以上、３年生は３２人以上を目標にする。               

 ＴＯＥＦＬコース生以外の生徒については、実践的英語力の伸びを測定するのに、英語学力調査を用いる。 

 （３） ＳＳＨ事業の推進 

ア 第２期のＳＳＨ事業の継続を元に作成したプログラムを実施していく。中でも、課題研究の質の向上及びチームでの到達度を高めていく「心のリーブリック評

価」を開発し、その評価法を実践していく。 

イ 科学コンクール・科学オリンピックで入賞者を出すために、各種科学コンテスト等に参加し、高い志を持たせる。 

ウ ＳＳＳ（スーパサイエンスセミナー）として、文系・理系に限らず、科学リテラシー・プレゼンテーション能力・英語運用能力等の育成するプログラムを土曜

セミナーとして実施する。 

エ 科学(物理、化学、生物、地学)研修を継続実施する。 

※ＳＳＨ事業で毎年評価が求められる。 

（４） ＳＧＨ事業の推進 

ア 教育の国際化を視野にＳＧＨ校として学校全体で取り組む組織や人材育成プログラムを確立する。 

イ 現在グローバリゼーションをめぐる中心的な問題が先鋭なかたちで現れているイスラーム世界（言葉や文化の壁が最も大きくて理解しがたい）の多様性の理解

の深化を通して、日本文化とのつながりから新たなグローバルスタンダードを創造するプログラムを研究開発する。以下の４つの観点から課題研究を行う。 

  ①＜GLOBAL VISION目的１＞フェアトレード（公平貿易）を学び、生産者の立場に立つビジネスを展開する。 

  ②＜GLOBAL VISION目的２＞「地球環境問題（再生可能エネルギーの活用）」を学び、生活者の立場に立つビジネスを展開する。 

  ③＜GLOBAL VISION目的３＞「世界のためにできること」を学び、日本の社会に還元する 

④＜GLOBAL VISION目的４＞日本とイスラームから創造する新たなスタンダードを構築する。 

※ＳＧＨ事業で毎年評価が求められる。 
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（５） ＧＬＨＳ事業の推進 

ア ＧＬＨＳ事業計画にもとづき、学校全体で取り組む組織を確立する。 

イ 文理学科としての理系及び文系の課題研究の質を高めるために、３年生が１、２年生を指導する課題プログラムの開発や大学生・大学院生のＴＡ 

（ﾃｨｰﾁﾝｸﾞｱｼｽﾀﾝﾄ）も活用していく。 

ウ １年間の授業成果及発表（豊高プレゼン）を行い、豊高のＧＬＨＳ校としての取組みを、広く生徒、保護者、教員等に知らせる。 

※普通科においても、課題研究を全員の生徒を対象に行えるようなプログラム開発を順次行っていき、平成２９年度には完全実施をめざす。 

３ 教員の授業力等の資質向上に向けた取組み 

 （１）全教科・科目について、生徒による授業ｱﾝｹｰﾄを年２回組織的に実施する。 

（２）各教科で研究授業・研究協議を実施する。生徒による授業ｱﾝｹｰﾄの結果を教科会議で分析し、改善策を検討する。（年間２回） 

（３）ＩＣＴ活用として、教職員間で教材の共有を図ることで、アクティブラーニング型授業の普及に努める。 

（４）初任者や経験年数の少ない教員とミドルリーダーのコラボによる教員の研修を組織的に行い、学校をより活性化させる。 

（５）年度の必要性に応じて、教員研修として、年１回以上は人権研修・危機管理研修・教育相談研修等を行う。 

※授業ｱﾝｹｰﾄにおける総合平均は継続して３．２以上をめざす。 

※学校教育自己診断及び授業ｱﾝｹｰﾄ結果による教員研修を必ず１回は実施する。 

 

【学校教育自己診断の結果と分析・学校協議会からの意見】 

学校教育自己診断の結果と分析［平成 28年 10月実施分］ 学校協議会からの意見 

【学習指導等】 

・「質問に行くとていねいに教えてもらえる」の肯定的評価が 91％で、生徒が

授業や自学自習を行うなかでわからない問題に出会ったとき、教員に質問に

行く習慣、その際に教員が丁寧な指導をしていることが伺える。 

・「授業で自分の考えをまとめ、発表する機会がある」は 70％で、さらに授業

改善が求められる。他方、教員アンケートでは「学校は思考力を重視した問

題解決的な学習指導を行っている」が 88％（昨年度より 17％増）、「教員の

間で授業方法等について検討する機会を積極的に持っている」が 91％（昨年

度より 12％増）、「校内研修は教育実践に役立つような内容となっている」が

83％（昨年度より 12％増）と、着実にアクティブラーニング型授業に対する

認識が深まり、授業改善の意識が進んできている。 

【生徒指導等】 

・「将来の進路や生き方について考える機会がある」（生徒 79%）、「学校は将来

の進路や職業などについて適切な指導を行っている」（保護者 77%）、「学校は

自分の生き方を考え、豊かな心を持った生徒を育てようとしている」（保護

者 77%）と改善の余地があり、取組み内容の質を高めるよう努めていく。 

・「豊中高校に入学してよかったと思っている」（生徒 89%）、「子どもは充実し

た学校生活を送っている」（保護者 92%）と学校生活への満足度は非常に高い。 

・「生徒の進路に関して、家庭との連絡・連携がとれている」（保護者 58%）の

評価が低い。 

【学校運営】 

・「校長は教育理念や学校運営についての考え方を明らかにしている」（93％）

と教職員から高い評価を受ける一方、「適性・能力に応じた校内人事や校務分

掌の分担がなされ、教職員が意欲的に取組める環境にある」（79％）、「学校運

営に教職員の意見が反映されている」（60％）に対しては、個々の教職員の経

験年数や適性に応じた役割分担の在り方の研究により解決を図る。 

・保護者の「学校のホームページを見ている」が 32％であることに対して、今

年度から始めた「校長ブログ」の日々更新で改善を図っているところである。 

 

【第１回（5/27）】平成 28年度学校経営計画について 

・ここ数年で様々な取り組みを行うことにより、学校が活性化していると感じられる。

引き続き、生徒たちのために頑張っていただきたい。 

 

【第２回（７/15）】平成 28 年度使用教科用図書採択について 

・教職員が中心となって時間をかけて、教科の経験や判断を基に適切な教科書を選定

しているので、特に問題はなくこれで進めていただきたい。 

 

【第３回（12/19）】平成 28 年度学校教育自己診断結果、１年間のまとめ、提言 

＜「学力の育成」に関して＞ 

・自学自習で何をするべきかなど目標を記入するシートを作成すればより効果的にな

ると思うので検討されたい。 

・勉強だけではなく、学校行事や部活動にもよく取組んでいる。勉強と両立してくれ

ればと思っている。 

・保護者の進学校への期待は高い。土曜講習などを行っていることをもっと発信すべ

きと考える。 

・保護者との連絡を密にするなどの改善をお願いしたい。 

・進路については、保護者の要求は高いがよろしくお願いしたい。 

＜人財育成＞ 

・SSH 事業や SGH 事業を活用したグローバル人材の育成は、先生方にとっては大変な

業務であろうと考えられるが、成果も上がっており、社会が必要とする人材育成の

ために引き続き、尽力されたい。 

＜「教職員の資質向上」に関して＞ 

・現在は、知識だけではなく新しい発想を生み出すことが求められている。そのため

にもアクティブ・ラーニングは重要であるので、さらに進めていただきたい。 

・学校教育自己診断結果に先生方の努力が集約されている。全般的に生徒の評価は高

いが、成績不振者へのケアや、自由記述欄には少数であるが先生の授業の仕方につ

いての意見もあるので改善を検討されたい。 
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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 

進
路
を
切
り
拓
く
学
力
の
育
成 

（１） 真の文武両道をめざし、

自学自習を促進し、家庭

での学習習慣を確立さ

せるために３年間を通

した豊高学習プログラ

ムを企画立案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）キャリア教育の充実と進

路第一志望の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 

ア １年生は入学式を４月８日までに全員対

象の学習サポートプログラムを行い、高校

での学習及び自学自習を指導する。 

 

イ・１、２年生は自学自習習慣を身につける

ために、１学期終了、２学期終了後の年間

２回は自学自習日を設ける。 

・自習室を放課後午後６時３０分までは毎

日開放し、部活動終了後、週２回は午後７

時３０分まで開放して生徒の自学自習力を

高める。 

 

ウ 文理学科の生徒の課題研究を行う上で、

京都大学・大阪大学等の学生や院生をＴＡ

（ﾃｨｰﾁﾝｸﾞｱｼｽﾀﾝﾄ）として活用することで、

内容の充実を図る。その測定法として、Ｓ

ＳＨ課題については、積極性・忍耐力・協

調性を測る*「心のルーブリック評価」を行

い、ＳＧＨ課題については、＊「豊高型グ

ローバルマインドセット評価」を行い、課

題研究の質の向上及び進路を切り拓いてい

く力を養う。 

*「心のルーブリック評価」 ・・別紙参照 

＊「豊高型グローバルマインドセット評価」 

             ・・別紙参照 

（２） 

ア 生徒が目標を持った大学進学をめざし、

高い目標に向かってチャレンジ精神を持ち

つづけ、粘り強く取り組む姿勢を育み、サ

ポートしていく。 

イ 生徒の正しい職業観育成のために、職業

別進路講演会をはじめ、職場訪問・体験等

を実施する。 

 

ウ １、２年全員が志望大学のオープンキャ

ンパスに参加し、大学紹介の冊子を作成す

る。（１００％参加目標） 

エ 京都大学、大阪大学・神戸大学・大阪市

立大学・関西学院大学等の見学、研究室訪

問を行う。（参加者を 100名以上を目標とす

る） 

 

オ 校内実力テストや外部模試等のデータを

一つにまとめ、生徒個人別の進路資料作成

を検討する。 

 

 

 

 

 

カ 平成２８年度入学生用の新しいカリキュ

ラムを円滑に実施する。 

 

 

 

 

キ 授業、土曜講習、進路指導により進路第

一志望を実現する。 

（１） 

ア 計画・立案された学習サポー

トプログラムにおける生徒の

満足度を 90％以上にする。（平

成 27 年度は 89％） 

イ・参加者１年生は全員対象、２

年生は 250 名程度を目標とし

て参加満足度 90％以上にす

る。（平成 27年度は 91％） 

 ・ 生徒の自学自習力を高め

るために、自習室を開放する。

その満足度を 80％以上にす

る。（平成 27年度は 82％） 

ウ 「心のルーブリック評価」と

して平均 3.0以上にする。 

（平成 27年度は 2.8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

ア 京大・阪大・神大の希望者数

を 100名以上にする。（平成 27

年度は 115名） 

イ 同窓生の協力を 12名以上に

して希望職業ごとに２回講演

とする。（平成 27年度は 13名）

企業見学は 30名以上（平成 27

年度は 30名） 

ウ 昨年に引き続き全員参加（平

成 27 年度 100％） 

 

エ 施設見学等の参加者 100 名

以上（平成 27 年度は 88 名）に

して、進路意識を向上及び課題

研究の内容充実度を 80％以上

にする。（平成 27年度は 85％） 

オ 学校教育自己診断（生徒）に

おいて「将来の進路や生き方に

ついて考える機会がある」につ

いては 85％（←82％）、「希望

する進路が実現するための講

習や補習が充実している」につ

いては、70％（←68％）を肯定

的な回答になるようにする。 

カ 新１年生における学校教育

自己診断（生徒）において「授

業で自分の考えをまとめたり、

発表する機会がある」について

は 80％（←74％）を肯定的な

回答になるようにする。 

キ 生徒の３年次の進路第一希

望を 55％以上、京都・大阪・

神戸大学等の難関大学 65名以

上にする。（平成 27 年度は

51％、49 名（現役）） 

 

ア  ｱﾝｹｰﾄによる満足度は 85％で生徒

の評価も高く、ほぼ満足のいく学習

サポートプログラムが実施するこ

とができた。（○） 

イ・１年生については全員対象の 400

名が参加した。２年生については

300 名程度になった。また、生徒の

満足度は 88％となりほぼ目標通り

となった。（○） 

 ・自習室については、３学期から教

員の一斉退庁日の趣旨を踏まえ、週

２回の午後６時 55 分までの開放に

変更したが、20 名以上の参加があっ

た。満足度は 80％。ノークラブデー

における自習室の活用を促し満足

度の向上を図る。（○） 

ウ 「心のルーブリック評価」の平均

は 3.7であった。なお、ＳＧＨで用

いている「豊高型グローバルマイン

ドセット評価」の平均は 3.4 であっ

た。（◎） 

 

 

  

 

（２） 

ア ３年生希望者数は 133名（◎） 

 

 

イ 同窓生 14 名による講演会を１年

全員に２回（同日）実施。また、企

業見学として、関西電力等にのべ

115名名参加した。（◎） 

 

ウ 参加率 100％でほぼ計画通り。

（◎） 

 

エ 参加人数は 146名。進路意識の向

上 100%、課題研究の充実 80％。早

期から大学見学を行い進学先の選

択にミスマッチがないようにして

いきたい。（◎） 

オ 学校教育自己診断アンケートに

おける肯定的な回答として、「進路

や生き方について考える機会があ

る」については 80％（←85％）、「講

習や補習が充実している」について

は、68％（←68％）であった。（△） 

 

 

カ「授業で自分の考えをまとめたり、

発表する機会がある」については

70％（←80％）。（△） 

 

 

 

キ 生徒の３年次の進路第一希望実

現は 50％。京都・大阪・神戸大学等

の難関大学 48名。（△） 
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（１）志の育成 

将来、社会のリーダーとして

活躍できる人材を育成するため

に、「志」学を本格実施する。 

「志」学では、社会貢献の意

識を醸成し、リーダーとしての

資質を育成することを目標にし

て、地域のボランティア活動等

の体験的活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 骨太の英語力養成事業

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ＳＳＨ事業の推進 

（１） 

ア 地元豊中市と連携し、公民館・分館、小

中学校、支援学校、高齢者施設等の取組み

や活動に本校生（主として２年生）が参加

し、体験的活動を行う。その中で、自分の

有用感や社会貢献の志を育てる。クラブ単

位での参加・活動も進めていく。 

 

 

 

 

 

イ 生徒自治会のリーダーシップ養成に向け

て、体育大会・校内大会・文化祭等の学校

行事の企画・立案及び一般生との意見収集

する機会を増やして、組織的に行動する。 

 

 

 

 

（２） 

ア 英語によるコミュニケーション力の育成

（リスニング・プレゼンテーション講習） 

 

イ TOEFLコース生として高度な４技能（ﾘｽﾆ

ﾝｸﾞ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ・ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ）の養

成に向け、ＴＯＥＦＬｉＢＴ仕様の授業を、

ＳＥＴ（ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾃｨｰﾁｬｰ）中心に、１、

２年の文理学科それぞれ８０名に対して行

う。 

ウ 文理学科だけでなく普通科にも拡大し

て、大阪大学・関西学院大学・豊中地域在

住の留学生等（90名程度の確保）との交流

を行う。 

エ 英国語学研修（参加者３０名以上）のア

クティブな活動内容をより精査して継続実

施する。 

オ １、２年生の希望者２０名程度を対象に

グローバルスタディープログラムとして、

英語即興型ディベート等を取り入れて、英

語運用能力を育成する。 

カ TOEFL コース生だけでなく、学校全体と

してグローバル人材に必要とされる英語運

用能力の育成に取組む。 

（３） 

ア 第２期のＳＳＨ事業の継続を元に作成し

たプログラムを実施していく。中でも、課

題研究の質の向上及びチームでの到達度を

高めていく「心のリーブリック評価」を実

践していく中で、データを蓄積していく。 

イ 科学コンクール・科学オリンピックで入

賞者を出すために、各種科学コンテスト等

に参加し、高い志を持たせる。 

 

 

 

ウ ＳＳＳ（スーパサイエンスセミナー）とし

て、文系・理系に限らず、科学リテラシー・

プレゼンテーション能力・英語運用能力等

の育成するプログラムを土曜セミナーとし

て実施する。 

エ 科学(物理、化学、生物、地学)研修を継続

実施する。 

（１） 

ア・その成果のプレゼン発表及び

レポートを提出する。参加者

は２年生全員とする。 

・アンケート（生徒）におけ

る活動に肯定的な回答が

85％以上。（平成 27 年度は

85％） 

 ・「志」学の取組みの一つであ

る地域交流事業の参加者（対

象２年生）を引き続き 100％

にする。 

イ・体育大会、校内大会、文化祭

の関わり度合いを 

 ・体育大会→55％（←52％） 

 ・校内大会→91％（←91％） 

 ・文化祭→50％（←44％） 

満足度はいずれの場合も

80％以上にする。（平成 27 年

度はいずれも 80％以上） 

（２） 

ア リスニング講習参加者は

250名以上にする。 

（平成 27年度 260 名） 

イ TOEFLiBT 第１学年で４人以

上が６０点以上にする。（平成

27 年度２名） 

 

 

 

ウ 留学生等との交流を普通科

にも拡大して、１年全員 400

名に対して実施する。（平成 27

年度 360 名） 

エ 英国語学研修の満足度を

80％以上にする。（平成 27年度

は 85％） 

オ 英語運用能力テストの伸び

を１年間で 30％以上にする。

（新規） 

 

カ 英語運用能力テストの伸び

を１年間で 15％以上にする。

（新規） 

（３） 

ア ＳＳＨ受講生に対して、「心

のルーブリック評価」を実施

し、平均３．０以上にする。（平

成 27 年度は２．８） 

 

イ ２年に一度行われるシンガ

ポール高校生科学チャレンジ

コンテストに応募して、優秀賞

以上の賞を獲得する。 

 

 

ウ ＳＳＨアンケート：科学に興

味関心をもった生徒を 90％以

上にする。（平成 27 年度は

92％） 

 

エ 延べで研修参加生徒を 100

名以上とする。（平成 27年度は

110名） 

（１） 

ア・参加率 100％を維持。 

・生徒の満足度も肯定的な答えは

85％。 

・地域のコミュニケーション誌に取

り上げられるなどしており本校

の新たな伝統として継承してい

きたい。 

（◎） 

 

 

 

イ      関わり 満足度 

・体育大会→ 58％  92％ 

・校内大会→ 91％  92％ 

 ・文 化 祭→  52％    92％  

（○） 

 

 

 

（２） 

ア 講習参加者 101名。（△） 

 

 

イ TOEFLiBT は、１年生で 60 点以上

は 2名。（△） 

 

 

 

 

ウ 学年との連携を図り、予定通り実

施。留学生は 57 名確保。来年度か

らさらに組織的に行えるよう業務

分担の改善を予定。普通科への拡大

は継続して行いたい。（◎） 

エ 参加者 37 名の満足度は 95％。継

続して実施したい。（◎） 

オ 運用能力テストの伸び 22％。（△） 

 

 

 

カ 運用能力テスト（GTEC）の伸びが

四技能で 15％の伸び。（〇） 

 

（３） 

ア ＳＳＨ「心のルーブリック評価」

平均 3.7（◎） 

 

 

 

イ 京都大学「ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」に大

阪府代表（参加 12県）として出場。

日本原生物学会において、ベストプ

レゼンテーション賞を受賞。（ｼﾝｶﾞ

ﾎﾟｰﾙのｺﾝﾃｽﾄは本年実施されず。）

（◎） 

ウ ＳＳＨｱﾝｹｰﾄ結果で科学に関心を

持った生徒は 97.7％。ＳＳＨ事業は

本校に定着をしておりさらなる組

織的運営を図りたい。（◎） 

 

エ 延べ研修参加生徒 105名。（◎） 
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（４）ＳＧＨ事業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ＧＬＨＳ事業の推進 

（４） 

ア 教育の国際化を視野にＳＧＨ校として学

校全体で取り組む組織を確立するととも

に、ＳＧＨ人材育成プログラムを作成する。 

イ ＜GLOBAL VISION 目的１～目的４＞を

通して、イスラーム文化と日本文化とのつ

ながりから新たなグローバルスタンダード

を構築する。 

（５） 

ア 希望生徒約５０名を集めて、校内留学グ

ローバルプログラムとして全日５日間実施

する。 

イ 文理学科としての理系及び文系の課題研

究の質を高める。 

 

 

 

 

ウ １年間の授業成果及び発表（豊高プレゼ

ン）を行い、豊高のＧＬＨＳ校としての取

組みを、広く生徒、保護者、教員等に知ら

せる。 

（４） 

ア ＳＧＨ研究開発委員会を組

織して、定例的に開催する。 

 

イ ＳＧＨ課題研究に興味関心

をもった生徒を 80％にす

る。（平成 27年度は 75％） 

 

（５） 

ア 参加生徒の満足度を 85％以

上にする。（平成 27 年度は

85％） 

イ ３年生が１、２年生を指導す

る課題プログラムの開発や

大学生・大学院生のＴＡ（ﾃ

ｨｰﾁﾝｸﾞｱｼｽﾀﾝﾄ）を 10名以上

参加させる。（平成 27年度は

10 名参加） 

ウ 豊高プレゼンでのアンケー

ト結果における肯定的な答

えを 85％以上にする。（平成

27 年度は 87％） 

（４） 

ア 年間 17 回の委員会を開催し、学

年、教科とも連携できる組織体制が

確立できた。（◎） 

イ 興味・関心を持つ生徒 81％。さら

に指導法等を工夫し、生徒のモチベ

ーション向上に努めたい。（◎） 

  

（５） 

ア 満足度 100％。（◎） 

  

 

イ ＴＡの参加人数 81 名（ＳＳＨ30

名、ＳＧＨ（51 名））。本校で課題研

究を体験した卒業生である大学生

などがＴＡを担当し効果的に活動

しているため。継続を図る。（◎） 

 

ウ 肯定的回答 89.6％。生徒が発表に

専念できるよう、運営準備に対する

省力化・効率化の観点から一部の内

容の校内実施を検討していく。（◎） 

３ 

教
員
の
授
業
力
等
の
資
質
向
上
に
向
け
た
取
組
み 

（１）全教科・科目について、

生徒による授業ｱﾝｹｰﾄを年

２回組織的に実施する。 

 

 

 

（２）各教科で研究授業・研究

協議を実施する。生徒による

授業ｱﾝｹｰﾄの結果を教科会議

で分析し、改善策を検討する。

（年間２回） 

 

 

 

（３）ＩＣＴ活用としてアクテ

ィブラーニング型授業の普及

に努める。 

 

 

 

（４）初任者や経験年数の少な

い教員とミドルリーダーのコ

ラボによる教員の研修を組織

的に行い、学校をより活性化

させる。 

 

 

 

（５）年度の必要性に応じて、

教員研修として、年１回以上

は人権研修・危機管理研修・

教育相談研修等を行う。 

 

（１）昨年度同様、全教科・科目について、

生徒による授業ｱﾝｹｰﾄを年間２回実施する。 

 

 

 

 

（２）教科ごとに年１回の授業見学、さらに

教科を越えて教員相互授業見学と研究協議

を行い、教科・科目としての授業改善を図

る。更に、全体研修会を１回は必ず行う。 

 

 

 

 

（３）パッケージ研修（Ⅱ）を活用して、生

徒の興味・関心が高まるようなアクティブ

ラーニング型の授業を増やしていく。 

 

 

 

（４）初任者や経験の少ない教員には、社会

人としての振る舞いや教科指導・生徒指導

等に自信と誇りを持って取り組ませ、生徒

を教育することの達成感を味あわせる。ま

た、ミドルリーダーとのコラボにより学校

の抱える問題やこれからの教育にどう取り

組んでいくか等についてもディスカッショ

ンする。 

（５）今年度は、教員研修として、人権研修

及び授業改善研修をテーマに実施する。 

  

 

 

（１）年間２回実施することによ

り、１回目で低い値であった教

員の授業力をより高めていく

ことで、評価の平均値を 3.2

以上にする。（平成 27年度の平

均値は 3.2） 

（２）授業ｱﾝｹｰﾄ結果の値が１回

目より２回目の方がよりよく

なっているようにする。また、

学校教育自己診断（生徒）にお

いて、「教材や指導方法に工夫

が感じられる授業がある」の割

合を 85％以上にする。（昨年度

は 83％） 

（３）教員の教材利用状況を調査

して活用度を 50％以上にす

る。また、学校教育自己診断（教

員）結果における ICT関連項目

での満足度 50％以上にする。

（平成 27年度 46％） 

（４）管理職、初任者、ミドルリ

ーダー等を交えて、研修を週１

回行う。（平成 27年度は週１回

行った。） 

 

 

 

 

（５）教職員の満足度を 83％以

上にする。（平成 27 年度は

80％） 

 

（１）  

 評価の平均値 3.2。府教育庁が定め

る授業改善シートなどを活用し、従業

力改善の指導を行った。（○） 

 

 

（２） 

結果が上昇した教員の割合 38％。

「教材・指導方法に工夫が感じられ

る授業」の割合 78％。 

（○） 

 

 

（３） 

教員の利用状況 67.5％。 

 ＩＣＴ満足度 79.0％。 

 「豊高型ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ」の研修等に

全教諭が参加し教員間での合意形

成を図った。（◎） 

 

（４） 

 年間 25 回実施。受講教員からは、

当該研修について教員としての心構

え、授業や担任業務への理解が深まっ

たなどの評価を得ている。（◎） 

 

 

 

（５）「発達障がいについて」、「アク

ティブラーニング型の研究授業」等

の研修を年間 4 回実施。 

教職員の満足度 83％（◎） 
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    1 2 3 4 5 

  大きな努力を要する 努力を要する 概ね達成 十分達成 期待以上 

積
極
性 

評
価
基
準 

・極めて消極的で、探求心や
知的好奇心が育っていない。 

・与えられたことには取り組
むが、自ら探究する力は不十
分である。 

・課題に対して進んで取り組
む。 

・自ら課題を発見し解決しよ
うとする。 

・自ら課題を発見し、その解
決に向け全力で取り組む。 

行
動
指
標 

・その時間内のみ活動し、個
人的な調べ学習はない。 
・校内の発表会にも非常に消
極的である。 
・意見を求められても自分の
意見を言うことができない。 
・教員や指導員を避けようと
する。 
・同じ班員ともコミュニケー
ションを取ろうとしない。 

・基本的に活動はその時間内
のみだが、与えられた課題は
一応調べる。 
・校内の発表会で、発言する
ことができる。 
・意見を求められれば自分の
意見を言うことができる。 
・教員に自分の意見は言えな
いが、指導を仰ぐことはでき
る。 
・同じ班員とはコミュニケー
ションを取れる。 

・与えられた課題に対して関
心をもち、活動時間以外にも
手近な資料やインターネット
での調べ学習は行う。 
・校内の発表会で積極的に発
表できる。 
・意見を求められなくても、
自分の意見を言うことができ
る。 
・顔見知りの教員であれば、
意見を述べ、指導を仰ぐこと
ができる。 
・校内規模であれば、コミュ
ニケーションが取れる。 

・自らの関心に基づいて課題
を設定し、活動時間以外も実
験に取り組む。 
・学校や近隣の図書館の本で
調べ学習を行う。 
・外部の発表会で積極的に発
表できる。 
・グループ内では率先して意
見を述べることができる。 
・顔見知りの教員であれば意
見を述べ、指導を仰ぐことが
できる。 
・外部のネットワークに参加
するこができる。 

・自らの関心に基づいて課題
を設定し、活動時間以外にも
試行錯誤を繰り返しながら実
験に取り組む。 
・専門書を用いた調べ学習や
専門家にメール等で質問する
ことができる。 
・教員の勧めがなくても、外
部での発表会に積極的に参加
し発表できる。 
・他校生と積極的に意見交換
や議論ができ、新たなネット
ワークを構築できる。 
・外部指導員や専門家にも積
極的に意見を述べ、指導を仰
ぐことができる。 

忍
耐
力 

評
価
基
準 

・失敗したり、不利な状況に
陥ったりすると取り組む意
欲を失う。 

・失敗したり、不利な状況が
続いたりすると取り組む意欲
を失う。 

・失敗や不利な状況が続いて
も意欲を失わず、継続して取
り組むことができる。 

・失敗や不利な状況が続いて
も、状況が好転するまで継続
し続けることができる。 

・失敗や不利な状況に耐える
だけでなく、前向きに物事を
捉えその解決に向けた努力を
続けられる。 

行
動
指
標 

・数回実験が失敗すると意欲
を失い、その実験から逃れる
行動を取る。 
・実験ノートをまともにとる
ことができない。 

・数回実験が失敗しても、教
員の指導があれば、ある程度
実験を続ける。 
・実験ノートに日付や温度等、
その日の実験結果など最低限
の事項は記入するが、考察が
薄い。 

・実験の失敗が続いても、教
員の指導無しで引き続き実験
に取り組むが、検証、考察等
がおざなりになる。 
・実験ノートには、概ね型ど
おりのことを記入し、その実
験に基づく考察もある程度は
書けるが、主観に基づく記述
が増える。 

・実験の失敗が続いても、教
員の指導が無しで引き続き実
験を行うことができ、試行錯
誤による問題解決ができる。 
・実験ノートにその都度気づ
いたことなどを記入する等、
再現性を高める努力が見られ
る。考察等も妥当で、同じ実
験結果でも、毎回複数の考察
が書ける。 

・実験の失敗が続いても、モ
チベーションを失わず、原因
を探り、新たな考えのもと進
んで実験に臨むことができ
る。 
・実験ノートに気づいたこと
を細かく記入し、極めて再現
性の高いノートを作り続けら
れる。毎回の考察も鋭く、常
に新たな文献で調べた内容等
が書かれている。 

協
調
性 

評
価
基
準 

・規律やルールを無視し、自
らの都合や感情を優先した
行動をとる。 

・規律やルールを守る意識は
あるが、他者への配慮が欠け
る場面が見られる。 

・規律やルールを守り、集団
として行動しようと努める。 

・規律やルールを守るのはも
ちろん、率先してコミュニケ
ーションを取ろうとするな
ど、集団を高める意欲が見ら
れる。 

・他の模範となる行動が随所
に見られ、集団のモチベーシ
ョンを極めて高い状態に維持
することができる。 

行
動
指
標 

・他の班員に対して無関心あ
るいは、非常に消極的であ
る。 
・他者を責めたり、威圧的な
態度を取る。 
・ルールや約束を守らず、班
員に迷惑を掛ける。 

・班への所属意識はあるもの
の、積極的に関わろうとはし
ない。 
・指示されたことや決められ
たルールは守ろうとするが、
基本的に楽をしようとする。 
・意見は求められれば言う程
度で、前向きで無いものも含
まれる。 

・班の中で与えられた役割を
しっかりと担い自己都合を優
先しない。 
・積極的に発言するが、他者
の発言を促すことまではでき
ない。 

・自ら班での役割を認識し、
時にはリーダーとなってグル
ープ内のコミュニケーション
を円滑に進められる。 
・積極的に発言し、他者の発
言を促すことができる。また、
他者の意見に同調し、自分の
意見を変えることができる。 

・極めて高いリーダーシップ
を発揮し、所属するグループ
を活気づけることができる。 
・他の集団とも連携し、学校
や組織の枠を超えた活動がで
きる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№．１０８ 

 

府立豊中高等学校 

  
豊高型グローバルマインドセット評価のルーブリック 

 
       

観点 

世界への関心・知識 多様性の理解 コミュニケーション 
グローバルシチズンシ

ップ 
言語活動 

世界各地の異なる文

化、歴史、地理、社

会に対する強い関心

と共感をもち、探究

心をもって理解しよ

うとする。 

新しく、価値のある

アイデアを、他者と

一緒に創造的に考え

る。 

異質な人びとからな

る多様な社会グルー

プにおいてよい人間

関係を形成するとと

もに、対立を処理し、

解決できる。 

我が国と世界の国々の

文化・社会を積極的に理

解しようとし、国際的視

野と高い教養をもって

人類の普遍的価値を尊

重するとともに冒険に

対する探究心をもつ。 

世界の人びとと協働す

るとともに世界で活躍

するために、世界共通言

語である英語４技能を

高めたいという強い意

志と実行力をもつ。 

5 

期

待

以

上 

世界各地の異なる文

化、歴史、地理、社

会に対する強い関心

と共感をもち、探究

心をもって理解しよ

うと努め、世界に関

する教養と洞察を高

めている。  

他者に対して効果的

に、新しいアイデア

を提案・実行し、新

しい見方・考え方や

多様な見方・考え方

に対して偏見をもた

ない。 

異なる民族・宗教・

文化・社会の人びと

と相互に尊重し合え

るとともに、対立が

生じた場合、異なる

立場があることを理

解し、現状の課題に

ついて、その原因を

分析することで、問

題の再構築をする。 

自国への帰属意識及び

世界の一員としての意

識を高くもち、外国に対

する探究心や冒険心を

育んでいる。 

外国からの留学生等に、

積極的にプレゼンテー

ションをしたりディス

カッションを行い、その

パフォーマンスも高く、

英語運用能力に強い自

信をもつ。 

3 

概

ね

達

成 

世界各地の異なる文

化、歴史、地理、社

会に対する関心と共

感をもち、探究心を

もって理解しようと

努めているが、世界

に関する教養と洞察

は高まっていない。  

新しい見方・考え方

や多様な見方・考え

方に対して偏見をも

たないが、他者に対

して十分効果的に、

新しいアイデアを提

案・実行することが

できない。 

異なる民族・宗教・

文化・社会の人びと

と相互に尊重し合え

るが、対立を調整し

処理・解決する意欲

や実行力が十分では

ない。 

自国への帰属意識及び

世界の一員としての意

識をもっているが、外国

に対する探究心や冒険

心に欠ける。 

外国からの留学生等に、

積極的にプレゼンテー

ションはできるが、ディ

スカッションができる

までのパフォーマンス

に欠ける。英語運用能力

への自信も弱い。 

1 

大

き

な

努

力

を

要

す 

世界各地の異なる文

化、歴史、地理、社

会に対する関心と共

感に欠ける。  

新しい見方・考え方

や多様な見方・考え

方に対して偏見をも

ってしまう。 

異なる民族・宗教・

文化・社会の人びと

と相互に尊重し合う

気持ちに欠ける。 

自国への帰属意識及び

世界の一員としての意

識が希薄である。 

外国からの留学生等に、

積極的にプレゼンテー

ションができない。英語

運用能力への自信もな

い。 

 
※ ５には及ばないが３を上回る評価には、４を与える。 

  

 
※ ３には及ばないが１を上回る評価には、２を与える。 

   
 
 


