
2021年度　学校経営計画 ※【　　　】は、関連する「第三期中期目標（戦略的中期目標）」の項目番号

Ⅰ　教育に関する目標・計画
［１］　生徒指導計画

中期目標 中期計画 2021年度計画 計画達成に向けての方策 担当部署

1

自由で自立した
人格の育成と社
会的責任の自覚
を養う。

自由、自主、自立の
精神を、シティズン
シップ育成の視点か
ら追求し、実践する。
【4-2-15】

いじめ防止の取り組みや安全
教育の充実を図り、生徒が安
心して学校生活を送ることが
できるよう支援する。

・「学校生活についてのハンドブック」を活用して、学校生活のルールや公共
のルール、マナーについての指導を徹底させる。
・スマートフォン、携帯電話の使用については、GIGAスクールにふさわしい情
報モラル教育を行い、学校としての共通理解を図りながら新たなルールづくり
を進める。
・公共のルールやマナーの指導を各学年、外部機関と連携して実施する。生
徒の安全確保のために､通学路の安全確認や交通安全指導を適切に行う。

各学年
生徒指導

2

生徒の自治による自主活動を
支援し、学校生活の充実を図
る。

・生徒会執行委員会には、生徒の自主活動のリーダーであることを意識づけ
るよう促す指導を行い、各部会の活動が円滑に進むよう支援を行う。
・学園祭運営委員会の活動を組織的に支援し、第77回学園祭を滞りなく実施
することに努める。

各学年
生徒指導

3

課外活動等を通じて、学年集
団づくりに努めると共にリー
ダーの育成を目指す。

・生徒の自主活動としてのクラブを支援するために、活動のルールを確認し、
外部人材の活用を積極的に進める。
・学校行事を円滑に進めるとともに、学年の各種リーダー育成を図る。
・3年スキー行事、5年修学旅行を6年間の「節目」行事と位置付け、生徒の自
主性を尊重しつつ進める。
・社会で様々な活動に取り組む人々や世界の人々とのつながりの機会を設
けることで、多様な学びへの挑戦、活動を支援する。

各学年
生徒指導
研究
学校経営委
員会

4

対話を重視し、それぞれの生
徒の状況をふまえたていねい
な対応に努める。

・全教員が生徒との対話時間の確保に努めるとともに、4月と10月の「面談
期間」を通じて、担任の生徒状況把握を深める取り組みを継続する。
・特に重点的な支援、指導の必要な生徒に対して、担任会においての養護
教諭やスクールカウンセラー、スクールアドバイザーとの連携の下、教職
員間での情報共有を図り、適切な対応が取れるように努める。
・外部の関係機関との連携を強化し、問題となる事象や行動を未然に防止
するように、または適切な事後対応ができるように努める。

各学年
生徒指導
健康環境

[２]　進路指導計画
中期目標 中期計画 2021年度計画 計画達成に向けての方策 担当部署

5

自由で自立した
人格の育成と社
会的責任の自覚
を養う。

生徒の適性を尊重し
つつ、進路指導体制
を強化する。【4-2-
13】

生徒のキャリア意識の形成を
重視した6年一貫進路指導を
計画・実施する。

・生徒のキャリア意識の形成を重視し、VGを3年から6年で実施し、ガイダンス
や学修成果のアセスメントを実施し、キャリア意識形成を支援する。
・3年生において、CGを学年と連携して実施し、後期課程への意識付けをす
るとともに、キャリア意識を醸成する。

各学年
進路指導

6

進路に関するカウンセリング
体制を充実させる。

・大学等進学についての進路相談を随時行う。
・デジタルポートフォリオを試行・利用し、進路実現に役立てる。
・進路指導部、6年担任合同の進路指導会議を年3回実施する。

6年
進路指導



進路に関する資料を整理し、
情報を的確に提供する。

・進路情報の収集に努め、生徒に対する提供を適切に行うと共に、進路関係
の情報をWeb上に公開し、進路学習に活用する。
・大学入学共通テスト及び推薦入試の説明会を、5・6年向けに実施する。生
徒・保護者への進路指導に関する事業の周知と、情報の提供を4年から6年
の学年PTA等で丁寧に行う。
・新しい調査書への運用を、教務部や学年と連携しながら円滑に行う。
・新制度入試への改革情報を収集し、全教員および生徒・保護者へ周知す
る。
・学校推薦型選抜や総合型推薦に対応するため、進路補佐員を新たに雇用

5・6年
進路指導
学校経営委
員会

7

本学および他の大学と高大連
携を推進する。また、企業との
連携を進める。

・学年と協力して本学との「PICASO」を円滑に進める。
・各大学等や業者との入試に関する連携を進める。
・企業等と連携して、探究活動の新たな取組を進め、キャリア教育の日常的
な実践研究を進める。

5・6年
進路指導
教育課程委
員会

［３］　学習指導計画
中期目標 中期計画 2021年度計画 計画達成に向けての方策 担当部署

8

1・2年では、「65分」の枠組み
を活用し、基礎基本の習得と
共に、基本的な学習習慣の徹
底を図る。

・授業にとりくむ姿勢が確実に定着するよう指導し、各教科と連携して学習補
充を適宜行うなど、基礎学力の向上を図る。
・家庭での学習習慣が定着するよう、保護者と連携して指導する。
・「探究入門Ⅰ」「探究入門Ⅱ」「自己探究」等の学習を大学生や大学院生の
補助の下にスムーズに取り組めるよう支援する。
・ＨＲや道徳では、他者理解や正しい自己肯定感を育て、よりよいコミュニ
ケーションを取ることができる態度や能力を育成する。

1・2年

9

3・4年では、「65分」の枠組み
を生かした主体的な学習を組
織し、総合的・応用的な学力
への飛躍を目指す。

・授業に対して、粘り強く、また主体的に取り組む姿勢を涵養するとともに、対
話や議論を尊重し、協働して問題を探究する学習集団を育成する。
・SSH、国際交流をはじめとする課外の学習プログラムへの積極的な参加を
促し、自らの知見をひろげる一助となるよう支援する。
・成績不振や特別な支援が必要な生徒に学力定着のための支援を進める。
・SDGsを意識して世界の諸問題に目を向け、個性を尊重し、違いを受容する
集団形成と規範意識やモラルの向上を意識した道徳の授業を展開する。

3・4年

10

5・6年では、個に応じた学習
目標を明確にさせると共に、
「65分」の枠組みを生かした質
の高い学びをめざし、幅広い
学力の習得を図る。

・日々の授業でともに学ぶことを大切にするとともに、自主的自律的学習習慣
を身につけさせるために支援する。
・SSH、国際交流、地域貢献など課外の学習プログラムへの参加を促すこと、
またHRや各種の教育プログラムの実施を通じて、「自己」と「集団」「社会」と
の関わりについて思索し、自立的な主権者と育つよう支援する。
・卒業後の進路選択に必要な力を身につけるために、個々の生徒の学力に
応じた学習支援を行う。

5・6年

11

文理統合的な視点の獲得と
探究的な学びの実現をめざす
総合学習の実践を深める。

・1，2年「探究入門」では探究活動の基盤となる姿勢やスキルを身につけるこ
とをめざす。
・3年「探究基礎」、4年「基盤探究Ⅰ」では、文理統合的な視点の獲得をめざ
す探究活動を展開する。

1-4年
教育課程委
員会
総合担当

生徒の多様な能
力に対応した教
育を行うと同時
に、個性を尊重
しつつ学力を伸
ばす。

2-2-2制に基づいた
先導的な中高一貫教
育及び理数教育を推
進する。各段階の教
育指針に応じた学力
の定着をはかる。
【4-2-13】



12

新校務システムのさらなる改
善と活用を図り、生徒個人の
様々な情報を一元的に管理で
きるシステムの構築をめざ
す。またGIGAスクール構想に
資するICT活用策の構想と試
行を行う。さらに、ライブラリー
の学習・情報センターとしての
機能強化を行う。

・校務システムに新たに加わる出欠席システムの適切な運用によって、生徒
個人の様々な情報を一元的に管理し、学校と保護者との連携を深め、教員
の働き方改革に資する「チーム学校」のシステム構築を図る。
・GIGAスクール構想のもとで、1人1台端末を活用し、探究活動のデジタル
ポートフォリオやスタディサプリを利用した「自己探究」の実践を通じて、新た
に学習スタイルの構築に向けた実践研究に取組む。
・ライブラリーを学習情報センターとして学習支援できるよう機能強化を進め
る。そのため、学術情報センターや公立図書館ともネットワークづくりを進め、
生徒の学習を支援する。

図書情報
教務
学校経営委
員会
各教科

［４］　教育研究・実習計画（大学、附属学校園連携を含む）
中期目標 中期計画 2021年度計画 計画達成に向けての方策 担当部署

13

大学と連携し、
先導的な中高一
貫教育について
の教育研究を行
う。

本校のアドミッションポリシー
と21世紀型学力形成の課題
をふまえ、前期課程において
は新カリキュラムを実施・運営
する。後期課程においては過
渡期のカリキュラムを適切に
実施する

・新カリキュラムのもと、探究活動の教材開発および実践研究を、SSH、各教
科、分掌、委員会等と連携し着実に進める。
・専門家の支援を受け、3学期制の特長を生かした、定期考査に依らない評
価のあり方について議論を進め、新カリキュラムでの実現を図る。
・ICTを活用した個別最適化学習「自己探究」の実践を通じて、自主的、自律
的な学習者を育成するために必要な支援のあり方を研究する。

学校経営委
員会
教育課程委
員会
教務部

高大接続カリキュラム開発プ
ログラム企画運営室を中心と
して、PICASOコース３年目の
プログラムを着実に実施す
る。

・大学と連携し、「基盤探究」「実践探究」の授業を開講し、生徒の探究活動を
支援する。
・PICASOルームの機能を十分に活用し、生徒の探究活動を支援する。
・「実践探究」の成果物としての「探究アウトプット」を、「学力のみに偏らない
選考基準」により適切に評価し、高大接続特別入試のあり方を検証する段階
に進む

学校経営委
員会
教育課程員
会

14

理数系教育の充実を図り、
SSHプログラムを実践する。ま
た、サイエンス研究会の活動
をサポートする。

・第4期SSH研究の2年目の計画を確実に実施する。
・「飛躍知」育成に資する探究活動のカリキュラム評価について、外部研究者
と協働研究を行うとともに、評価のための方策を構想し、基礎資料を作成す
る。
・サイエンス研究会の活動環境を整備し、各種学会、研究会への発表活動を
支援する

学校経営委
員会
SSH
研究部

15

ユネスコ・スクールおよびSSH
のネットワークを中核として、
グローバル教育をめざし、国
際交流事業の体系化を図る。

・新型コロナウイルス感染症の流行状況をみながら、オンライン交流を視野
に入れて、高校生国際会議「Asian Ｙｏｕｔｈ Forum」（インドネシア）を中心に、
アジア諸地域の生徒との国際交流活動を進める。
・「さくらサイエンスプラン」の指定をうけ、大学の協力を得て、科学技術ワーク
ショップNara Sakura Science Campの企画実施を行う。
・ トビタテ留学ジャパンを主とした留学情報の有効な広報システムを検討し、
実施する。国際交流リーフレットを発行する。

学校経営委
員会
研究部

大学と連携して、全国的な教
育研究・教員研修拠点校とし
て、また本校教員の研究活動
を生かした公開研究会のあり
方について再検討する。

・学校改革にともなうテーマを中心に教員研修を充実させるとともに、教員同
士の学びあいを図る研修方式をとりいれる。
・大学と連携して、教育研究・教員研修拠点校としての役割を意識して、公開
研究会を企画・運営する。

学校経営委
員会
教育課程委
員会
研究部

17

中高一貫教育の成果を発信
するとともに、教育システム研
究開発センターと連携し、接
続教育・一貫教育の推進に寄
与する。

・奈良女子大学教育システム研究開発センターと連携しつつ、本校のリベラ
ルアーツ教育研究・実践や探究活動の実践研究など、各教員の研究活動の
充実を図るとともに、本校「紀要」や大学「教育システム研究」に積極的に論
文を投稿するなど、外部に対してその成果を発信するように努める。

研究部
学校経営委
員会

6年一貫教育のさらな
る充実に向け、SSH
等の研究開発方針、
ユネスコスクールの
理念に基づく教育実
践に取り組み、改訂
カリキュラムを実践す
る。
【4-2-12】

大学・理系女性教育
開発共同機構及び附
属学校園、教育シス
テム研究開発セン
ターと連携しつつ、先



18

理系女性教育開発共同機構
と各附属学校が協力して、女
子の理工系科目への興味・関
心を高める研究を進める。

・奈良女子大学理系女性教育開発共同機構と附属中等教育学校の連携
により、「サイエンスコロキウム」を企画し開催する。
・理系女性教育開発共同機構が開催する各種プログラムに生徒を派遣
し、生徒の研究力の向上に努める。

教務部
研究部
学校経営委
員会

［５］　安全及び健康に関する計画
中期目標 中期計画 2021年度計画 計画達成に向けての方策 担当部署

19

安全で安心な教
育環境を整備
し、安全・健康教
育を進める。

・労働基準法改正をうけ、勤
務時間の適性化にむけた具
体的な施策を引き続き実施す
る。

・労働時間管理の方法を改良し、残業時間の削減方策を策定する。
・部活動将来構想WGを設置し、部活動を含む休日労働のあり方を検討し、新
たな方策を構築し、実現できるところから改革に取り組む。
・行事設定・会議運営の改善策を検討し実施する。

安全管理委
員会
学校経営委
員会
健康環境

「危機管理マニュアル」の改訂
を実現し、その周知を通じて
防犯・防災教育に力を入れ
る。

・コロナウイルスの感染拡大防止を引き続き徹底し、年間行事予定や学校行
事を適切に実施する。
・大規模災害に対応できるよう、学校経営委員会を中心に、安全対策上必要
な改善を進め、危機管理マニュアルを更新する。
・防災・防犯訓練及びAED研修を実施する。また、地域の避難拠点としての
対応マニュアル策定に向けて検討するとともに、地域との連携を図る。
・薬品管理システムを適確に運用し、薬品管理を確実に実施する。

安全管理委
員会
学校経営委
員会
健康環境
生徒指導

20

生徒相談事業を継続すると共
に、特別支援教育の校内体制
を整備する。

・学年、生徒指導部、特別支援教育コーディネーターは、常に生徒の実態を
把握し、内規に基づいた連携体制を整え、教育的ニーズに応じた適切な支援
を行う。
・保健室とカウンセリング室の機能分化を図り、特別な支援が必要な生徒に
対してのより適切な支援体制を整備する。
・教務部・学校経営委員会と連携しつつ、学習支援を行えるように、必要な内
規の改訂を行い 支援体制の見直しを継続的に行う

管理職
特別支援教
育委員会
健康環境

21

附属学校部コーディネー
ター、スクールカウンセラーや
専門家の指導助言のもと、総
合的な知見に基づいて、個々
の生徒の「困り感」を理解し、
その状況に応じた支援を行

・特別支援教育委員会において、附属学校部コーディネーター、スクールカウ
ンセラーや専門家（スクールアドバイザー）の指導助言をもとに、個々の生徒
の「困り感」を理解し、その状況に応じた支援を行う。
・必要な生徒に個別の「教育支援計画」を作成し、有効に活用する。
・スクールサポーターやスクールアドバイザー・外部機関と連携して、生徒の
状況に応じた支援をする。

管理職
健康環境
教務

22

｢いじめ防止基本方針」に基づ
ききめ細やかな指導を徹底
し、いじめ防止のための対策
を行う。

・いじめ防止対策会議の月例化を続け、いじめ事案の事後の見守りを図るこ
とで、その解消にむけての取り組みを「見える」化する。
・「アンケートの年2回実施」に加え、定期的な個人面談期間の設置、「教育相
談窓口」の広報など、いじめの早期発見のための措置をとる。

管理職
特別支援教
育委員会
健康環境
生徒指導

Ⅱ　経営に関する目標・計画
［６］　学校運営計画

中期目標 中期計画 2021年度計画 計画達成に向けての方策 担当部署

タ と連携しつつ、先
導的な中高一貫教育
を実践する。大学と共
に、高大連携特別教
育プログラム等を推
進する。
【4-2-11】

安全衛生管理、情報
管理体制を整備し、
防災・防犯教育を進
める。特別支援教育
を定着させると共に、
健康相談体制を強化
する。
【4-2-15】
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国立大学法人附
属学校として、大
学と連携した学
校マネージメント
を推進する。

第三期中期計画に伴う学校
経営全般の基盤整備に関わ
る諸課題に取り組む。

・第三期中期計画に対応した校内組織の体制を構想し、学校運営の改善を
迅速に進められる体制にむけたプランを策定する。
・校長専任化に伴う、副校長・主幹教諭の役割分担を見直し、ガバナンス機
能の強化を図る。
・部活動将来構想WGを中心に、持続可能な部活動のあり方の検討を進め、
本校の部活動の将来構想を策定し、実現可能な改革を順次進める。
・新しい学校経営・分掌組織・特別支援体制に対応する内規の整備を行う。
・入学前情報を一元化するとともに、出欠管理システムを導入し、校務システ
ムとの連携によって、公正な個別最適化学習を実現する。さらに、探究活動
の履歴を蓄積し、新しい大学入試に対応したモデルを構築する。

管理職
学校経営委
員会

第三期中期目標期間におけ
る評価に係る実施要項に基づ
き、第四期中期目標・計画の
策定に向けて諸課題に取り組
む。

・法人統合にともなう連携と特色化を前提に、「本附属学校園の将来構想」に
ついての具体的な検討を行い、基本的な方向性と具体化のための方策を決
定する。
・教職大学院とも連携して、法人統合をみすえた、教員養成・研修の新しいセ
ンターのあり方やその役割について検討を行い、本校の将来構想への提言

管理職
学校経営委
員会

第三期中期計画の財務計画・
施設整備マスタープランを策
定する。

・持続可能な学校運営のための目的資金のあり方の検討と、その創設を図
る。
・第四期中期計画までを見通した、校内各施設設備の補修更新を含む、新施
設整備マスタープランを策定する。

管理職
学校経営委
員会

24

第四期中期目標・計画策定に
向けた学校経営全般のプラン
策定に取り組む。

・奈良教育大学附属中学校との共同WGを設置し、連携と特色化に関する具
体的な方策の検討を進める。
・連携教育開発機構設置準備室と連携し、法人統合下での附属学校園の特
色の明確化と、各附属学校園の独自性についての提言をまとめ、それをもと
に第四期中期目標・計画策定に資する。

管理職
学校経営委
員会

25

機能的な学校運
営を行うと共に、
教職員の職能向
上に努める。

教員間の意思疎通の円滑化
を図るため、学校運営・教員
組織教室再配置の在り方を協
議する。

・ICT活用や組織改革を通じて、職員会議をはじめとした組織の円滑な運営を
図るための運営改革を行う。
・教室の定員を含めて、特別な支援を必要とする生徒の学習環境や探究
ルームの活用など、新しいカリキュラムに即した教育環境の整備を検討し、
部屋の再配置案を策定する。
・校長、副校長は、教員のストレスマネージメントに努めるとともに、新任教員
や困難な事情を抱える教員を支援する。

管理職
学校経営委
員会

26

校長裁量経費や科研費を活
用し、研修を推奨する。また、
専修免許取得、大学院リカレ
ントを推奨する。

・免許状更新講習等を円滑に進めるとともに、連合教職大学院の支援を得
て、新任教員や中堅教員教員の資質向上のため研修のあり方を構想する。
・連合教職大学院との連携の下、公立学校現職教員のリカレント研修に資す
る枠組みを検討し、公教育に資する附属学校のあり方を提言する。
・科研費の枠組みを再検討し、大学研究協力課と連携し、科研費獲得の強化
策を策定する。新方式による応募を推奨するとともに、科研費応募者に対し
て校長裁量経費によって支援する。

管理職
学校経営委
員会

［７］　情報公開、社会貢献に関する計画
中期目標 中期計画 2021年度計画 計画達成に向けての方策 担当部署

教職員の同僚性（職
業倫理に基づく協力
体制）を強化し、学校
運営体制の改善を図
る。また、人材育成プ
ログラムを確立する。

附属学校部の指導の
もと、法人化に基づ
く、各種計画・評価シ
ステムの実施、財務・
労務改革、施設整
備、安全対策等を推
進する。
【4-2-14】
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社会と世界に開
かれた学校づく
りを進める。

各種情報の発信に努めるとと
もに、オープンスクールや各
種説明会を充実させる。

・入学適性検査の改訂に伴う検証を実施しつつ、適正な検査のあり方を検討
する。
・昨年度、コロナ禍によって実施できなかったオープンスクールをリニューア
ルした方式で実施する。塾説明会や適性検査説明会も含む本校教育の広報
のありかたを検討する。
・WEB出願システムの活用により、オープンスクールや学園祭、適性検査説
明会への参加申込をデジタル化することで業務削減をすすめる。
・Webサイトをリニューアルにともない、保護者、生徒のニーズに合った広報
活動を充実させるとともに、同窓会とも連携して情報提供を積極的に行える
体制をを構築する。

学校経営委
員会
事業広報
情報管理委
員会

28

学校評議員会をはじめ、PTA・
教育後援会、同窓会と連携
し、開かれた学校運営をめざ
す。

・学校評議員会、関係者評価委員会のあり方を引き続き検討し、コミュニティ
スクール型の学校運営を模索する。
・学校改革の方向性について、保護者を含めて議論する場を設定し、開かれ
た学校づくりのモデルを示す。
・同窓会やPTA、教育後援会の協力を得て教育環境の充実を図る。
・東日本大震災に対する支援委員会において、「ならふく」等の生徒の活動を
引き続き支援する。

管理職
事業広報

保護者・同窓会との
連携を強め、学校の
基盤整備を行う。ま
た、各種情報の公開
に努める。



2021 教務部 計画 

年度計画

の重点 

・学校本来の機能を十分に果たすため、ルーティンワークを確実に遂行する。また、大学

と連携を取りながら教育実習を円滑に遂行し、実習校としての責務を果たす。 
・今年度より始まる新カリキュラムについて、関係部署と協力して円滑に実施する。 
重点項目は、次の通りである。 
（1）前期課程における新教育課程の円滑な運営をサポートするとともに、後期課程にお

ける新教育課程の準備を進めていく。 
（2）昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止を最大限配慮しながら、年間

の行事予定を適切に編成する。 
（3）大学教育と一体化した教育実習を行うため、大学の関係機関と協働しながら、基礎

実習及び本実習をスムーズに実施する。 
（4）学籍・文書・成績管理を遺漏なく行う。 
（5）校務システムの更なる改善とともに、新たに導入される出欠席連絡システムの円滑

な運営を図る。 

業務分担 

佐藤 大典（主任）：指導要録管理・成績資料作成・正規時間割・校務システム・内規改訂 
河合 士郎：行事予定作成・短期集中期間 
中川 雅子：履修科目手引き・総合学習評価・シラバス 
金折 典子：教育実習（大学連携・本実習）･教科書事務・各種証明書 
福原 瑞木：教育実習（基礎・卒業生）・副教材管理 
守本 寛治：特別時間割・次年度講座/時間割編成・選択科目登録/選択名簿 
理科（短時間）：定期考査・チャイム 

業務内容及び計画 カテゴリー 評価 
（1）教育課程について 
① 様々な条件に配慮しながら、AB週 65 分 5 限授業の時間割を作成する。 
② 3 学期制に伴う考査期間や考査時間割を適正に設定するとともに、別室受験

の必要な生徒や、未受験者への適切な対応を行う。また、考査に伴う適正な

成績処理についても円滑に行えるよう調整する。 
③ 日常の授業管理を滞りなく行う。自習にせざるを得ない場合の自習監督の配

置を行う。 
④ 3 年生以上の科目選択について履修の手引きを作成し、進路指導部・教科・

担任と連携して適切に説明会を行う。 
⑤ 短期集中期間における各学年の取り組みがスムーズに進められるよう、関係

部署と連携しつつ綿密に調整し、大学と連携して AG を円滑にすすめる。 
⑥ 前期課程における新教育課程の実施に伴い、教育課程委員会などと連携しな

がら、円滑な運営をサポートする。さらに、来年度より始まる後期課程にお

ける新教育課程の準備を進めていく。 

学校運営   

（2）行事予定について 
① 昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止に最大限配慮しつつ、

各学年や各分掌の要望を尊重し、無理のない行事予定を調整・立案する。 
② AB週・曜日毎に授業日数に差のある場合は、学期ごとに適正に調整する。 
③ 4月、10月に面談期間を設定するなど、担任の生徒把握に協力する。 

学校運営   

（3）教育実習について 
① 大学教育と一体化した教育実習を行うため、大学の関係機関と協働しなが

ら、基礎実習および本実習を円滑に運営する。 
② 本校卒業生に対する実習について、従来通り適切に指導・運営する。 

学校運営   

（4）学籍・文書・成績管理について 
① 教科書事務を円滑に行う。 
② シラバス・履修科目選択の手引きを作成し、生徒・保護者に公開する。 
③ 校務システムの更なる改善とともに、新たに導入される出欠席連絡システム

の円滑な運営を図る。 

学校運営   
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2021 生徒指導部 計画 

年度計

画の重

点 

生徒が、よりよい人間関係を形成し、充実した学校生活を送れるように、教職員間及

び関係機関との連携を密にして生徒理解を深め、生徒活動の支援・指導を行う。 

(１)生徒の自治による自主活動を支援し、学校生活の充実を図る。 

(２)生徒が将来のより良き市民として、社会を形成するために必要な規範意識を高め

る。  

(３)いじめ防止の取り組みや安全教育の充実を図り、生徒が安心して学校生活を送る

ことが出来るよう支援する。  

業務分

担 

主任（平田・坂田）、防災・安全(坂田・中村）自転車指導(高森・西)、生徒会指導（高

森、西、中村、大菅、坂田）、学園祭指導（松原、平田、坂田）、クラブ担当（山口・

高森） 

学校運営計画、生徒支援・指導計画、安全及び健康に関する計画 カテゴリー 評価 

(１)生徒の自治による自主活動を支援し、学校生活の充実を図る。 

①生徒会執行委員会には、生徒の自主活動のリーダーであることを意識づ

けるよう促す指導を行い、各部会の活動が円滑に進むよう支援を行う。 

②学園祭運営委員会の活動を組織的に支援し、第 77 回学園祭を滞りなく

実施することに努める。 

③生徒の自主活動としてのクラブを支援するために、活動のルールを確認

し、外部人材の活用を積極的に進める。 

④改正された生徒会会則に則り、生徒の自主活動や選挙実施などに混乱が

生じないよう、適切に支援する。 

生徒指導 

  

(２)生徒が将来のより良き市民として、社会を形成するために必要な規範 

意識を高める。 

①学校生活のルールを遵守させるとともに、公共のルールやマナーの指導

を各学年および外部機関と連携して実施する。 

②生徒理解を重視した生徒支援･指導を行う。特に重点的な支援・指導の

必要な生徒に対して、特別支援教育委員会と連携して、教職員間での情

報共有を図り、適切な対応が取れるように努める。 

③各学年・関係機関と連携して、問題となる事象や行動を未然に防止する

ように、または適切な事後対応ができるように努める。 

生徒指導 

  

(３)いじめ防止の取り組みや安全教育の充実を図り、生徒が安心して学校

生活を送ることが出来るよう支援する。 

① 新感染症に対応して、安全・安心して学校生活を送ることができるよ

うに支援する。 

② 早期の発見と対応を目標に「いじめアンケート」を年 2回実施する。 

③ GIGA スクールにふさわしい情報モラル教育の提供行うと同時に、ス

マートフォン・携帯電話の使用について共通理解を図りながら新たな

ルールづくりを進める。 

④ 通学路の安全確認や交通安全指導を適切に行う。 

⑤ 「学校生活についてのハンドブック」を活用して、学校のルールにつ

いての指導を徹底させる。 

⑥ 登下校指導の強化と同時に校内巡視体制を再検討を行う。 

生徒指導 

  

(1)データのデジタル化などを行い業務の効率化を図る 学校運営   

 



2021 進路指導部 計画 
年度計画

の重点 
 生徒の”well-being”「幸福で充実した人生を送るために必要な，心理的，認知的，社会

的，身体的な働き（functioning）と潜在能力（capabilities）」（OECDによる定義）を育み

未来において伸長していくことを手助けするための支援を行う。保護者に対して、本校の

進路指導方針を説明し、理解を得るよう努める。進路指導部と学年の協力体制を構築し、

担任との積極的連携をベースとした進路指導を展開する。 
(１) ”well-being”に基づいた進路指導を計画・実施する。 
(２) 教員の「キャリア指導力」を高めるために大学の情報を積極的に収集する。 
(３) 奈良女子大学との高大連携をすすめる。 
(４) キャリア教育等において企業等との連携をすすめる。 

業務分担 主任（二田）、高進協（二田）、奨学金（山上・川口）、模擬試験（井浪）、CG（二田・井浪）、

VG（川口・井浪）、ホームページ（二田・大森）、PICASO（二田・藤井）、前期課程（井浪）・

4 年（川口）、6 年（山上・藤井・大森）、調査書（山上・大森・川口）、専門学校・就職（二田） 
学校運営計画・進路指導計画 カテゴリー 評価 

(１)生徒のキャリア意識の形成を重視した進路学習を計画・実施する。 
① ガイダンスや学修成果のアセスメントを実施し、キャリア意識形成を支

援する。 
・VG（3 年～6 年）の実施 
・学修成果の可視化・検証のアセスメントの実施 
・キャリア意識を重視した進路ホームルーム（3～6 年）の実施 

 ② 3 年生において、CG を学年と連携して実施する。 

教育・研究   

(２)進路に関するカウンセリングを充実させる。 
①大学等進学についての進路相談を随時行う。 
②デジタルポートフォリオを試行・利用し進路実現に役立てる。 
③進路指導部・6年担任合同の進路指導会議を実施する。（3回） 

教育・研究   

(３)進路に関する資料を整理し、情報を的確に提供する。 
① 進路情報の収集に努め、生徒に対する提供を適切に行う。 
・大学や予備校等の入試説明会等へ学年と連携して参加する。（10回以上） 

  ・進路関連の情報を web 上に公開し、進路学習で活用する。 
② 新しい調査書の運用を、教務部、学年と連携しながら円滑に行う。 
③ 模擬テストの実施とその結果の活用を行う。 
・校外模試の実施（4 年 3回、5 年 3回、6 年 5回） 
④ 推薦入試・大学入学共通テストの説明会を、5,6 年生対象に実施する。 
⑤ 生徒・保護者への進路指導に関する事業の周知と、情報の提供を行う。 
・4～6 学年 PTA 等で、進路についての説明を行う。 
・夏期補習の日程を調整し、6月を目途に生徒に知らせる。 
⑥ 6 年 HR 教室での進路に関する資料整理を進める。 
⑦ 2021 年以降の新制度入試への改革情報を随時説明会等に出席して収集

し、全教員および生徒・保護者へ周知するための研修会を持つ。 

学校運営   

(４)進路に関する個人情報保護体制を整備する。 
①進路情報の管理を徹底する。 
②模擬テスト等の実施に関し、業者と必要な約定を交わす。 

学校運営   

(５)本学および他の大学と高大連携を推進する。また企業との連携を進める。 
 ①学年と協力して本学との「PICASO」を円滑に進める。 
 ②各大学等や業者との入試に関する連携を進める。 
 ③企業等とキャリア教育等での連携を進める。 

教育・研究   

 



 

2021 年度・研究部計画 

年度計画

の重点 

(1) 学校経営委員会、WGs、各教科、学年などと連携し、新カリキュラムの検討、PICASO

運営の推進を行う。そのための教員研修などの充実を図る。 

(2) ユネスコ・スクールおよび SSH のネットワークを中核として、グローバル教育をめざ

し、国際交流事業の企画・運営・広報およびその体系化を図る。 

(3) 第４期 SSH研究開発の諸事業を推進し、成果の発表を行う。 

(4) 奈良女子大学と連携して、全国的な教育研究・教員研修拠点校として、また本校教員

の研究活動を生かした公開研究会のあり方について、再検討を進める。 

業務分担 主任（神徳）、SSH 主任(藤野)、公開研究会（神徳・松浦・藤野）、教員研修（神徳、井上）  

人権教育（神徳・大内）、紀要（神徳）、留学生対応・留学案内（井上・田中・増井） 

高大連携（神徳・藤野）、SSH・理数教育担当（藤野・松浦・増井） 

科研費（松浦）、国際交流事業（神徳・井上・田中）、研究会案内（増井） 

業務内容及び計画（予定） カテゴリー 評価 

(1) 学校経営委員会・各教科と連携し、第４期 SSH研究の企画・運営を行い、

諸事業を推進する。 

① 「飛躍知」育成に資する探究活動についてのカリキュラム研究を行う。 

② イノベーター・キャンプの企画・実施を行う。 

③ 各事業の評価・検討と SSH 指定二年次としての総括を行う。 

(2) ユネスコ・スクールおよび SSH のネットワークを中核として、グローバル

教育をめざし、国際交流事業の体系化を図る。 

① 国際交流・学校訪問の企画運営、参加支援を行う。特に AYF2021 参加

にあたってはオンラインを活用した国際交流のあり方を研究する。 

② インターアクトクラブの企画、運営、参加支援を行う。 

③ SSH 国際連携事業の企画運営、参加支援を行う。 

④ トビタテ留学ジャパンを主とした留学情報の有効な広報システムを検

討し、実施する。国際交流リーフレットを発行する。 

(3) AG 部門員や各教科と協力して、JST さくらサイエンスプランの支援を受け

た科学技術ワークショップ Nara Sakura Science Campの企画運営を行う。 

学習指導 

  

(4) 奈良女子大学と連携して、全国的な教育研究・教員研修拠点校として、ま

た本校教員の研究活動を活性化できる公開研究会の企画・運営を行う。 

(5) 教育課程委員会と連携し、新カリキュラムの実装化・巧緻化を推進する。 

(6) 学校経営委員・教育課程委員会と協力し、新カリキュラムに関する教員研

修を充実させる。 

(7) 「特別の教科 道徳」や人権教育の実施・検証を行いながら、本校のシチ

ズンシップ育成の促進を図る。 

(8) SSH、WWL指定校を中心に、研究先進校の視察を行う。 

(9) 『研究紀要』の充実を図り、学校 HP を活用した教育研究の発信を模索す

る。 

(10) 学校 HP を活用して、生徒の学習成果アーカイブ（動画・論文など）を広

く発信できるような方法を構想する。 

 

 

 

 

学校運営 

 

 

 

 

  

(11) 大学・教育システム研究開発センターとの連携業務を行う 

① 奈良女子大学教員と連携しつつ、本校のリベラルアーツ教育研究・実

践をはじめとした各教員の研究活動の充実を図る。 

② 「アンケート規定」にもとづき、奈良女子大学を中心に外部アンケー

トの実施・処理を行うとともに、その成果の本校への還元を図る。 

 

大学連携 

  

備  考 カテゴリー 評価 

   



 

2021 健康環境部 
年度計画

の重点 

生徒が心身共に健康で安全な学校生活を過ごせるように、学校環境を整備するとともに保健

指導を充実させる。 

(1) 日常の保健指導を充実させる。 

(2) 特別な支援を必要とする生徒への対応を充実させる。 

(3) 日常の清掃及び消毒を充実徹底させ、校内生活環境を整備する。 

(4) 生活委員会の活動を支援し、校内美化を促進する。 

(5) 校内研修会を充実させる。 

業務分担 主任(林雅子)、保健主事（林）、保健室業務・生徒相談（加島ゆう子、林）、清掃（永曽義子）、

環境整備（落葉典雄）、生活部指導（永曽、落葉） 

業務内容及び計画（予定） カテゴリー 評価 

(1) 日常の保健指導を充実させる。 

① 定期健康診断の計画及び実施とその事後指導・保健統計を感染症対策と個

人情報に留意しながら行う。 

② 保健管理及び保健指導を行う。 

③ 感染症の動向に留意し、感染拡大防止に努める。 

④ 学校保健委員会を年1回開催する。 

⑤ 「日本スポーツ振興センター」への請求事務を行う。 

⑥ 学校薬剤師による環境衛生検査（プール及び飲料水の水質検査、教室空気

検査、照度検査、ダニ検査）を行う。 

学校運営 

生徒指導 

  

(2) 特別な支援を必要とする生徒への対応を充実させる。 

① 保健室、担任・学年及び関係教員、スクールカウンセラー、スクールアド

バイザー、本校及び附属学校部特別支援教育コーディネーター、スクール

サポーター、そして、外部の関係機関との連携を密に行い、一人一人に応

じた支援を行う。 

② スクールカウンセラーによる生徒相談を週1回定期的に行う。 

③ 本学大学院の公認心理師資格取得に関わる学外実習の場として開設される

「ほっとるーむ」への支援や連絡調整を行う。 

学校運営 

大学連携 

  

(3) 日常の清掃を充実させ、校内生活環境を整備する。 

① 校内の清掃を徹底させる。 

・清掃監督を割り当て、日常の清掃を徹底させる。 

・モップや掃除機など、各清掃場所に適した清掃用具を充実させる。 

・ゴミ置き場を効果的に利用し、ゴミ分別を徹底させる。 

・教室・廊下のワックスがけを実施する。 

  ② 消毒、換気、手洗い等の感染症対策を徹底させる。 

③ 加湿器・扇風機の清掃と管理を行う。 

学校運営 

生徒指導 

 

 

 

 

  

(4) 生活委員会の活動を支援し、校内の美化を促進する。 

   ・生活委員会による清掃用具の点検や改善箇所の点検・改修を実施する。 

   ・生活委員会の清掃活動計画・校内美化活動を支援する。 

生徒指導 

 

 

  

(5)校内研修会を充実させる。 

・AEDを用いた心肺蘇生法の研修を行う。 

・心身の健康に関する研修を生徒指導部・研究部と連携し行う。 

学校運営   

その他の計画  評価 

・専門業者によるトイレ清掃の実施を検討する。 

・廃棄ゴミについて全校的視野から検討する。 

 

   



2021 図書情報部 計画 

年度計画

の重点 

高度情報化社会における新たなシティズンシップ育成をめざし、図書と ICT 機器を有効に活用

する教育基盤を整える。図書部と情報部の連携を密にし、協働に努める。 

（1）図書室の日常業務を遂行し、利用の推進を図る。 

（2）図書室を学習・情報センターとして、学習支援を行う。 

（3）図書委員を支援し、読書活動および図書室活動を充実させる。 

（4）GIGA スクール構想にもとづく ICT 教育の推進のための環境を整備する。 

（5）情報に関する規定の整備と運用を適正に行う。 

（6）教職員の情報に関するスキルやリテラシーの向上を図る。 

（7）ホームページの運用に協力する。 

業務分担 
主任（荒木ユミ）、図書（秋山啓子、荒木ユミ、向井美穂） 

情報（笠井智代、石賀勇樹、吉川裕之、藪内正幸） 

学校運営計画・学習指導計画 カテゴリー 評価 

(１)図書室の日常業務を遂行し、利用の推進を図る。 

① 書架と書庫を整備し、蔵書の効率的な利用と、蔵書更新の円滑化を図る。 

② 図書室の利用についての基本的なマナーを守るよう指導する。 

③ 図書室を地域社会に開放する方法を模索する。 

学校運営 

 

  

(２)図書室を学習・情報センターとして、学習支援を行う。 

① カリキュラムおよび授業に関連して、公立図書館との連携を図り、学習

を支援する。 

② 大学の学術情報センターと連携を図り、生徒の学習をサポートする。 

授業に生かせる書籍を備えるべく、教員からのリクエストを促す。 

教育・研究 

 

 

  

(３)図書委員を支援し、読書活動および図書室活動を充実させる。 

① 年 5回の読書タイムを、生徒とともに工夫をして実施する。 

② 読書週間に合わせ、第 10 回ブックトークコンサートを企画、実施する。 

③ 新着図書案内を適宜掲示し、ライブラリー内においても随時図書の              

展示紹介を行う。                           

④ 年 10 回、図書だより『言の葉』を図書委員と協力して発行する。 

⑤ 図書館見学や研修を通して、よりよい学校図書館作りをめざす。 

⑥ 全附連図書館分科会の運営に貢献する。 

教育・研究 

 

 

 

 

 

 

  

(４) GIGA スクール構想にもとづく ICT 教育推進のための環境を整備する。 

① 前期課程生の一人一台端末体制の運用をサポートする。 

② GIGA スクール構想の実践にあたり、校内ネットワーク体制の整備と強化

を進める。 

③ Google Classroom、Microsoft365等の生徒アカウント管理を、奈良県教

育委員会・本学学術情報センター・教務部等と連携しながら行う。 

④ PC 教室の適切な運用をサポートする。 

⑤ 教室常設 ICT 機器の活用を推進し、管理・サポートを行う。 

⑥ 機器の管理規則を周知し、貸し出し等の日常業務を行う。 

学校運営 

 

 

 

 

 

  

(５) 情報に関する規定の整備と運用を適正に行う。 

① 情報管理およびネットワーク利用規程を教員・生徒に周知徹底する。 

② 課外活動での PC やネットワーク利用を、規定遵守させつつ支援する。 

教育・研究 

 

  

(６) 教職員や生徒の情報に関するスキルやリテラシーの向上を図る。 

① 授業やグループワークにおける iPad、Chromebookの活用等、ICTの利用

促進の取り組みをサポートする。 

② ICT の教育利用に関する任意研修を行う。 

教育・研究 

 

  

(７) 学校ホームページの作成と運用に協力する。 

   ① ホームページの更新について、担当教員への研修を行う。 

  ② ホームページの更新、運用を支援する。 

学校運営   

備   考    

 

 



 

2021 事業広報部       

 

年度計画

の重点 

事業広報部の業務は、広報活動が経営課題となる中でつくられてきた。ここ数年、業務

の再構築をすすめてきたが、全体を俯瞰してみれば、業務そのものの持続可能性が問いな

おされる事態に直面している。そのため、今年度は、通常業務を円滑に進めつつ、一方で

今後の業務のあり方を問い直し統一的に実現することを重点課題とする。具体的には以下

の 4点となる。 

(1) 本校主催のオープンスクール、説明会等を実施・協力する。 

(2) 教育環境を充実させるために、PTA活動・保護者ボランティアとの連携・協力をすす

めていく。 

(3) 教育活動を様々な面で支える同窓会・生協と連携し、教育環境の充実を図る。 

(4) 事業広報部が担うべき仕事を精選し、業務全体の再構築をすすめる。 

業務分担 
主任（横）、オープンスクール･説明会（横・鮫島・塩川）、PTA［総務/教養部･広報部］（金

沢・桜井）、生協・同窓会(横)、学校ボランティア（塩川） 

業務内容及び計画（予定） カテゴリー 評価 

(1) 本校主催のオープンスクール、説明会等を実施・協力する。 

①「働き方改革」と学習観の転換を踏まえて刷新したオープンスクールの

成果を活かして、コロナ禍に対応したかたちで実施する（7/17土）。 

② 説明会の実施にあたり、担当主幹教諭と協力しながら業務を行う。 

・塾対象学校説明会（6/3木の午前）・入学適性検査説明会（10/9土,10/23土） 

学校運営 

 

 

 

 

 

 

(2) 教育環境を充実させるために、PTA活動・保護者ボランティアとの連

携・協力をすすめていく。 

① PTA教育後援会総会(4/23金)、PTA役員会及び代表者会議（年５回）、PTA

教育懇談会の実施の協力をする。 

② PTA教養部行事（年2回） 

③ PTA広報誌「野火」第120,121,122号発行 

④ PTA活動と連携した事業の可能性を検討する。 

⑤ 学校ボランティアと連携して、オープンスクールの運営等を行う。 

 

学校運営 

 
  

(3) 教育活動を様々な面で支える同窓会・生協と連携し、教育環境の充実

を図る。 

① 同窓会活動への協力 

② 生協事業への協力 

 

社会貢献 

学校運営 
  

(4) 事業広報部が担うべき仕事を精選し、業務全体の再構築をすすめる。 

① 生協の幹事として、生協事業に協力する。 

② 保護者ボランティアの募集方法について見直しを図る。 

③ 分掌としての業務内容について、管理職及び関係部署との意見交換・調

整を行う。 

 

学校運営   

備考： 2020年度に続き、コロナウイルスの影響で密になること対面になることを避けるため、保護者

や附属小学校に対して、授業参観は実施しないことにした。 



2021 １年 計画 

年度計画の重点 

 本校での学校生活を円滑に開始し、何事においても想像力を働かせて行動し、

安心して学校生活を送ることができるよう、次のことに配慮する。 

(１)新しい環境・学校生活に速やかに適応できるよう、必要な援助をする。 

(２)基礎学力の定着を図るとともに、協働的な学習集団づくりに努める。 

(３)各種行事やＨＲ活動などを通じて仲間づくりを進める。 

学習指導 

生徒指導 

【シティズンシップ育成目標】 

仲間づくりを通して他者を尊重できる学年集団を形成する。 

業務分担 

主任(松浦紀之)、クラス担任(Ａ守本寛治、Ｂ大菅暢子、Ｃ吉川裕之)  

ホームルーム(守本、吉川)、道徳(大菅)、ＰＴＡ(松浦)、人権教育(松浦) 

生徒指導(大菅)、一泊行事(吉川、松浦)、学習指導(大菅、横)、探究入門Ⅰ(大菅、松浦、守

本、吉川、荒木)、副担任(荒木ユミ、横弥直浩、河合士郎)、会計(河合) 

学習指導計画 評価 

(１)授業に取り組むための、こころとからだの姿勢について注意深く指導する。 

(２)家庭での学習習慣を確立できるよう指導する。 

(３)「探究入門Ⅰ」「自己探究」にスムーズに取り組むことができるよう、学年として取り組む。 

(４)定期考査前や長期休業期間に学習補充期間をとり、基礎学力の向上に取り組む。 

(５)個性を尊重し、主に利己心と利他心の理解と相克をモチーフとした道徳の授業を行う。 

  

生徒指導計画 評価 

(１)時間を守る、適切な挨拶、清掃の徹底など、集団生活のルールについて指導するとともに、学

校生活および社会生活における「マナー（市民としての作法）」向上への動機づけを育む。 

(２)遅刻や提出物の遅れなどに対して、生徒の特性等に配慮しながら重点的な指導を行う。 

(３)スマートフォン使用のルールやマナーなどについて、家庭と学校が連携して生徒とともに考え

る取り組みを行う。 

(４)特別な支援を要する生徒には、養護教諭やスクールカウンセラーと緊密に連携して対応する。 

(５)ＨＲ活動や課外活動などを通じて仲間づくりを進める。 

  

行事・ＨＲ計画 評価 

(１)一泊行事では新たな集団における仲間との出会いや協働の場として、仲間づくりを進める。 

(２)ＨＲ・道徳では、他者理解や正しい自己肯定感を育て、よりよいコミュニケーションを取るこ

とができる態度や能力を育成する。 

(３)学園祭では、クラス発表を通じて連帯感を深める。 

(４)人権ＨＲでは仲間づくりを通した「他者理解」や、情報モラルを中心とした「モラルの向上」

についての認識を深める。 

  

その他の計画 評価 

(１)保護者との懇談や学年 PTAを年 4 回以上もち、保護者との意思疎通に配慮する。  

(２)授業等を保護者に公開し、学校や授業に対する理解を得る。 

(３)カウンセリングマインドを重視して、教育相談窓口を学年内に開き、保護者との連携をはかる。 

(４)学年会議を年間 30回開催して学年内での情報交換を密に行い、連携のとれた指導を実施する。

また、月 1回程度、養護教諭に参加を依頼し、必要な情報を共有する。 

(５)教科担当者会議を年間 2回開催し、教科担当者との情報共有を十分に行う。 

(６)附属小学校との連絡会を年 1回以上開催し、情報交換を行う。 

  



2021 ２年 計画 

年度計画の重点 

基本的な学習習慣と探究する姿勢・態度を定着させるとともに、自主的・自発

的にＨＲ活動や課外活動に取り組むことができるよう支援し、リーダーシップ

を発揮できる生徒を育成できるよう、以下のことに配慮する。 

(１)学習環境や学習集団の整備を行い、基礎学力の定着を図る。 

(２)ＨＲ活動や道徳、課外活動を通じて、自己の確立と他者理解を目指す。 

(３)各種行事やＨＲ活動などを通じて、生徒の主体性を育成する。 

学習指導 

生徒指導 

【シティズンシップ育成目標】 

協働性の精神や作法についての理解を深めると共に、自己肯定感を育む。 

業務分担 

主任（中村博之）、学級担任（Ａ；西美春、Ｂ；櫻井昭、Ｃ；福原瑞木）、副担任（佐藤大典、

田中一代、坂田博信）、ホームルーム（西・福原）、ＰＴＡ（櫻井）、道徳（中村・西）、 

生徒指導(中村)、学習指導(櫻井)、GIGA スクールワーキング（福原） 

探究入門Ⅱ（中村、西、櫻井、福原、佐藤）、学年会計（田中） 

学習指導計画 評価 

(１)授業に取り組む姿勢が定着するように指導する。 

(２)家庭での学習習慣を定着させるよう指導する。 

(３)探究活動を通して「ともに学び」「探究する」姿勢を育成する。  

(４)定期考査前や長期休業期間に学習補充期間をとり、基礎学力の定着に取り組む。 

(５)個性を尊重し、違いを受容する集団形成とモラル向上を意識した道徳の授業を展開する。 

  

生徒指導計画 評価 

(１)時間の厳守、挨拶の励行、清掃の徹底など、集団生活のルールについて指導するとともに、学

校生活および社会生活における各種マナーの向上を図る。 

(２)諸活動を通して、学年集団におけるリーダーシップ、フォロワーシップを意識させる。 

(３)遅刻や提出物の遅れなどに対する指導を重点的に行う。 

(４)携帯電話・スマートフォン使用のルールやマナーなどについて、家庭と学校が連携して生徒と

ともに考える取り組みを行う。 

(５)特別な支援を要する生徒には、養護教諭やスクールカウンセラーとの連携のもと対応する。 

  

行事・ＨＲ計画 評価 

(１)ＨＲ・道徳の取り組みを通じて、他者理解を深め、他者を受容する姿勢・態度を涵養する。 

(２)学年行事をＨＲ委員会や有志生徒を中心に計画・実施させ、生徒一人一人が主体的に行事に取

り組むために必要な素養を育成する。 

(３)学園祭では、クラス発表を通じて連帯感を深め、課題解決能力や表現力を育成する。 

(４)２年生という発達段階に応じた道徳の教材研究に取り組み、教材の開発・精選をおこなう。 

  

その他の計画 評価 

(１)保護者との懇談や学年ＰＴＡ懇談会を年 4 回以上開催して、保護者との意思疎通に努める。 

(２)保護者・生徒に対しては、学年通信の発行や学年集会の開催などを通じて、情報の公開を適切

に行い、学年や授業の方針に対する共通理解を得るよう努める。 

(３)学年会議を年 30 回程度開催して学年内で緊密に情報を共有し、連携した指導を実施する。ま

た、養護教諭にも参加してもらい、保健室と学年との支援方法について連携をはかる。 

(４)教科担当者会を年 2回開催し、生徒の学習態度等について教科担当者と情報を共有する。 

  

 



2021 ３年 計画 

年度計画の重点 

「多様性」と「想像力」をテーマに、主体的に探究する学習姿勢を涵養すると

ともに、学校行事や課外の活動を通じて、自らの視野を広げ、集団や社会におけ

る自分の役割を認識して行動できる生徒の育成を目指し、次のことに配慮する。 

(１)主体的かつ探究的な学習により、基礎学力と学びの活用能力を育成する。 

(２)ＨＲ活動や道徳、課外活動を通じて、自己の確立と他者理解を目指す。 

(３)各種行事やＨＲ活動などを通じて生徒の主体性を育成する。 

学習指導 

生徒指導 

【シティズンシップ育成目標】 

社会や集団との関わりにおいて自らの在り方を捉え、他者の受容と自己肯定感

を育み、豊かな未来社会の創出に寄与する能力を育成する。 

業務分担 

主任（落葉典雄）、クラス担任（Ａ髙森智子、Ｂ井浪真吾、Ｃ中川雅子）、 

副担任（金沢節子、金折典子、嘉屋＠＠）、ホームルーム（中川・髙森）、ＰＴＡ（髙森）、 

人権教育(井浪)、道徳（落葉）、スキー（中川）、生徒指導（落葉）、学習指導(井浪)、 

ＣＧⅠ（井浪）学年会計（＠＠）GIGAWG（井浪・髙森） 

学習指導計画 評価 

(１)授業に取り組む主体的な姿勢と家庭での学習習慣を定着できるように指導する。 

(２)対話や議論を尊重し、協働して探究する学習集団を形成する。 

(３)基礎学力の定着に取り組みつつ、多様な学習の場を提供し、生徒の学習活動を支援する。 

(４)ＳＤＧｓを意識して世界の諸問題に目を向ける教材を使った学習を通して、個性の尊重、違い

を受容する集団形成とモラル向上なども実現できる道徳の授業をめざす。 

  

生徒指導計画 評価 

(１)時間の厳守、挨拶の励行、清掃の徹底など、集団生活のルールについて指導するとともに、 

自律的な行動を心がけ、遅刻や提出物の遅れなどに対する指導を重点的に行う。 

(２)前期課程最高学年としてリーダーシップ、フォロワーシップを意識させる。 

(３) 自己肯定感を充実させるとともに、他者の理解と寛容を育み、より広い視野とともに社会と自

己とのかかわりを考えられるようにする。 

(４)一人一台ＰＣ必携化に合わせ、スマートフォンやＰＣ等使用のルールやマナーなどについて、

家庭と学校が連携して生徒とともに考える取り組みを行う。 

(５)特別な支援を要する生徒には、養護教諭やスクールカウンセラーとの連携のもと対応する。 

  

行事・ＨＲ計画 評価 

(１)ＨＲ・道徳の取り組みを通じて、他者理解を深め、他者を受容する姿勢・態度を涵養する。 

(２)生徒会活動などを通し、前期課程あるいは学校全体をリードする意識を育み、問題解決能力を

向上させる。 

(３) 学園祭では、学年の発表団体の発表内容を充実させるとともに、実行部など全体にも参画・貢

献できる能力を育成する。 

  

その他の計画 評価 

(１)保護者との懇談や学年ＰＴＡを年 4 回以上もち、保護者との意思疎通に配慮する。 

(２)授業等を保護者に公開し、学校や授業に対する理解を得る。 

(３)教育相談の窓口を学年内に開き、保護者との連携を試みる。 

(４)学年会議を年間 30回開催して学年内での情報交換を密に行い、連携のとれた指導を実施する。

また、養護教諭に参加してもらい、必要な情報を共有する。 

(５)教科担当者会議を年間 2回開催し、教科担当者との情報交換も密にする。 

  

 



2021 4 年 計画 

年度計画の重点 

後期課程生としての自覚を持ち、視野を広げつつ、自ら考える姿勢を涵養す

る。また、自主的・自発的に課外活動に取り組むことができるよう支援する。 

(1)主体的な学習により幅広い学力と深い思考力を身につけると共に、協働し

て探究的な学びを展開できるように支援する。 

(2)自らの進路について考え、情報を収集するための指導を行う。 

(3)HR 活動や課外活動を通じて、リーダーシップやフォロワーシップを発揮

する生徒を育成し、自主的活動の支援を行うことにより市民性を涵養する。 

学習指導 

生徒指導 

業務分担 

主任（川口慎二）、クラス担任（Ａ美術、Ｂ山口琢士、Ｃ井上真唯也） 

HR（山口・井上）、代替行事（山口・川口）、修学旅行（美術・山口）、PTA（川口）、 

学習指導（井上）、生徒指導（川口）、進路指導（井上）、人権教育（美術）、 

副担任（永曽、神徳）、学年会計（永曽） 

学習指導計画 評価 

(1)授業を学習の中心に据え、粘り強く学習や探究活動に取り組むよう指導する。 

(2)対話を重視し、学び合い、高め合う学習集団の形成をすすめる。 

(3)定期的に学習補充期間をとったり、オンラインでの学習補充を実施したりして、学力の向上に取

り組む。 

(4)適性検査、模試、VG、AG などを活用し、進路指導部と連携をとりつつキャリア教育を行う。 

(5)SSH・国際交流をはじめとする課外の学習プログラムへの積極的な参加を促し、自らの見識を

ひろげる一助となるよう支援する。  

  

生徒指導計画 評価 

(1)時間の厳守、持ち物の管理、清掃の徹底など、集団生活のルールを指導する。 

(2)自ら深く思考し、他者と対話することを通して、創造的に活動できる集団づくりを行う。 

(3)必要に応じて、保護者・特別支援教育委員会・養護教諭・スクールカウンセラー等と連携を図り

つつ、特別な配慮を必要とする生徒への適切な支援を実施する。 

  

行事・ＨＲ計画 評価 

(1)HR の取り組みを通じて、主体性のある学年集団の形成を目指すとともに、自己との関わりの中

で「他者」、「社会」、「人権」について考えていく力を育てる。 

(2)学園祭では、学年発表の充実とともに、学園祭全体に貢献できる力を育成する。 

(3)修学旅行の実施に向けて自由・自主・自立の精神に立脚した、企画力、協働性、運営力の育成と

向上を図ると共に事前学習に取り組む。  

(4)代替行事、学園祭、修学旅行などを通じリーダーシップやフォロワーシップの育成を図る。 

(5)社会におけるさまざまな人々とのつながりや多様な学びへの挑戦を支援する。 

  

その他の計画 評価 

(1)保護者懇談や学年 PTA を年 3回以上開催し、保護者と教員および保護者相互の関係を深める。 

(2)学年会を年間 30回以上開いて学年内での情報交換を密に行うとともに、月 1回程度、養護教諭

等との情報交換を実施し、連携のとれた指導を実施する。 

(3)養護教諭やスクールカウンセラー等と必要に応じて連携しつつ、特別な支援を必要とする生徒へ

の対応をおこなう。 

(4)教科担当者会を年間 2 回以上開き、教科担当者との情報交換も密にし、きめ細かな指導ができ

るようにする。 

  

 



 

 

2021 ５ 年 計画 

 

年度計画の重点 

５年生としての自覚を明確に持ち、個の確立とともに、お互いを高

め合える学年集団になるよう支援する。 

(1) 深い学びを楽しみながら、個に応じた進路実現に向けて学力の

定着を図る。 

(2) 自らと他者を大切にし、創造的に機能する集団づくりを行う。 

(3) 価値の創造が可能な特別活動を支援する。 

学習指導 

生徒指導 

業務分担 

主任（笠井 智代）、学級担任（A 大内淳也・B 松原俊二・C 石賀勇樹） 

副担任（秋山・増井）、PICASO（笠井）、生徒指導（笠井・大内）、HR（石賀・大

内）、PTA（松原）、人権教育（松原）、進路（松原） 

修学旅行（大内・石賀）、会計（秋山） 

学習指導計画 評価 

(1) 毎日の授業を大切にし、自ら粘り強く学習に取り組むことで、多方面に対応でき

る確かな学力が身につくよう指導する。 

(2) 自らの興味関心や適性をふまえつつ、将来を見据えた 6年次の科目選択ができる

よう指導する。 

(3) 模試、校内進路講演会に加え、アカデミックガイダンス等の機会を活用し、進路

指導部と連携を取りながら適切な進路指導を行なう。 

(4) SSH・国際交流･その他研究活動など、課外の学習プログラムへの参加と、個に応

じた自己実現と将来への模索を支援する。 

  

生徒指導計画 評価 

(1) 時間の厳守、持ち物の管理、清掃の徹底など、健全な集団生活を保証する。 

(2) 互いを理解し、支え合う集団づくりをめざす。 

(3) 自らよく考えて行動するとともに、他者との対話を通じて、さらに豊かに考えて

実践できるようにする。 

(4) 必要に応じて、保護者・養護教諭・スクールサポーター・カウンセラー・特別支

援教育委員会等と連携を図り、必要とする生徒への適切な支援を実施する。 

  

行事・ＨＲ計画 評価 

(1) 修学旅行の実施に向けて、自由・自主・自立に立脚した、企画力・協働力・運営

力の育成向上を図る。 

(2) 生徒会活動などの自治活動や諸行事に多数の生徒の参画を促す。 

(3) 学園祭では、運営の主体となり、学園祭全体に貢献できる力を育てる。 

(4) 社会で様々な活動に取り組む人々や他校の高校生と繋がり、講演会や活動を通じ

て、多様な学びをデザインする。 

(5) HR の取り組み、主権者教育プログラムの実施を通じて、「自己」と「集団」「社

会」との関わりについて思索させ、自立的な主権者に育つことを支援する。 

  

その他の計画 評価 

(1) 保護者との懇談や学年 PTA を年 4 回以上実施し、保護者と教員および保護者相

互の関係を深める。 

(2) 学年会議を年間 25 回以上行って学年内での情報交換を密に行い、連携のとれた

指導を実施する。 

(3) 教科担当者会議を年間 2回以上開催し、教科担当者との情報交換を密にし、きめ

細やかな指導を図る。 

  

 
 



2021 ６ 年 計画 

年度計画の重点 

最高学年として、バランスの取れた個人の人格形成と互いに高め

あえる学年集団をめざす。 

（１） 卒業後の進路について必要な助言や指導を行い、それぞれ

の自己実現のサポートをする。 

（２） 生徒一人ひとりが、自分の将来の生き方への関心を深め、

その生き方を実現できるように計画的、組織的に指導・援

助する。 

（３） 基本的な生活習慣を確立し、学習能力の向上をはかる。 

学習指導 

生徒指導 

業務分担 

主任（塩川 史）、学級担任（Ａ大森 雄一朗・Ｂ山上 成美・Ｃ藤井 正太・Ｄ塩川） 

副担任（鮫島 京一・藤野 智美・二田 貴広）、会計（藤野）、生徒指導委員（塩川）、

HR（藤井）、PICASO（藤井、二田）PTA（塩川）、人権教育（山上・鮫島）、進路（山

上、二田）、卒業アルバム（大森・藤井）、卒業式（塩川） 
学習指導計画 評価 

（１） 日々の授業でともに学ぶことを大切にするとともに、自主的自律的学習習慣を

身につけるために支援する。 

（２） 成績不振者や特別な支援が必要な生徒に対して、自己実現に資する学力の定着

のために支援する。 

（３） 卒業後の進路選択に必要な学力の習得のために、各教科担当教員と連携をはか

る。個々の生徒の学力に応じた学習支援を行い、多様な進路を保証する。 

  

生徒指導計画 評価 

（１） 自らよく考えて行動するとともに、他者との対話を通じて、さらに豊かに考え

て実践できるように支援する。 

（２） 学校生活を大切にし、生活リズムの乱れの防止に努める。 

（３） 精神的に不安定になる生徒については、必要に応じて、保護者・養護教諭・ス

クールカウンセラー・特別支援教育委員会等と連携を図って対応する。 

（４） 個々の生徒の多様な問題について、早期に柔軟な対応をする。 

  

行事・ＨＲ計画 評価 

（１） 生徒の自主性・自発性を尊重するＨＲの企画と運営をする。 

（２） 諸行事への参画を促し、活発で有意義な学校生活を送らせる。 

（３） HR・NIE の取り組み、主権者教育プログラムの実施を通じて、社会に関心を

持ち、社会参画が可能な自律的な主権者に育つよう支援する。 

  

その他の計画 評価 

（１） 年間 25回以上の学年会議を行い担任間の連絡を密にして情報共有に努める。 

（２） 養護教諭、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー、スクール

サポーターおよび副担任の協力も得て生徒の成長をサポートする。 

（３） 担任は、保護者・生徒との面談を年 2回実施する。 

（４） 学年 PTAおよび保護者懇談会を年 2回以上計画し、保護者との連携をはかる。 

（５） 教科担当者会議を年間 1回計画し、教科担当者との連携を密にし、効果的な指

導をはかる。 

（６） 進路指導部との合同会議を年間 3回以上開き、連携を充実させる。 

  

備  考 評価 

    特になし  

 
 



2021 国語科 計画 

年度計画の重

点 

リベラルアーツの理念の下に、中等教育段階における言語教育でも「21

世紀の教養」の定義づけをおこない、その育成と定着に有効な教育メ

ソッドを開発し、実践事例を公開する。 

教育・研究 

業務分担 主任（神徳圭二）、PICASO 係（二田貴広、荒木ユミ）、研究開発・カリキュラム教

科代表（二田）、予算（西美春）、教育実習（金沢節子）、会計（荒木、井浪真吾） 

研究開発計画 評価 

(１)ICT 活用下での言語表現能力の育成を目的とした新たな教育メソッドを開発し、実

践事例を発表する。 

(２)第 4 次産業革命下での新たなリテラシーの育成のために、国語科における STEM 教

育の可能性を追求した教育メソッドを開発し、実践事例を公開する。 

(３)新指導要領や共通テスト、多様化する総合型選抜・学校選抜型入試に必要な表現力

をつけるためのカリキュラム研究及び授業研究をおこなう。 

 

 

 

 

 

学習指導計画 評価 

(１)１・２年基礎学力の定着  

①１・２年においては、基礎的な語彙学習・読解学習の中で、他者やテキストと対話 

する姿勢を養いつつ、生きて働く言語能力を身につける。 

②２年「探究入門」において、メディア関係者や ICT 関連企業と連携して、メディア・

リテラシーの育成向上とグローバル・コンピテンシーを展望した協働的活動とを通

じた「21世紀の学力」の育成・向上を目的とする教育メソッドや国語科における STEM

教育カリキュラムを開発、実践しその教育的意義を検証する。また、外部の専門家

を講師・助言者・共同研究者として招聘し、研究を進めるとともに外部評価を得る。 

 (２)３・４年基礎学力の充実 ①中学と高校の学習内容の接続、及び探究学習との接

続を可能とする学習指導を実践して、その有効性を検証する。 

②中学年において古典文法の基礎の習得を図り高学年における古文の幅広く深い読

解力を養う基盤を養成する。現代日本語の基礎となっている漢文訓読文に慣れる。 

(３)５・６年実践的学力の拡充 ①現代文においては、さまざまなテキストから他の文 

章に適応できる「読みの方法」を習得する。また、その「読み」を踏まえ、自己の 

意見を構築し、表現、主張する力を育成する。 

②古典では、古文読解力の育成を通じて古人のものの見方や考え方を捉え、それらの

知見をもとに人生の諸課題を考える。漢文を学ぶことの今日的意義を意識しつつ、

日本人に影響を与えた中国文化を理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備品整備計画 評価 

（１）学習指導力向上に役立つ書籍や資料を購入し、教育研究や授業実践に活用する。 

（２）メディアの表現に関わる教材や資料を購入し、教育研究や授業実践に活用する。 

（３）STEM教育に必要な機器等を購入し、講師を招聘するなどして教育研究を行う。 

 

 

 

 

その他の計画 評価 

（１）上記計画について全国規模の学会・研究発表会、学会誌等に発表する。 

（２）奈良女子大学で担当している教職科目「教材内容論」「教職実践演習」の内容を

充実させるため、教科内での情報交換や研修の機会を持つ。 

  

備  考 評価 

 



2021 社会科（計画） 

年度計画の重点 １．「主体的・対話的で深い学び」を追及する授業方法、教材内容等に

ついての研究を進める。 

２．新カリキュラムを円滑な運用、検証および研究を進める。 

３．「GIGA スクール構想」のもと、端末必携化に対応した授業方法につ

いて研究を進める。 

学習指導 

業務分担 主任（藤井 正太）、カリキュラム代表（笠井 智代）、PICASO（笠井） 

予算・会計（鮫島 京一） 

研究開発計画 評価 

(1)前期課程新カリキュラムを円滑に運用するとともに、その検証と後期課程新カリキュラ

ムの研究開発を教育課程委員会と連携して行う。 

(2)大学で担当する教職課程科目（中等教科教育法および教職実践演習）に関して、実際に

担当する場合に必要となる研究や情報収集を適切に行う。 

(3)高大接続プログラムの研究開発に関わって、PICASO コース生徒に対する研究助言・指導

を行う。 

 

 

 

 

 

学習指導計画 評価 

(1) 導入期教育（1～2 年生）の充実 

①地理的分野を中心として、１年一泊行事と関連させた授業を実施する。 

②調査学習や発表活動を充実させるために、65 分授業の枠組みを効果的に使う。 

③歴史的分野において、「歴史総合」につながる世界史的視点を重視した学習を進める。 

④生徒各自が所持する端末を積極的に活用した学習を行う。 

⑤探究入門Ⅰ・Ⅱについて、学年と連携しながらコーディネーター業務を行う。 

(2) 中学年（3～4年）における実践的力量の形成 

①3 年「歴史総合」において、「現代史」の蓄積をふまえ、日本史･世界史の枠を超え現代

の諸課題につながるテーマを設定し、生徒が主体的に活動する授業を実践する。 

②「現代社会」において、これまで行ってきた法教育・財政教育の実践を整理し、「公共」

のカリキュラム研究をすすめる。 

③「地理総合」の新設に向けて、県と連携してカリキュラム開発をすすめる。 

(3)高学年（5～6年）における学習内容の充実・指導の徹底 

①授業担当者は、進路・学習相談として、複数日のオフィスアワーを設定する。 

②倫理・政経において、時事問題を踏まえた「深い学び」の充実を図る。 

③地理学習において、GIS についての学習環境を整えて授業を充実させる。 

④歴史学習において、視聴覚教材を積極的に活用して、「探究する」授業を展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備品整備計画 評価 

(1)地理・歴史分野の教材の充実をはかる。特に地理については、地理総合・防災教育・GIS

関連教材用のソフトウェア・ハードウェアを優先的に整備する。 

(2）教材 DVD・ブルーレイソフトの充実を図る。 

 

 

 
 

その他の計画 評価 

(1) 社会科教員としての資質向上をはかるために、各教員は休業期間等を利用して、学外で

行われる学会・研究会・研修会などに 1回以上参加する。 

(2) 必要に応じて、「地理総合」、防災教育、GIS 導入に必要な研修に参加する。 

(3) 外部講師を招いた授業を実施する。 

 

備  考 評価 

  

 



数学科 2021 計画 

年度計画の重点 

Ⅳ期 SSH 指定 2 年目にあたり、「飛躍知」育成のためのカリキ

ュラム開発および評価方法の研究・実践・評価を進める。 
GIGA School 構想に伴う 1 人 1 台のタブレット利用を前提に、

特に 4 年生までの学年では新しい学習内容・授業方法の研究およ

び実践を行い、65 分での授業展開を工夫する。 

教育・研究 
 

業務分担 
主任（河合）、会計（石賀）、カリキュラム教科代表（川口）、PICASO（石賀）、 
サイエンス研究会（川口,高森）、サイエンス・コロキウム（佐藤） 

研究開発計画 評価 
(１)「学びに向かう力・人間性等」の涵養および、1 人 1 台の端末を用いた双方向型の

授業について、学習内容・授業方法・教材開発を通して議論する。 
(２)「飛躍知」を育成するための授業研究、および実践を進める。 
(３) 新学習指導要領に向け、対応するカリキュラムを検討・実践する。 
(４) 日常的な学習状況に対する評価方法を引き続き検討・改良していく。 
(５) 理科と数学が連携して行う授業「サイエンス・イシューズ」(理数融合授業)の円

滑な運営のため、カリキュラムを理科と調整して実践する。 
(６)「探究基礎」「基盤探究Ⅰ」を担当し、授業開発・探究活動の評価を行う。 
(７) 6 年「SS 課題研究」の実践・評価を行う。 
(８)「イノベーターキャンプ」「ベースキャンプ」の企画・運営をする。 
(９) サイエンス研究会数学班の活動を支援する。 
(10)「サイエンス・コロキウム」の運営をする。 

 

 

学習指導計画 評価 
(１) 新しいカリキュラムに対応した学習内容・授業方法について、教科内探究型授業

の実践および研究を行う。 
(２) 理科と協働して、学習時期・カリキュラムの再検討を進める。 
(３)「基盤探究 I」「統計入門」の教材開発を行う。 
(４) 授業進度について定期的に確認し、教科全体で共有する。 
(５) テクノロジーを有効活用できる教材について、引き続き実践を行う。 
(６) 数学検定試験・数学オリンピックの受検者を募り、個々の生徒の能力に応じた目

標を持たせる。 

 

 

備品整備計画 評価 
(１) 推薦図書の選定を 10冊以上行う。 
(２) 教育雑誌・専門誌を定期購入し、課題図書を購入する。 
(３) 大学入試問題集・高校数学問題集・中学数学問題集のデジタルソフトを更新する。 

 
 

その他の計画 評価 
(１) 長期休業期間中などに、教科内の研修会をもつ。  
(２) 教員研修会等を利用して、他校数学科と交流をもつ。 
(３) 奈良女子大学と連携し、新たな理数教育の開発および実践を行う。 
(４) 奈良女子大学において「中等教科教育法数学Ⅲ・Ⅳ」等の講義を担当する。 

 

 



2021 理 科 計画 

年度計画の重点 

(1) 新カリキュラムの開始に際し、これまでの指導方法の検証を

行うとともに、探究的な課題解決の手法について議論を行う。 

(2) 理科で育成すべき資質・能力を整理し，基礎基本の徹底，

学問への興味・関心と学びへの意欲の育成，高大接続を目

指す先進的・総合的な視野を持つ理数教育を実現するため

の研究を進める。 

(3) 飛躍知の育成を目指した６年一貫カリキュラムの構築，及び，

核となるサイエンス研究会の生徒の支援と指導を行う。 

(4) ＳＳＨ計画に基づいて、各種プログラムを実施・検証する。 

 

学習指導 

研究開発 

業務分担 主任（松浦 紀之） カリキュラム（松原 俊二） PICASO（松原 俊二） 

研究開発計画 評価 

(1) 新カリキュラムの開始に際し、探究活動のパフォーマンスを高めるための数学理

科の単元の効果的な学習順序について議論する。 

(2) 3 年「探究基礎」では、手法の飛躍を促すような課題設定や探究活動の手法につ

いて議論する。 

(3) 4 年「基盤探究Ⅰ」、5 年「基盤探究Ⅱ」では、育成を目指す資質・能力について

理科・数学科で協議を行うとともに、生徒の学習活動の記録等による飛躍知育成の

過程を評価する手法について検討する。 

(4) 他分野融合や他者との連携を念頭におき、サイエンス研究会の支援と指導を行う。 

(5) PICASOコースの開設に伴い、大学教員と連携した探究活動の手法を構築する。 

  

学習指導計画 評価 

(1) 基礎・基本的な知識・技能の定着のため、実験操作を繰り返し指導するなど、理

科の基本的な見方や概念について、デジタル教科書，理科作成教材（実験ハンドブ

ック）等を活用しながら丁寧に指導する（低学年）。 

(2) 科学に対する興味・関心・意欲の育成の観点から、観察及び実験の方法・結果を

分析し解釈する学習活動や、科学的な見方や概念を活用して考えたり説明したりす

るグループ活動等を充実させる（中学年）。 
(3) 先進的な視野の育成を目指し、自然科学分野における専門的な知識・技能の定着

だけでなく、他教科との関連や多様な他者との協働を意識させながら、確かな学力

を育む学習指導を行う（高学年）。 

(4) 科学を学ぶことの意義や有用性の実感及び科学への関心を高める観点から、日常

生活や社会との関連を重視し指導を行う。 

(5) 観察，実験時の白衣・安全ゴーグル着用等，実験を安全に行うための指導を行う。 

(6) 新入試に向けて、授業を通じて身につけた知識を活用して問題を解決する力や多

様な人々と協働して学ぶ態度の育成を図る。 

 
 

 

備品整備計画 評価 

(1) 老朽化した実験備品や使用しない薬品等の廃棄、設備，実験備品の計画的更新。 

(2) 課題研究及び PICASO コース実施のための設備・実験器具等の整備。 
  

その他の計画 評価 

(1) 教科内研修会・授業研究を年間で３回以上実施する。 

(2) 県内外の各種研究会で参加し、実践成果を発表する。 

(3) 奈良女子大学において「中等教科教育法理科Ⅰ」等の講義を担当する。 

  



2021 英語科  計画 

年度計画の重点 

（１）外国語の学習として、習得と探究の双方にバランスのとれた
授業の研究と実践 

（２）「主体的・対話的で深い学び」を求めて、自律性と協調性をと
もに育てる授業の研究と実践 

（３）カリキュラムの研究と開発 

教育・研究 

業務分担 

主任（秋山啓子） カリキュラム（井上真唯也・金折典子） 

PICASO（塩川史） SSH（井上真唯也・平田健治・田中一代）、 

英検（大菅暢子・秋山啓子） GTEC 試験 （金折典子） 会計（金折典子） 

研究開発計画 評価 

（１）外国語の学習として、習得と探究の双方にバランスのとれた授業の研究と実践 
① 理解の質の向上、確かな学力・言語能力の育成 
② 生涯にわたって探究を深めることができる基礎づくり 

③ デジタル教材を有効に用いた授業づくり 
（２）「主体的・対話的で深い学び」を求めて、自律性と協調性をともに育てる授業の

研究と実践 
①英語特有の音声や構造等、基礎的な知識・技能の定着をめざす授業実践 
②知識やスキルを活用することのできる複合的な言語活動の研究と実践 

（３）カリキュラムの研究と開発 

① 教育効果の検証を元にしたカリキュラムの研究・開発 
② 社会に開かれたカリキュラムの研究・開発 
③ 学校経営計画を踏まえたカリキュラムの研究・開発 

 
 

 

学習指導計画 評価 

（１）１・２年：基礎学力の定着 

① 個別最適化学習を効果的に取り入れた学習指導をする。 
② 音声を大切にしながら、英語の 4技能の基礎力を育成し定着をはかる。 
③ 入学時の英語力に配慮し、個々の英語力を伸ばす工夫をする。 
④ 異文化やことばへの興味・関心を深め、英語に対する積極的な学びを促す。 
⑤ 暗唱やスピーチなどの活動を通して、様々な英語に慣れ親しむ機会をもうけ

る。 

⑥ 日常の学習習慣を身につけ、自ら課題を見つける力を育てる。 
（２）３・４年：基礎学力の充実 

① 扱うトピックに応じて、4技能を有機的に関連させる授業を行い、英語の運用
能力を充実させる。 

② 協働学習の課題と指導法を工夫して、生徒の自主的な学習を促す。 
③ 英語での表現力を高める学習課題と指導法を工夫する。 

④  SSHおよび国際交流プログラムを視野に入れた授業を行う。 
⑤  外部テスト（GTEC 等）を実施し、結果の考察を行う。 

（３）５・６年：基礎学力の発展 
①  より発展的な英語使用を通して、思考力・判断力および表現力を身につける授

業を行う。 
② 扱うテーマを深く掘り下げることにより、様々な問題に対する自らの考えを深

め発信できる力を養う。 
③ SSHおよび国際交流プログラムを視野に入れた授業を行う。 
④ 生徒の多様な進路にあわせて、きめ細かな指導を行う。 

 

 

備品整備計画 評価 

（１）音声教材、映像教材等の充実を図り、ICT の活用を効果的に行う。 

（２）上記の活用を可能にさせるよう、必要な機器やソフトウェアを備える。 

 
 

その他の計画 評価 

（１）教科内の研修会を実施する。 
（２）国際交流プログラムに向けた準備として、参加予定生徒に事前指導を行う。 
（３）大学入試に関する情報を集め、研究と情報発信を行う。 
（４）奈良女子大学における「中等教科教育法英語Ⅲ・Ⅳ」等の講義を担当する。 
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2021 創作科 計画 

年度計画の重点 「創作科」として有効な連携のある教科をめざしつつ、それぞれの

教科の特徴を生かしたカリキュラムの研究を継続する。 

今年度の重点目標 

（１） 新カリキュラムに則した指導方法の検証と実践 

（２） 創作科としての探究活動の充実 

（３） 教科「情報」との連携による情報教育の充実 

（４） ICT の発展的な活用 

 

 

 

学習活動 

研究開発 

業務分担 主任・カリキュラム教科代表（福原瑞木）  

研究開発計画 評価 

（１） 新カリキュラムにおける指導内容の検討と実施 

（２） 創作活動の充実とその検証 

① 1 人 1 台端末を活用した新しい創作活動の検討と実践 

② 芸術選択の年間カリキュラムの検証 

（３） 探究科目の内容検討と実践 

① 「飛躍知」を育む「探究基礎」の検討と実践 

② コロキウムの検証と実践 

（４） 創作科全体が相互に連携した新しい指導内容を研究開発する。 

 

 

学習指導計画  

（１） 音楽会、鑑賞会、作品展の検討と開催 

（２） 創作活動について 

①  生徒の発達段階に応じた課題による自己表現の場を設定する。 

②  後期課程生の芸術選択科目の活動場所の環境整備をする。 

③  一人一台端末を活用した教材開発と実践を行う。 

（３） 校外への作品出展およびコンテストへの応募による学習活動への動機づけを

行う。 

 

 

備品整備計画  

（１） 選択音楽に対応した楽器の整備 

（２） 被服教室のプロジェクターの交換  

（３） 調理・技術・書道・工芸教室のプロジェクター設置  

（４） 音楽室のスピーカーを含む音響設備の改善 

（５） 新カリキュラムに対応した工作機器の再整備   

 

 

その他の計画 評価 

（１） 音楽会の検討 

（２） 芸術鑑賞会の実施 

（３） 校内外への作品展示 

（４） 奈良女子大学における「中等教科教育法家庭Ⅰ」及び「教職実践演習（中・高）」

の担当 

（５） 実習教室の大学講義への開放  

 

 

 



2021 保健体育科 計画 

年度計画の重点 

今年度の重点は以下の通りである 

(１) 新学習指導要領に基づく学習活動の充実を図ること 

(２) 新カリキュラムを実現するための備品整備を適切にすすめ

ること 

(３) 探究的な学習などを通し「協働的な学び」の基礎を培うこと 

(４) 施設の安全点検を行い、適切な管理を行うこと 

 

学習指導 

研究開発計画 

  

業務分担 

主任(中川雅子）会計（大内淳也）高等学校体育連盟（大内淳也）中学校体育連盟

（大森雄一朗）カリキュラム教科代表（中川雅子）PICASO 担当（大内淳也） 

施設担当（山口琢士） 

研究開発計画 評価 

（１）新指導要領に基づき指導方法や指導体制の工夫改善を実施し、新カリキュラム

の適切な運用を目指す 

（２）新カリキュラムを遂行し、育成すべき資質・能力と学習内容を検討しつつ、個

別最適な学びを進める 

（３）探究活動では教科の特性も加味しながら必要な資質・能力を育成し協働的な学

びの充実を目指す 

  

学習指導計画 評価 

（１）１・２年では基礎的な運動技能の習得を目指し、よりよい学習集団を育成する 

（２）３・４年では多様な運動種目を通して、意欲的に運動に取り組む態度や能力を

育成するとともに、多様な他者との協働する力を育成する 

（３）５年では自らの興味・適性に応じた運動種目を通して、より多角的な視点から

運動に取り組む思考・態度や能力を育成する 

（４）６年では体力差、個人差、性差などに留意し、積極的に運動に取り組む思考・

態度を養い、グループ学習や授業案づくりを通して生涯スポーツへの素養を培う 

（５）保健の授業では自らのこころやからだについて知り、身の回りの健康について

考え、健康な生活を送ることができる態度や能力を養う 

（６）探究活動を通して様々な社会的変化に積極的にアプローチできるような資質・

能力を養う 

  

備品整備計画 評価 

（１） 体育施設の安全確保の観点から施設・備品の点検を実施し、計画的に備品の更

新を実施する。 

  

その他の計画 評価 

（１） 専任減の状況において、スタッフ間のコミュニケーションを円滑に行い、適切

な役割分担を行う。 

（２） ＥＭＳ基本方針に基づいた省エネルギーを意識し、安全には特に配慮しなが

ら、体育館等の施設管理を適切に行う。 

（３） 芝生グランド・テニスコート・体育館施設等の適切な管理・運用を行い、その

有効活用に努める。 

（４） 教育実践演習、大学の夏期水泳実習に対する施設貸与等、大学と協力し連携に

努める。 

  



2021 探究入門（寧楽）Ⅰ（１年）計画 

年度計画の重点 

 文化、歴史、自然環境など多様な側面から郷土奈良を知り、世界

遺産に登録された奈良の文化財を次世代に伝えることの意義や課

題を考察して、他者に伝える表現力を育成する。特に、1・2 年次

では見学・観察・聞き取りなどの調査活動を重視し、その活動の中

で探究活動の学び方の基礎を学び、他者に伝えるための表現技法

の習得を目指す。 

学習指導 

業務分担 
コーディネーター（坂田 博信） 

担当者（坂田・松浦 紀之・大菅 暢子・守本 寛治・吉川 裕之） 

研究開発計画 評価 

(１)ユネスコの世界遺産教育（ＷＨＥ）に関連づけた内容と方法を取り入れる。 

(２)フィールドワークや体験を重視した学習活動を行う。 

 

 
 

学習指導計画 評価 

(１)見学や観察を中心に行い、「見る・観る」の力をつける。 

(２) ｢聞く･聴く｣の力をつけることを念頭において、表現力の育成をめざす。 

(３)フィールドワーク活動や他の調査活動における基礎的・基本的な態度や能力の習

得をめざす。 

(４) 文書の作成、表の整理やグラフの作成と読み取り方、情報の収集や検索などに関

わるスキルの向上をめざす。 

 

 
 

 

 

2021 探究入門（寧楽）Ⅱ（２年）計画 

年度計画の重点 1 年の寧楽Ⅰをふまえて、文化、歴史、自然環境など多様な側面か

ら郷土奈良を知り、世界遺産に登録された奈良の文化財とそれら

を守る人々の活動やくらしを次世代に伝えることの意義や課題を

考察して、他者に伝える表現力を育成する。特に、見学・観察・聞

き取りなどの調査活動を重視し、その活動の中で探究活動の学び

方の基礎を学び、他者に伝えるための表現技法の習得を目指す。 

学習指導 

業務分担 コーディネーター（中村 博之） 

担当者（中村・西 美春・櫻井 昭・福原 瑞木・     ） 

研究開発計画 評価 

(１) フィールドワークをもとに、自ら課題を設定し解決する能力や協働して探求する

姿勢を育成する。 

(２) プレゼンテーション能力を育成する。 

(３) 「学びの記録」を重視し、自己評価、他者評価能力を育成する。 

 

 

 

 

 

学習指導計画 評価 

(１)フィールドワークでは、奈良の「世界遺産」について、具体的な課題の設定・情報

収集・分析・考察する方法について学ぶ。 

(２)奈良の「世界遺産」を対象に、「調べる・伝える」学習に重点をおき、自分なりに

物事を見る、他者の視点を理解する、他者との視点の違いを受容する、「ともに学

ぶ（学び合う）力を育てる。 

(３)「情報と科学」「情報と表現」と連携し、ICTも活用した資料の作成･分析･活用、

および効果的な表現スキルを高める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

2021 探究基礎（3 年）計画 

年度計画の重点 

 自然科学と人文科学に関する共通課題について、小集団による

探究活動を通じて、探究活動における基本的な手法や態度を身に

つける。自然科学と人文科学それぞれの視点から課題を捉え、仮説

の設定、実験・調査計画の立案、先行研究の調査、実験・観察の実

施、研究記録の付け方、データ処理、考察の組み立て、論文・ポス

ターの書き方、プレゼンテーションの方法など、一連の探究活動の

過程を経験しながら、探究活動の基礎的技能を養う。 

学習指導 

研究開発 

業務分担 
主任（  櫻井 昭  ） 

担当者（落葉 典雄，髙森 智子，永曽 義子） 

研究開発計画 評価 

(１)各領域それぞれ 2 名の担当者が、ティームティーチングやトピック学習における

分業など、授業を行う方法を研究する。 

(２)課題に対する仮説の立て方や実験・調査などの検証方法、先行研究の調査方法な

ど、探究活動の第一段階における基本的な考え方や姿勢を身につけるための指導方

法、教材を研究する。 

(３)基本的な実験方法やフィールドワークの手法、そして得られた結果を適切に整理・

分析するためのデータ処理に関する基本能力を身につけるための指導方法、教材を

研究する。 

(４)実験・調査結果から論理的に結論を導出し、仮説の修正や実験・調査方法の修正

を図る能力を身につけるための指導方法、教材を研究する。 

(５)レポートやプレゼンテーションを学問的手法に基づいて論理的な内容とし、それ

らを正しく評価する力を習得するための指導方法、教材を研究する。 

(６)4 年「基盤探究Ⅰ」に向けて、テーマ・課題の設定、仮説の設定、先行研究等文献

調査や予備実験を行う。 

 

 

学習指導計画 評価 

(１)自然科学、人文科学の 2 領域に学年を分けて探究を行う。1 学期と 2 学期で領域

を入れ替わる。3学期には 4年「基盤探究Ⅰ」における課題設定、先行研究調査など

を行う。 

(２)共通課題を探究し、探究活動における各段階で必要になる姿勢や考え方、基本技

能を身につけさせる。 

(３)共通課題を用いることにより、小集団間での比較や検討を行う場面を定期的に設

定し、探究活動の各段階における留意事項を明確に指導する。 

(４)実験・実習・調査・研究・発表などの学習活動を正しく評価する力を習得させる。 

 

 

備品整備計画 評価 

(１)課題研究のスキルを学ぶのに参考になる書籍の購入 

(２)生徒の課題研究の活動に必要な消耗品など教材の購入 

 
 

その他の計画 評価 
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基盤探究Ⅰ（４年）計画 

年度計画の重点 

「探究入門Ⅰ・Ⅱ」や「探究基礎」で習得した「飛躍知」を生か

して、自然科学および人文社会科学に関する個々の課題について、

個人または小集団による探究活動を一年間行う。各自の課題に対

して学問的手法を用いて、問題の解決を目指す。 

 

学習指導 

研究開発 

業務分担 

主任（川口 慎二） 会計（秋山 啓子） 

担当者（井浪 真吾、笠井 智代、増井 大二、守本 寛治、松原 俊二、 

秋山 啓子、美術、山口 琢士、川口 慎二） 

研究開発計画 評価 

(１) 人文社会、自然科学それぞれの特性を生かし、「文学」「歴史」「国際理解」「身体」

「数学」「科学」などの領域に関するグループまたは個人での探究活動に対する指

導の在り方と評価方法を研究する。 

(２)「飛躍知」の育成を意図した中間報告会や異学年を交えた成果発表会を開催する。 

(３)ロードマップを活用し、研究過程および成果の評価方法を検討する。特に、人文

系のロードマップについては教育課程委員会と連動しながら作成を目指す。 

(４)学校外の専門家や地域の人材などの参画を通じた学校や教師の枠を超えた、あら

たな教育のあり方を実践的に開発する。 

 

 

 

 
 

学習指導計画 評価 

(１)各教員の専門性を生かした個人またはグループでの探究活動を支援・指導する。 

(２)研究計画書に基づいて探究が進行できるよう支援を行う。 

(３)探究活動の進捗状況を把握し、課題や仮説の再設定、検証方法の検討、検証結果

の分析など、場面に応じて適切な指導・助言を行う。 

(４)実験・実習・調査・研究・発表などの学習活動を正しく評価する力を習得させる。 

(５)ポスター発表に向けた指導を行うとともに、一年間の研究成果をレポートまたは

論文の形式でまとめさせる。 

 

 

 

 

 

 

備品整備計画 評価 

(１)授業に必要な物品の購入 

(２)生徒の課題研究に必要な物品の購入 

 

 
 

その他の計画 評価 

(１)必要に応じて、大学教員、研究者等の専門家から指導助言を得る。 

(２)それぞれの学問領域に応じた中間報告会および全体での学習成果発表会（ポスタ

ー発表会）を企画する。 

 

 

 
 



2021 学校経営委員会 計画 

年度計画の重点 

第3期中期計画実施にともなう諸問題の解決とともに、第4期中期計画をみす

えた学校経営全般の基盤整備に取り組む。 

(１)本校の将来構想にもとづき、学校運営・組織、教員の「働き方」、施設活

用の一体的改革を推進する。 

(２) 学校運営の基盤整備および研究開発と教育課程に関する課題の検討およ

び推進を統括する。 

学校運営 

業務分担 

校長（吉田 隆）副校長（北尾 悟）委員（荒木由弥、平田健治、二田貴弘、佐藤大典） 

(1) 法人統合および附属学校園の将来像に関わる諸課題の検討と解決に取り組む。 

(2)「チーム学校」構築、働き方改革を進めるため、組織・運営体制の検討と施設整備を進める。 

(3) 教育課程委員会と連携し、カリキュラム・マネジメントにともなう諸課題の検討および解

決を図る。 

(4) リスク・マネジメントにともなう諸課題の検討および解決に取り組み、安心・安全な学校

づくりを進める。 

※連絡進学委員(荒木、平田) ※一般入検委員（二田、佐藤） 

学校運営計画・安全及び健康に関する計画・大学連携計画 評価 

今年度重点的に取り組む内容・本校の針路に関する業務 

(1) 法人統合および附属学校園の将来像に関わる諸課題の検討・解決に取り組む。 

① 法人統合にともなう連携と特色化を前提に、第 4期中期計画についての検討を進め、基本的な

方向性とその具体化のための方策を決定する。  

② 法人統合にむけて、本校の教育研究の特色を生かした教員養成・研修機能の強化策の検討を、

連携教育開発機構や教職大学院と連携して進める。 

③ 地域社会や産業界との継続した連携の枠組みを検討し、社会に開かれた学校づくりを進める。 

④ 持続可能な学校運営のための目的資金のあり方の検討と、その創設を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)「チーム学校」構築、働き方改革を進めるため、組織・運営体制の検討と施設整備を行う。 

① 校長専任化にともない、副校長・主幹教諭を含めた管理運営体制の見直しを図る。 

② 勤務時間のより正確な把握を行うとともに、会議運営の改善や校務支援システムの活用など、

勤務時間の適性化にむけた具体的な施策を検討・実施する。 

③ 部活動の外注化を含め、持続可能な部活動のあり方の検討を、部活動構想WGを設置し進める。 

④ 生徒の諸活動への支援と教員の負担軽減の両立をめざし、TAや非常勤職員の活用をはかる。 

⑤ 特別な配慮を必要とする生徒の学習支援のために、必要な施設設備の検討を行う。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(3) 教育課程委員会と連携して、カリキュラム・マネジメントにともなう諸課題の検討および解決

を図る。 

① 探究的な学びと学習評価の「見える化」を実現するために、専門的な見地からのアドバイスも

得ながら、新カリキュラムと4期SSHの研究開発の実践を進める。 

② 1人1台端末を活用した個別最適化学習や教科学習を進め、その成果を公表する。 

③ PICASOコースにおける実践研究を継続し、大学入試改革に資する「特別選抜入試」のありかた

について提言をまとめる。 

④ 新しく定めた教育目標にもとづき、スクールポリシーの検討と確定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(4) リスク・マネジメントにともなう諸課題の検討および解決に取り組み、安心・安全な学校づく

りを進める。 

① 心身の健康な成長と学びの保証をはかるため、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策の徹底

とともに、オンラインの活用も含めた学習活動や各種行事の工夫を図る。 

② 保護者への迅速な連絡のために、新しい出欠入力システムの効果的な運用方法を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) その他 GIGAスクールWGを設置し、1人1台端末の導入にともなうハード・ソフト両面の諸

課題の解決を図る。 
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2021 安全管理委員会 計画 

年度計画の重点 

大学の安全管理専門部会と連携しつつ、危機管理、薬品管理、安全

衛生教育、ＥＭＳの推進に努める。重点は、以下の通りとする。 

（１）労働基準法改正による労働時間管理を行い、働き方改革の方向

性を周知徹底する。 

（２）安全対策上の定期点検を継続すると共に、薬品管理体制を継続

する。 

（３）生徒指導部・健康環境部と連携しつつ、防犯・防災訓練及び防

犯・防災・衛生教育の内容を充実させる。 

（４）健康環境部等と連携しつつ、清掃活動及び環境整備の充実を図

るとともに、教育環境を点検・整備する。 

（５）大学のEMSの基本方針に基づき、省エネルギー対策を実行する。 

 

業務分担 

委員長（内田忠賢）・副委員長（吉田 隆） 

担当委員（北尾悟、長谷圭城、松浦紀之、平田健治、坂田博信、林雅子、加島ゆう

子、藤野智美、田原真紀、西浦香保里） 

検討事項（担当）及び予定 評価 

（１） 労働基準法改正による労働時間管理を行い、働き方改革の方向性を周知徹底す

る。 

① 労働時間管理の方法を刷新し、残業時間の削減方策を策定する。 

② 部活動を含む休日労働のあり方を検討し、新たな方策を練る。 

 

 

（２）安全対策上の定期点検を継続すると共に、薬品管理体制を継続する。 

① 「危機管理に関する要項・要領」に基づいて、生徒に周知・徹底する。 

② 「安全対策上の定期点検を毎月実施し、速やかに対策を講じる。 

③ 「薬品管理支援システム」にもとづいた薬品管理の徹底を図る。 

 

 

（３）防犯・防災訓練及び防犯・防災・衛生教育の内容を充実させる。 

①「危機管理マニュアル」を改訂し、生徒・保護者に周知する。 

②「安全教育ハンドブック」「通学マップ」の内容を生徒に周知する。 

③ 警察・消防署など関係機関と連携し、防犯・防災訓練を実施する。 

④ 消防署の指導の下、消防計画を見直し職員・生徒に周知する。 

⑤ 感染症の拡大防止に努め、その対策を講じる。 

 

 

（４）清掃活動及び環境整備活動の充実、教育環境の点検・整備を実施する。 

① 清掃指導及びゴミの分別指導を行い、校内の環境整備に努める。 

② 空調機使用規定に基づき、教職員及び生徒による空調機器の管理を徹底する。 

③ 校内の安全点検を日々実施するとともに、教室環境の点検・整備に努める。 

④ 施設企画課と連携し、施設設備の改修計画を立て、生徒・保護者・教職員に周

知する。 

 

 

（５）EMS 基本方針に基づき、省エネルギー対策を実施する。 

① 大学のエネルギー管理標準に基づき、温室効果ガスの排出抑制計画を達成する

ためのチェック体制を強化する。 

② 全館の空調機新設・更新が完成したことで、一元管理できる体制を構築し、省

エネルギー効果をあげる。 

 

 

【備考】  
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2021 いじめ防止対策会議 計画 

年度計画の重点 

「いじめ防止対策推進法」に基づき、本校が策定した「いじめ防止

対策基本方針」に則り、常設の「いじめ防止対策会議」を設置し、以

下の重点項目に全教職が一丸となって取り組む。 

（１）いじめに該当する事態への措置 

（２）早期発見のための措置 

（３）いじめ事案に関わる継続的な支援・見守り体制の整備 

（４）インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進 

（５）道徳教育等の充実 

 

業務分担 
主管（吉田 隆）・議長（北尾 悟） 

担当委員（平田健治、坂田博信） 

検討事項（担当）及び予定 評価 

（１）いじめに該当する事態への措置 

① 教職員のいじめへの共通理解を深める。 

② いじめの疑いに関する情報を把握できる体制を構築し、いじめとして対応すべ

き事案かどうかの判断を行う。 

③ いじめ事案に応じた「いじめ対策委員会」を組織し、学校全体で取り組む。 

 

 

（２）早期発見のための措置 

① 定期的な個人面談期間を設定し、早期発見に努める。 

② 相談窓口の広報など、多方面からいじめを認知できる体制を構築する。 

③ 年２回のアンケート調査を実施し、生徒一人ひとりの記録を取り、いじめ防止

のための取組を検証、評価、改善する研修を実施する。 

 

 

（３）いじめ事案にかかわる継続的な支援・見守り体制の整備 

① いじめ防止対策会議を定期的に実施し、いじめ事案の事後の見守りを図り、そ

の解消にむけての取組を職員会議で報告することで事案の「見える」化を図る。 

② いじめが確認された場合に、いじめを受けた生徒・保護者およびいじめに加担

した生徒・保護者へのカウンセリングの体制を整備する。 

 

 

（４）インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進 

① インターネットを通じて行われるいじめの事例を具体的に道徳やHRで展開し、

生徒のいじめに対する認識を高める取組を行う。 

② 1 人 1台端末導入を機に、生徒の情報モラルを向上させ、いじめにつながる虞

れをなくす取組を、家庭との連携を重視して進める。 

 

 

（５）道徳教育等の充実 

① 「道徳」カリキュラムとの連携を図り、特に前期課程におけるいじめ防止や人

権啓発の指導を進める。 

 

 

【備考】  

 
  



2021 特別支援教育委員会 計画 

年度計画の重点 

発達障害のあるなしにかかわらず、特別な支援を必要とする生徒へ

寄り添い、支障なく学校生活を送ることができるようにする。 

(１)学年・生徒指導部・健康環境部・特別支援教育コーディネーター・

管理職は、相互にかつ保護者とも連携しつつ支援体制を整える。 

(２) 附属学校部コーディネーター、スクールカウンセラーや専門家

の指導助言のもと、総合的な知見に基づいて、個々の生徒の「困

り感」を理解し、その状況に応じた支援を行う。あわせて、必要

な生徒に個別の教育支援計画を作成し、有効に活用する。 

(３)単位認定・進級等にかかわる事柄について周到に支援するととも

に、教務部・学校経営委員会と連携し進める。 

(４)生徒の支援にあたり、適切に外部機関と連携する。 

(５)教員を対象とした校内研修会を行う。 

 

 

 

 

学校運営 

業務分担 

委員長（荒木由弥） 特別支援教育コーディネーター（加島ゆう子） 

担当委員（吉田隆、北尾悟、荒木由弥、平田健治、林雅子、加島ゆう子、坂田博信、

各学年主任、各学年担任） 

検討事項（担当）及び予定 評価 

（１）学年・生徒指導部・健康環境部・特別支援教育コーディネーター・管理職は相互

に、かつ保護者とも連携しながら支援体制を整える。 

①学年・生徒指導部・特別支援教育コーディネーターは、常に生徒の実態を把握し、

新しい内規に基づいた連携体制を整え、教育的ニーズに応じた適切な支援を行う。 

②保健室とカウンセリング室の機能分化を図り、特別な支援が必要な生徒に対して

のより適切な支援体制を整備する。 

  

（２）附属学校部コーディネーター、スクールカウンセラーや専門家の指導助言のもと、

総合的な知見に基づいて、個々の生徒の「困り感」を理解し、その状況に応じた

支援を行う。 

  ①特別支援教育委員会において、附属学校部コーディネーター、スクールカウンセ

ラーや専門家の指導助言をもとに、個々の生徒の「困り感」を理解し、その状況

に応じた支援を行う。 

  ②必要な生徒に個別の「教育支援計画」を作成し、有効に活用する。 

  ③スクールサポーターと連携して、生徒の状況に応じた支援を進める。 

  

（３）単位認定・進級等にかかわる事柄について周到に支援する。 

①改定後の内規に基づいて教務部・学校経営委員会と連携しつつ、学習支援を行え

るように、具体的な支援体制を構築する。 

②特別な支援が必要な生徒について、全教員が情報共有できるように配慮する。 

  

（４）生徒の支援にあたり、適切に外部機関と連携する。 

①大学附属学校園特別支援教育部会とも連携しながら、生徒支援を実現していく。 

  ②合理的配慮のあり方など特別支援に関わる取り組みについて、随時検討を加え、

必要に応じ、大学、医療機関、相談機関と連携して生徒を支援する。 

  

（５）コロナ禍にあり、子どもの自殺増加が懸念される中、命の大切さを実感させ、自 

殺予防教育の実践を取り入れるための教員研修の機会等を設ける。 

  

【備考】  

 



2021 教育課程委員会 計画 

年度計画の重点 附属学校としての使命に基づき、研究開発の推進及び教育課程などに

関する下記の課題を検討し、分掌・教科・学年・他の委員会などと連

携して、教育活動を円滑に進める。 
(1) 前期課程において新カリキュラムを実施・運営する。 
(2) Ⅳ期スーパーサイエンスハイスクール（SSH）について、「飛躍

知」育成のカリキュラム開発を、研究部や理科・数学科などと連

携しながら、研究・実践を推進する。 
(3) 「PICASOプログラム」について、企画運営室やコース長と連携

しながら、実践・研究を側面から支援する。 

学校運営 
教育研究 
大学連携 

業務分担 委員長（川口慎二）、委員（松浦紀之、神徳圭二、藤井正太）、顧問（北尾悟） 
(1) 新カリキュラムの実施 
(2) Ⅳ期 SSH の研究・実践の支援（松浦、川口） 
(3) 「PICASO プログラム」の支援（藤井） 
(4) 企業との連携授業の実践（神徳、松浦） 
(5) 人文系探究活動のロードマップの作成（藤井、神徳） 
(6) アドミッションポリシーを踏まえた評価の在り方の検討（川口） 

検討事項（担当）及び予定 評価 
(1) 前期課程において新カリキュラムを適切に実施・運営する。 
① 探究活動の教材開発および実践研究を、SSH・各教科・分掌と連携し、進める。 
② ICT を活用した個別最適化学習「自己探究」の研究・実践を進める。 

  

(2) Ⅳ期スーパーサイエンスハイスクール（SSH）について、学びを活性化させる「飛

躍知」育成のカリキュラム開発を、研究部や理科・数学科などと連携しながら、研

究・実践を推進する。 
① 今年度から実施される「基盤探究Ⅰ」、「統計入門」の教材研究および実践研究を関

係部署と連携しながら、進める。 
② SSH・進路指導部と連携し、学習意欲アンケートの作成・試行と分析を行い、「飛

躍知」育成の成果分析について、客観性のある指標を用いる方法を検討する。 
③ 探究活動における特定生徒の研究経歴を追跡評価する方法を検討する。 

    

(3) 「PICASO プログラム」について、企画運営室やコース長と連携しながら、実践・

研究を側面から支援する。 
  

(4) ダイワハウスと連携し、コロキウムの 1講座として「Student アゴラ」を開講し、

企画・運営する。 
① 教材開発および専門的な指導において、企業との連携・協働を図る。 
② 企業と連携して探究の成果発表会を企画し、年度末に開催する。 

  

(5) 6 年一貫の探究活動の段階的目標を提示し、評価項目を整理した「探究ロードマッ

プ」を人文系の探究活動に対しても整備を進める。 
  

(6) 高等学校における観点別評価の導入をにらみつつ、本校のアドミッションポリシー

を踏まえた評価の在り方を検討する。 
① アドミッションポリシーに基づく観点別評価および定期考査に依らない評価のあ

り方について、研修と議論を進める。 
② カリキュラム評価の実施に向けて、先進校訪問や研究会への参加、専門家との連携

などを積極的に行う。 

  

【備考】   
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