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令和３年３月３１日 

 

令和２年度 東京都立国際高等学校 学校経営報告 

 

＜自己評価の基準＞ 【Ａ】十分に達成できた 【Ｂ】概ね達成できた 【Ｃ】あまり達成できなかった 

Ⅰ 学習指導 

１ 今年度の取組目標と具体的方策 ２ 自己評価及び次年度以降の課題と対応策 

① 基礎基本の定着を図るとともに、学習内

容に応じて 10 の学習者像を指導計画に位

置付け、探究型、双方向型、課題解決型の

教育手法を取り入れた授業を実践する。 

② 校内研修や教科会において指導方法や評

価についての研究・研修を行い、組織的・

計画的に学習指導力を向上させる。 

③ 年間授業計画に学習到達目標を明記する

とともに評価計画を提示し、指導成果の検

証を踏まえ、指導内容を改善する。 

④ 国際理解科目の必履修選択化に伴う成果

と課題を整理し、到達目標に即した指導と

評価の改善・充実を図る。 

⑤ 課題研究において、図書館や高大連携に

よる教育資源を活用するなどして、ねらい

に即した指導内容・指導方法の改善を図る。 

＜関連する数値目標＞ 

〇生徒による授業評価で「内容を理解している」80％以上、「授

業内容に満足している」75％以上 

○１、２年生の家庭学習時間平均平日２時間以上 

＜自己評価＞【Ｂ】 

●「内容を理解している」75％（+5%）「授業内容に満足している」 

 72%（+2%） 

●家庭学習時間（1～３年）平日2時間以上59％（昨年度比＋6％）、

休日 73％（＋8％）。 

●TOEIC IP L&R平均624点（＋44点） 

●学習指導に係る校内研修 2回実施 

●感染症に関わる教育課程の変更、授業時間の確保、オンライン

学習の導入等、状況に応じた対応を行った。 

＜課題と対応策＞ 

◎生徒の理解度・満足度及び英語力向上につながる授業改善を目

指し、指導成果の検証と校内研修の充実に取り組む。 

◎各教科・科目の学習到達目標と指導計画に即した家庭学習を促

進するため、学年と教科の連携を強化する。 

◎オンライン学習を活用した指導計画や学習活動の充実に組織

的に取り組む。 

 

Ⅱ 進路指導 

１ 今年度の取組目標と具体的方策 ２ 自己評価及び次年度以降の課題と対応策 

① 生徒のニーズや新大学入試、高大接続教

育等に応じたキャリアガイダンス、進路説

明会等の改善・充実を図る。 

② 進学実績データの整理・分析や、１，２

学年の模試分析会の実施を通して、組織的

な進学指導を強化する。 

③ ポートフォリオや模試分析システムを活

用し、生徒及び保護者を交えた面接指導を

実施する。 

④ 進路指導部・学年・教科が連携し、総合

型・学校推薦型選抜、一般選抜に対応する

講習等の進学指導を組織的・計画的に実施

する。 

⑤ IBコースの進路活動と連携し、組織的な

海外大学進学指導体制を強化する。 

＜関連する数値目標＞ 

○難関国立大学現役合格、国公立及び早慶上智ICU現役合格100

名以上 

＜自己評価＞【Ａ】 

●一橋大学2、東京工業大学 1、東京外国語大学2、北海道大学3、

筑波大学 2他、国公立大学 22名合格、早慶上智理科 ICU95名

合格                

●海外大学121名合格          

●模試分析会3回、国内外進学者対象説明会・ガイダンス 10回、

教員研修会2回実施 

●進路通信14回発行 

＜課題と対応策＞ 

◎一般入試進学体制をより一層強化するため、進路指導部と学年

が連携し、３年間を見通した組織的・計画的な進路活動や講習

等の充実を図る。 

◎進路選択に係る個別指導の充実を図るため、面談や模試分析の

活用を推進する。 
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Ⅲ 生活指導 

１ 今年度の取組目標と具体的方策 ２ 自己評価及び次年度以降の課題と対応策 

① 挨拶や身だしなみ、マナー、授業規律等

について、ホームルームや集会等の機会に

触れることにより、生徒の自律的な行動を

促す。 

② 登下校のルールや時間厳守を徹底させる

ため、生徒指導部と学年が連携し、登校指

導・遅刻指導を計画的に行う。 

③ いじめや生命に関わる事故を未然に防ぐ

ため、ＳＮＳルールの周知や生命・人権尊

重に係る講話を行うとともに、スクールカ

ウンセラー・専門医派遣事業を活用する。 

④ 盗難防止月間の取組や長期休業前の生活

指導を確実に行い、事件・事故の防止に努

める。 

⑤ 教科学習や特別活動を通して環境問題へ

の意識を向上させるとともに、校内美化清

掃を強化する。 

＜関連する数値目標＞ 

○いじめ件数ゼロ 

○盗難防止月間設定2回 

○１日当たり平均遅刻人数減 

〇学校評価アンケート「校内の清掃美化活動をきちんと行ってい

ると思う」70％以上 

＜自己評価＞【Ｂ】 

●いじめ件数ゼロ 

●盗難防止月間2回実施 

●1日当たり平均遅刻人数1.8人（―1.1） 

●「校内の清掃美化活動をきちんと行っていると思う」73％ 

＜課題と対応策＞ 

◎貴重品管理指導を始めとする盗難防止策の徹底を図る。 

◎生徒指導部と学年が連携し計画的な遅刻指導を実施する。 

◎ＳＮＳルールの徹底によるいじめにつながる行動を未然に防

止する。 

◎校内の感染症対策を徹底するとともに、感染予防に係る指導を

組織的・計画的に継続して行う。 

 

Ⅳ 特別活動・部活動・健康づくり 

１ 今年度の取組目標と具体的方策 ２ 自己評価及び次年度以降の課題と対応策 

① 学校行事の改善・充実のため、各行事の

ねらいと実績を踏まえた成果検証を行い、

生徒の実態に即した主体的な活動を促す指

導を行う。 

② 部活動中の事故を防止するため、「部活動

に関する活動指針」に基づく指導を強化す

るとともに、各部活動において事故防止対

策を徹底する。 

③ 部活動指導者や部員同士の協働・協力を

重視し、競技成績や発表会等の成果、参加

者の満足度を向上させる。 

④ 保健体育科の授業や体育的行事、部活動

等において、指導目標に即した教育活動を

行うことにより、体力向上及び心身の健康

維持・増進を図る。 

＜関連する数値目標＞ 

○都大会入賞レベル以上の成績２部活動以上 

○体力テストの全項目で東京都の平均以上 

＜自己評価＞【Ｃ】 

●行事に対する満足度：生徒 21%（－63％）、保護者43%（－49％） 

●体力テスト：体力合計点は男女1～3年とも東京都平均以上 

 学年別・男女別で2～4項目において東京都平均以下 

●校内の感染症対策（消毒・換気、生徒への指導等）に取り組ん 

だ。 

＜課題と対応策＞ 

◎今年度中止した各行事を、それぞれのねらいに即して実施する

ために、生徒の主体的な活動を促しながら実態や感染症の状況

に応じて、内容・指導体制等の改善を図る。 

◎体育授業及び部活動における事故の未然防止策の強化を図る。 

◎健康観察を始めとする感染予防に係る指導を強化する。 
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Ⅴ 教育課題 

１ 今年度の取組目標と具体的方策 ２ 自己評価及び次年度以降の課題と対応策 

① 社会状況に応じて新たな交流形態を模索

しながら、姉妹校等の学校交流・生徒交流

を組織的に継続し、その成果を検証する。 

② 英語コミュニケーション能力を向上させ

るため、オンライン英会話や TEEP（学習コ

ンテンツ）を活用し、成果検証・分析を踏

まえた改善を行う。 

③ 広域避難場所としての役割を果たせるよ

う、地域や外部機関と連携した実践的な訓

練を実施する。 

④ ICT（SNS）を活用し、災害時等の情報発

信を迅速かつ確実に行う。 

⑤ 在京外国人生徒に係る課題を整理し、関

係所管・担当者が連携して、必要に応じた

学習支援（日本語指導）及び進路指導を行

う。 

＜関連する数値目標＞ 

〇姉妹校等との学校交流・生徒交流１回以上 

＜自己評価＞【Ｂ】 

●オーストラリア姉妹校及びフランス連携校とオンライン交流 

行事を実施 

●修学旅行で交流予定だったベトナムの高校とオンライン交流 

学年行事を実施 

●オンライン英会話受講者 23名 

●授業中の発災を想定した校庭避難訓練等を実施、防災活動支援 

隊による防災週間での啓発活動 

＜課題と対応策＞ 

◎感染症対策を踏まえた国際交流形態の充実を図る。 

◎教科横断的に授業内外でオンライン英会話や TEEP（学習コン

テンツ）を活用し、一層の英語力向上を図る。 

◎地域や関係機関と連携した防災訓練や実践的な避難訓練を企

画・運営することにより防災教育の改善と充実を図る。 

◎在京外国人生徒の課題を把握・共有し、組織的・計画的な学習

支援・進路指導を強化する。 

 

Ⅵ 国際バカロレア 

１ 今年度の取組目標と具体的方策 ２ 自己評価及び次年度以降の課題と対応策 

① DPの確実な実施に向けた課題解決と指導

力向上を図るため、組織的・計画的に教科

会や校内研修、IBO主催研修、授業研究等に

取り組む。 

② カリキュラム・マネジメントを徹底し、

DP 実施スケジュールに係る教育課程の改

善に向けた検討を行う。 

③ 年間進路活動計画に基づき、生徒の進路

希望に応じた情報提供やカウンセリング機

能を充実させるとともに、データ分析を行

う。 

④ IBワールドスクールの再評価・再認定を

受けるため、課題解決や実績等のとりまと

めを計画的に行い、必要な準備を完了させ

る。 

＜関連する数値目標＞ 

○フル・ディプロマ取得率 100％ 

○進路決定率90％以上 

＜自己評価＞【Ａ】 

●フル・ディプロマ取得率 95％（－5％） 

●平均スコアの更新、45点満点者1名 

●進学決定率86％（＋2％） 

●校内外の研修により指導力向上を図るとともに、年間進路活動

計画に基づく進路指導を実施 

●再評価・再認定申請書類の完成・提出 

＜課題と対応策＞ 

◎教員研修や授業研究による組織的・計画的な指導力向上を継続 

する。 

◎進路希望の実現に向けた進路指導を一層充実させる。 
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Ⅶ 募集・広報活動 

１ 今年度の取組目標と具体的方策 ２ 自己評価及び次年度以降の課題と対応策 

① 本校の取組を広く周知するため、ホーム

ページの更新や学校だよりの発行、クラウ

ドサービスの活用等により教育活動を随時

発信する。 

② 新規作成した学校紹介 DVDや教育活動紹

介パネル等を活用するとともに、ボランテ

ィア生徒の協力を得るなどして、説明会等

の募集・広報活動に、全校体制で取り組む。 

③ 塾や多摩地区等における説明会に参加す

るなどして、募集・広報活動の範囲の一層

の拡大に取り組む。 

④ 多様な志願者に対応するため、事前相談

や資格確認に全校体制で取り組むととも

に、志願者のニーズや受検者のデータ集

積・分析を行い、募集対策や入学後の指導

に役立てる。 

＜関連する数値目標＞ 

○HP更新回数年50回以上 

○学校施設見学会・学校説明会参加者数3,000人以上 

 

＜自己評価＞【Ｃ】 

●HP更新回数年65回 

●学校説明会の代替個別相談会（10、11月）参加200組 

●上級学校訪問（11月）参加 50組 

●学校紹介DVDを活用した学校説明4カ月で 5,000view 

 

＜課題と対応策＞ 

◎HP を始めとする発信手段を活用し、迅速な情報提供と年間を

通した募集・広報活動を組織的・計画的に強化する。 

◎本校の認知度を向上させるための多角的な広報戦略を展開し、 

生徒募集に反映させる。 

 

Ⅷ 学校経営・組織体制 

１ 今年度の取組目標と具体的方策 ２ 自己評価及び次年度以降の課題と対応策 

① 授業日数・時数の確保や年間行事計画等

の教育課程上の課題を把握し、中長期的な

解決策についての検討を組織的に行う。 

② 服務事故ゼロを目指し、服務事故防止研

修やチェックシート等を活用した取組を通

して、服務規律意識の向上を図る。 

③ 関係所管が連携しながら施設備品や会計

事務、個人情報等の適正な管理を徹底する

とともに、清掃や修繕等により学習環境を

改善する。 

④ ペーパーレスを促進するとともに、PDCA

サイクルを徹底し、全教職員がコスト削減、

迅速な課題解決、業務の効率化・平準化・

縮減・削減に取り組み、超過勤務時間を削

減する。 

＜関連する数値目標＞ 

○個別超過勤務時間の削減 

○予算執行率100％ 

＜自己評価＞【Ｂ】 

●要指導レベルの超過勤務者 5か月間で4名 

●服務事故防止研修３回実施 

●予算執行率94％ 

＜課題と対応策＞ 

◎PDCA サイクルの徹底により、引き続き組織的・計画的な業務

の見直し・削減・効率化及び業務の平準化を推進する。 

◎適正な会計事務・個人情報管理に向けた研修等を実施し、事故

防止に努める。 

◎服務規律意識の向上に向けて、服務事故防止研修の強化を図

る。 

 


