2015（平成 27）年 4 月 10 日
保護者の皆様へ
奈良女子大学附属中等教育学校
学校長 渡邊 利雄

学校からのお知らせ
春陽の候 皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
髙田将志校長が 3 月末日をもって退任され、私、渡邊が後任として着任致しました。大学では、
理学部化学生命環境学科生物科学コースで、主に遺伝子の働きを研究しています。また、4 月 1
日には、英語科教諭として井上真唯也先生、英語科代替教諭としてコーガ文子先生、数学科短時
間勤務教諭として渡部亮先生が着任されました。用務員として阪本純子さんも新たにお世話にな
ることになります。どうぞよろしくお願い致します。
さて、4 月 9 日には 123 名の初々しい新入生を迎え、新たな学校生活がスタートしました。年
度初めに当たり、今年度の計画についてご連絡致します。

１ 生徒指導について
本校は創立以来、
「自由・自主・自立」の精神を大切にした教育を行ってきました。この精神を
シティズンシップ育成の視点から追求しつつ、生徒の自立を支援するさまざまな取組を実践して
いきます。特に、平成 25 年に施行された「いじめ防止対策推進法」に基づき、本校の「いじめ防
止基本方針」を策定しています。この基本方針のもと、安全で安心して通学できる学校にするた
めに以下の取組を行います。
(1) 「学校生活のためのハンドブック」を利用して、集団生活のルールを確認し、学校全体で生
徒指導に取り組みます。
(2) 新入生に対しては、
「安全ハンドブック」を利用して、通学時の登下校経路を確認します。
(3) 全教員が生徒との対話時間の確保に努め、4 月に「面談期間」を設けて、担任による生徒状
況把握を丁寧に行います。

２ 耐震改修工事について
2012（平成 24）年度から 2014（平成 26）年度の 3 年間で、空調機の新設・更新工事を実施し
ました。皆様のご支援ご協力に厚く感謝申し上げます。また、北館東トイレの改修も大学の費用
で実施できました。
しかし、昨年度末の耐震診断の結果、北館・南館・管理棟の耐震改修が必要になりました。2016
（平成 28）年度の国家予算で要求し、認められれば 2016（平成 28）年度から 3 年計画で改修工
事を実施する予定です。耐震改修工事に伴い、校舎の増築もしくは仮設教室の設置が必要となり
ます。2015（平成 27）年度は、そのための準備期間として、改修工法や工事手順、教室補充等に
ついて検討し、大学施設企画課と協力して計画を立てていく予定です。工事計画ができ次第お知
らせし、生徒の安全確保を最優先し、教育活動にできるだけ支障がないように配慮して進めてま
いります。4 月 24 日の PTA 総会および教育後援会総会において、詳しい説明を行いたいと考え
ています。
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３

研究開発学校として

(1) 第Ⅲ期 SSH に指定
本校は、2005（平成 17）年度から 2014（平成 26）年度まで 2 期 10 年間の SSH 研究指定
を受けて取り組んできました。今年度より新たに第Ⅲ期 SSH5 年間の指定を受けることにな
りました。第Ⅲ期 SSH の研究課題は、
「
『共創力』を備えた科学技術イノベーターを育成する
ためのカリキュラム開発」としました。ここで言う「共創力」とは、科学的思考力と幅広い
視野のもとに主体的に判断し、多様な他者を組織して、主張・行動できる能力と規定してい
ます。イノベーターとは、サイエンス研究会の活動を通じて、多分野融合研究において、自
ら課題やプロジェクトを設定し、多様な他者を組織して、新たな研究領域を切り開いていく
能力を持ったリーダーと規定しました。このような研究課題のもと、具体的には以下の課題
に取り組みます。
・6 年一貫の協働型探究活動のカリキュラム作成《課題研究》
・教科横断型の課題設定のもと、理科・数学による連携授業《サイエンスイシューズ》
・サイエンス研究会を中心に、大学教員・研究者とのゼミ形式講座《イノベーターキャンプ》
・国際交流プログラムによる海外生徒との協働型探究活動《ISSS（アイトリプルエス）》
(2) ユネスコスクールとして
ユネスコスクールとは、1953 年に ASPnet（Asociated Schools Project Network）として、
ユネスコ憲章に示された理念を学校現場で実践するため、国際理解教育の実験的な試みを比
較研究する共同体として発足しています。本校は、2010 年度より「YES for ESD（Youth and
Educators’ Summit for Education for Sustainable Development）
」という東アジアを中心
とした高校生のフォーラムに参加しています。今年度は、7/4（土）～7/10（金）の 7 日間、
台湾で開催されるプログラムに参加する予定です。
(3) 国際交流事業の検討について
国際交流事業は、昨年度まで 1997 年度から始めた「GC」
（Global Classroom）の後継であ
る「YES for ESD」と、2008 年度から始めた SSH の ISSS を受け継ぐ「ScAN」という 2 つの国
際交流事業が併存していました。二つの取組みを再構築するため、スーパーグローバルハイ
スクール（SGH）への申請を行いましたが、今年度は指定を受けることができませんでした。
今後、国際交流事業をどのようにするかを検討し、これまでの本校の取組を生かしつつ、持
続可能な事業への転換を進めていきます。
国際交流事業の検討や第Ⅲ期 SSH 事業の取組を円滑に実施するため、今年度より国際交流
室とゼミ室 1 を変更し、研究部室（国際交流室を含む）を創設しました。

４

高大連携特別選抜と進路状況

(1) 奈良女子大学との連携
奈良女子大学と本校は、2008（平成 20）年度より「男女共同参画社会をリードする女性人
材の育成を目指す高大連携特別教育プログラム」を実施してきました。さらに 2009（平成 21）
年度より、同プログラムを履修した附属中等教育学校生（女子）を対象とする「高大連携特
別教育プログラムに基づく特別選抜」を実施し、現在は文学部 2 名、理学部 2 名、生活環境
学部 3 名の計 7 名を上限として、奈良女子大学に進学できるシステムができています。昨年
度の 6 年生は、6 名がこのプログラムにより奈良女子大学に進学しました。
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(2) 2015 年春卒業生の進路状況
今春の進路結果についてお知らせします。
国公立大学合格者はのべ、63 名（現役 52 名、過年度生 11 名）でした。直近の過去 10 年
間の合格数の推移は以下のとおりです。
（
（ ）内は過年度生で内数）
06合格者数 7合格者数
57(18)
50(17)

8合格者数
59(21)

9合格者数 10合格者数 11合格者数 12合格者数 13合格者数 14合格者数 15合格者数
57(15)
65(20)
60(14)
59(14)
61(16)
81(23)
63(11)

現役合格者の内訳は、奈良女子大学 9 名、大阪大学 8 名、大阪市立大学 7 名、京都工芸繊
維大学 6 名、京都大学 2 名、神戸大学 2 名、大阪教育大学 2 名、北海道大学 2 名、名古屋大
学、信州大学、京都市立芸術大学、和歌山大学、岡山大学、徳島大学、長崎大学、京都府立
大学、奈良教育大学、奈良県立医科大学、大阪府立大学、兵庫県立大学、神戸市外国語大学、
岐阜薬科大学各 1 名となっています。
今年度を振り返ってみると、国公立入試については、センター試験が好調であったことか
ら前期日程は強気で攻めて厳しい結果となりましたが、募集人数が絞られる後期日程で多く
の合格を勝ち取りました。最後まで粘り強く学習した成果であると評価しています。
今年度、昨年度と入試結果を分析して言えるのは、周りの情報に左右されず、しっかりと
腰を据えて本校の学習に取り組むことが最終的には進路実現への早道であるということです。
（詳細は、5 月には 3 年生以上に配布予定の「フォルトナ（進路のしおり）
」をご参照下さ
い。
）

５

生協支援について
本校生協食堂は、2002 年に総合教育棟が完成した時に、生徒・保護者の要望によって開業
しました。開業後 10 年以上が経過し、設備の更新等が必要となっています。生協委員会や生
協理事会において経営の効率化を図り、営業収支改善の経営努力を続けていますが、生協食
堂を存続させるためにさらなるご支援ご協力をお願い致します。
具体的な生協支援策として、以下のことを実施していきたいと考えています。
(1) 各学年での生協利用：年間 2 回
(2) 各学年 PTA での生協利用：年間 1 回以上
(3) 書籍類（副教材や基礎英語テキストなど）の注文
(4) 体操用品の注文
(5) オリジナル T シャツ・グッズの注文
(6) 同窓会での生協利用の推進

６

近畿国立大学附属学校連盟・PTA 連合会合同総会および実践活動協議会について

本年 5 月 23 日（土）24（日）の 2 日間に渡って、附属中等教育学校を会場として、近畿国立
大学附属学校連盟・近畿国立大学附属学校園 PTA 連合会共催の平成 27 年度合同総会・実践活動
協議会が開催されます。近畿 6 府県より約 300 名の学校関係者や PTA の方が来校されます。現
在、多くの方をお迎えする準備を、奈良女子大学附属学校園の PTA の皆様と一緒に進めていると
ころです。以下のような予定で大会を開催致します。ご協力のほど、よろしくお願い致します。
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日時

平成 27 年 5 月 23 日（土）

PTA 会長会

10：45~12：30

合同総会

13：30~15：00

校園長会・副校園長会・校種別分科会
平成 27 年 5 月 24 日（日）
会場

15：15~16：00

実践活動協議会 10：00~16：30

奈良女子大学附属中等教育学校

実践活動協議会全体テーマ 「若草萌ゆ～『活力ある PTA 活動をめざして』～」
24 日全体会 講演 松本 紘

先生 （国立研究開発法人 理化学研究所理事長、
前京都大学総長、本校卒業生）

７ その他
(1) 福井大学教職大学院の拠点校
奈良女子大学と福井大学教職大学院が協定を結んできた「教師教育改革コラボレーション」プ
ロジェクトを発展させる形で、附属中等教育学校が福井大学教職大学院の拠点校となる協定を昨
年度末に結びました。これにより、今年度より 2 名の教員が本校に勤務しながら福井大学教職
大学院に通うことになります。この拠点校の取組は、本校の教育を全国に発信していく機会であ
ると同時に、本校の教育を外部から評価していただく機会でもあります。拠点校となったことを
積極的に活用して、教育内容のさらなる充実に向けて努力してまいります。
(2) 第Ⅱ期 SSH の成果を出版
第Ⅰ期 SSH の成果は、
『未来を拓く理数教育への挑戦』（文理閣・2010 年 7 月）として刊行
しました。第Ⅱ期 SSH についても、国際交流事業の展開やサイエンス研究会の活躍など、多く
の成果を挙げてきました。これらの成果を広く多くの方々に知っていただくために一冊の本に成
果をまとめて出版していく予定です。今年度の公開研究会の時に販売できるように準備を進めて
いきます。
(3) 2015（平成 27）年度の主な学校行事（カッコ内の数字は学年）
4/21（火）

全国学力・学習状況調査（③）

4/24（金）

PTA・教育後援会総会

5/15（金）

全レク（②~⑥）

5/16（土）~5/17（日）

一泊行事（①）

5/23（土）~5/24（日）

近附連・近附 P 連合同総会、実践活動協議会

6/10（水）

球技大会（①~③）

6/12（金）

球技大会（④~⑥）

7/7（火）

SSH 講演会 1

9/19（土）~9/20（日）

第 71 回学園祭

10/23（金）

地球のステージ（③~⑥）

10/26（月）~10/30（金）

修学旅行（⑤）

11/6（金）

体育大会

12/14（月）

SSH 講演会 2

2/2（火）~2/5（金）

スキー宿泊行事（③）

3/1（火）

卒業式
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