H31.4.25 時点

奈良県立国際高等学校の概要（素案）
参考資料

平成３１年４月
奈良県教育委員会

１ 国際高校整備計画案
教

務

管理運営

４月

５月

６月

国際高校設置事務開設
・学校設定科目確定、内容検討

・グランドデザインの検討

・教育課程（単位数）確定

・部活動の検討

・第二外国語検討チーム設置

・学校行事の検討

・リーフレット作成

・校章の公募開始

・第二外国語の検討・決定

・学校行事の調整

・教科書の選定

・学校運営組織の検討

・学校説明会開催（6/1）

・制服の検討

・中学校訪問

・学校指定物品検討委員会開催

・第二外国語の決定

・制服の決定

・海外研修等の内容検討

・教員組織の検討開始

・姉妹校・連携校の検討
・入試科目・配点等の決定
７月

・教科書届出

・学校運営組織枠決定

・洋書の購入

・留学費用助成検討

・海外・国内大学との連携検討

・学校行事概要決定

・ルーブリック・シラバス検討開始
８月

・第二外国語モデル実施

・学校指定物品決定、必要経費の積算

・海外研修等の内容決定

・生徒指導内規作成
・進路指導計画作成
・校則の調整開始

９月

・学校説明会開催(9/28)

・校章の決定、校旗の作成

（モデル授業の実施）

・入学後の必要経費の周知

１０月 ・募集人員発表

・年間行事計画作成

・ＡＬネットワーク構築事業（予算要求） ・危機管理体制マニュアルの検討
・入学のしおり作成
１１月 ・副教材検討
１２月 ・教務内規作成
１月

・入学式準備

２月

・特色選抜入試業務

３月

・一般選抜入試業務

・校務分掌等組織表作成

・合格者説明会の開催

・危機管理体制マニュアル策定

参考 1

２（仮称）国際高等学校設置に向けた審議過程
平成３０年
８月１６日 第１回教育内容検討チーム

於 登美ケ丘高校

県教委：堀川次長他４名

学校：校長、教頭他２名

内容 ：適正化実施計画概要及び趣旨説明
８月２９日 第１回有識者会議

於 県庁

県教委：堀川次長、深田学校教育課長他５名
有識者：奈教大准教授 （株）アイエスエイ統括本部長・関西支社長
内容 ：国際高校の理念・方向性
９月２６日 意見聴取

於 県庁

県教委：堀川次長他２名
有識者：東進ハイスクール西大寺校舎長他１名
内容 ：国際科設置・バカロレア認定に向けた留意事項
９月２７日 先進校視察

於 東京都立国際高校

県教委：学校教育課２名
１０月 ４日 第２回有識者会議

於 県文化会館

県教委：竹本参与、深田学校教育課長他４名
有識者：奈教大准教授 （株）アイエスエイ関西支社長
内容 ：国際高校教育方針・入学者選抜
１０月 ５日 先進校視察

於 横浜国際高校

県教委：学校教育課 教育研究所
１０月 ９日 中高接続に関する意見交換会

於

計２名
大和郡山市中央公民館

中学校：中学校長会長他５名
県教委：堀川教育次長、深田学校教育課長他７名
内容 ：国際高校を中心とする今後の入学者選抜の在り方
１０月 ９日 第２回教育内容検討チーム
県教委：中野参事他４名

於 登美ケ丘高校
学校：校長、教頭他２名

内容 ：国際高校教育方針・入学者選抜
参考 2

１０月１２日 意見聴取

於 県庁

県教委：中野参事他４名
有識者：ベネッセコーポレーショングローバルラーニング課担当
内容 ：国際科設置・バカロレア認定に向けた留意事項
１１月 ９日 第３回教育内容検討チーム
県教委：中野参事他２名

於 登美ケ丘高校
学校：校長、教頭他２名

内容 ：国際高校教育方針・入学者選抜
１１月１３日 第１回県立国際高等学校検討協議会
県教委：堀川次長他３名

於 県庁

学校関係者２名

有識者：奈教大准教授 （株）アイエスエイ関西支社長
内容 ：ワーキンググループの設置、国際高校教育方針・入学者選抜
１１月２８日 第１回教務ワーキンググループ会議
県教委：中野参事他３名

於 県文化会館

学校：小谷教諭

内容 ：国際高校教育内容、入学者選抜
１１月２９日 第１回管理運営ワーキンググループ会議
県教委：竹本参与他５名

於 県文化会館

学校：教頭

内容 ：制服について
１１月３０日

意見聴取

於：高取町立高取中学校

県教委：中尾係長他１名
内容

学校：中学校進路担当者２０名

：入学者選抜の在り方について

１２月１４日 第２回教務ワーキンググループ会議
県教委：中野参事他３名

於 県文化会館

学校：小谷教諭

内容 ：コース設定、教育課程
１２月１４日 第２回管理運営ワーキンググループ会議
県教委：竹本参与他５名

学校：教頭

内容 ：制服・部活動について

参考 3

於 県文化会館

１２月１７日 意見聴取

於 県庁

県教委：堀川次長他３名
有識者：東進ハイスクール西大寺校舎長他２名
内容 ：国際高校の教育内容について
１２月２０日 第４回教育内容検討チーム
県教委：中野参事他３名

於 登美ケ丘高校
学校：校長、教頭他２名

内容 ：教育内容、コース設定、教育課程、制服、部活動について
１２月２５日 第２回県立国際高等学校検討協議会
県教委：吉田教育長他４名

於 やまと会議室

学校関係者２名

有識者：奈教大准教授 （株）アイエスエイ関西支社長
内容 ：有識者（アイエスエイ教育サービス統括本部長）による講演
国際高校教育方針、教育内容、制服、部活動について

平成３１年
１月１７日

２０１９年度ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム
構築支援事業公募説明会

於

１月１８日 第３回教務ワーキンググループ会議
県教委：深田課長他３名

三田共用会議所

於 教育委員室

学校：小谷教諭

内容 ：コース設定、教育課程、留学生受け入れ、第二外国語について
１月２１日 第３回管理運営ワーキンググループ会議
県教委：竹本参与他４名

於 やまと会議室

学校：教頭

内容 ：今後のスケジュール、指定物品、校歌、教員配置について
１月２３日 第５回教育内容検討チーム
県教委：大西課長他１名

於 登美ケ丘高校
学校：校長、教頭他２名

内容 ：今後のスケジュール、教育課程等について
１月２４日 第３回国際高校検討協議会 於 教育委員室
県教委：吉田教育長他４名

学校関係者２名

有識者：奈教大准教授 （株）アイエスエイ関西支社長
内容 ：教育方針、教育内容、今後のスケジュールについて
参考 4

２月１４日 AFS 訪問

於 AFS 大阪オフィス

堀川次長他１名
内容：留学生の受け入れについて
２月１８日 適正化実施計画説明会 於 教育研究所
中学校教員対象
２月１９日 第４回管理運営ワーキング会議
県教委：竹本参与他５名

於

文化会館集会室 E

学校：渡部教頭

内容：コミュニティ・スクール、グランドデザイン、制服の選定
教員配置、部活動
２月２２日 第１回指定物品検討委員会
県教委：大西課長他３名

於 教育委員室
学校：事務長

検討委員：高等学校 PTA 代表
２月２３日 国際高等学校

学校説明会 於 奈良県立郡山高等学校

２４日 国際高等学校 学校説明会 於 奈良県立畝傍高等学校
２月２７日 第４回教務ワーキンググループ会議
県教委：深田課長他３名

於 教育委員室

学校：小谷教諭

内容：教育課程、入学者選抜、第二外国語、姉妹校・連携校
大学との連携、単位制・学期制
３月 ６日 JFIE（日本国際交流振興会）訪問

於 JFIE 関西支部

教育長他１名
内容：留学生の受け入れについて
３月１５日 第５回管理運営ワーキンググループ会議
県教委：竹本参与他５名

於 文化会館第１会議室

学校：渡部教頭

内容：グランドデザイン、部活動、校章の公募、教員の配置
３月２８日 第５回教務ワーキンググループ会議
県教委：深田課長他４名

於 文化会館集会室 E
学校：小谷教諭

内容：教育課程、第二外国語、入学者選抜、WWL 事業
参考 5

３月３０日 留学フェア in 奈良

於 奈良県立郡山高等学校

小・中・高校生とその保護者対象
平成３１年度
４月 ２日 国際教養大学訪問 於 国際教養大学（秋田）
教育長
内容：高大連携について
４月 ９日 第二外国語意見聴取 於 奈良教育大学教職大学院
県教委：中尾係長他２名
有識者：奈良教育大学教職大学院

吉村 雅仁 教授

内容：第二外国語案について
４月１２日 国連世界観光機関（UNWTO）

於 教育長室

教育長他１名、国連世界観光機関本保代表 他５名
内容：UNWTO、国際高校、県教委の連携について
４月１６日 第６回管理運営ワーキンググループ会議 於 教育委員室
県教委：竹本参与他６名

学校：渡部教頭他１名

内容：グランドデザイン、部活動、校章の公募、教員の配置
４月１７日 第６回教務ワーキンググループ会議 於 教育委員室
県教委：大石課長他４名

学校：小谷教頭他１名

内容：教育課程、第二外国語、入学者選抜
４月２３日 第６回 教育内容検討チーム
県教委：山内主幹他１名

於 登美ケ丘高校
学校：校長他２名

内容 ：教育内容、学校生活について
４月２４日 第二外国語意見聴取 於 大阪大学
県教委：中尾係長他１名
有識者：大阪大学日本語日本文化センター 今井 忍 教授
内容：第二外国語案について

参考 6

