
2014 年度 甲南女子中学校･高等学校 目標設定および学校評価書

１．2014 年度の学校重点目標・具体的な取り組み

本校教育理念 建学の理念「まことの人間をつくる」を基盤に、知性と品格を備え、人生や社会に対し

て前向きに取り組む自立した女性を育成する。

2014 年度

重点目標

① 生徒の「自立」を育み、「強さ」を育てる指導の充実。

② 入学者の定員を確保する。

③ 2 コース制および教育課程を検証し、改善活動を行う。

2014 年度の

具体的な

取り組み

① 学校行事、生徒会活動、部活動を通し、「自立」と「強さ」を育む。

② 説明会参加者数・受験者数を増やす。

③ 教育課程検討委員会を設置し、コース制・教育課程の検証および改善を行う。

④ 生徒の学力・教員の授業力向上に努める。

⑤ 進路実績を向上させる。

⑥ 総合学習の充実を図る。

⑦ 心身の健康に問題をもつ生徒の早期発見に努め、支援が必要な生徒の対応に努める。

⑧ 甲南女子のマナーを確立し、気持ちよく過ごせる学校環境をつくる。

２．2014 年度の各分掌・学年･教科の重点目標・具体的方策

重点目標 具体的方策
自己評価

達成状況 今後の方策

学校経営

入試広報

入学定員の

確保と

教員確保

A 入試 1 次の出願者を 150 名以

上、入学手続き者 190 名以上を

確保する。

A 入試 1 次出願者 192

名、受験者 180 名、入

学手続き者 198 名と目

標を大きく超えた。

一方、入学人数は 180

名で、目標としていた

185 名を下回った。

A入試1次の出願者を

170 名以上、入学手続

き者を 200 名以上確

保し、入学者を 185

名以上にする。

小学校 6 年生説明会参加 500 名

以上を実現する。

全 4 回の学校説明会で

全体で 1095 組、6 年生

の保護者では約 650 組

の参加を得た。この数

が出願者増につながっ

た。

阪神間以外（東播、

北摂等）への広報を

強め、さらに本校の

良さを伝える。

教員採用説明会を 2 回実施し、

採用応募者を増やす。

予定通り 2 回の教員採

用説明会を実施し、78

名の参加者を得た。ま

た、常勤講師の採用応

募者は 90名を越えた。

次年度も教員採用説

明会を 2 回実施し、

採用応募者を各教科

10 名以上確保、より

力のある教員の採用

を図る。

教務部 教育内容の

精選

教育課程委員会において、新教

育課程の問題点について意見集

約を行い、必要に応じて教育課

程の見直し、授業内容の精選を

行う。

教育課程の一部改正を

決定。

新大学入試制度の進

行状況について研究

し、必要に応じてさ

らなる教育課程の見

直しを行う。

生徒指導部 マナー教育の

徹底

登下校マナー指導を和光会と連

携して行う。

マナービデオの活用。

マナーアンケートの実

施・和光会登校時立ち

番・校内右側通行の表

示・マナーDVD 作成中。

学生視聴。

【走らない学校/走

らせない指導】を目

標としたマナー指導

の充実。

和光会活動の

充実

委員会活動の活性化。（各クラス

委員から HR へ）

KGF の充実。（全校生の参加意識

KGF プチデコに食品以

外の有志参加。（T シャ

ツ許可）・女子大ホーム

行事の主体を生徒の

手に戻す指導。

を高める工夫） カミングデイ参加・震

災 20 周年行事主催。

進路指導部 進路実績の向

上（生徒の夢

の実現）

授業内容の充実。（予習→授業→

復習の学習サイクルの徹底）

①手帳を通じて、学習

サイクルを確立するよ

うに取り組みを始め

た。

②「進路のしおり」、高

校各学年保護者への進

路説明会を通して提

供。

③国公立２次補習

①本校独自の使用法

の確立。

②よりきめ細やかな

進路情報の提供。

③難関国公立指導の

ための教員の指導力

向上。

進路指導学習（書かせる指導「書

くことは考えること」）と的確な

進路情報の提供。

補習の充実。（きめ細やかな指

導：習熟度別）

総務部 学校理念に基

づいた教育の

充実

講堂朝礼が教育理念に基づいた

ものであるようにする。

校長および各教員の協

力により実践。

全教員の参加で講堂

朝礼の指導にあた

る。

芸術鑑賞、講演会、KGF、育友会

総会などの行事において、保護

者･教員の意見を取り入れ、実現

する。

芸術鑑賞、講演会等は

教員、保護者の意見を

取り入れた。各行事に

保護者も参加できるよ

うにした。

生徒の「自立」「強さ」

につながる行事に取

り組む。

研究紀要の充実・活用に取り組

む。

多くの教員の協力で充

実した紀要が完成し

た。

教員の日常の実践記

録の形で充実を図

る。

Sアドコース センター試験

得点率80％以

上を目指す指

導の実現

各教科でシラバス・教材・補習

のあり方を再検討。

各教科で検討している

が未統合。

高校のシラバス作成

を各教科に依頼。

過年度比較による学力の分析。 データは整理済み。 5 月の職員会議で報

告。

卒業時のアン

ケートでの満

足度向上

国公立大学進学の意識づけ向

上。

対保護者:Ｓアド保護者会の充

実

対生徒:進路 LHR の充実、担任の

面談スキル向上

保護者会は例年通り実

施、外部講師による講

演で意識づけを図っ

た。また模試データの

読み方を業者よりレク

チャーした。

Ｓアドコースは国公

立を目指すコースで

あることの徹底を図

る。（生徒・保護者・

教員）

「Ｓアド」としての縦の連携強

化～Ｓアド担任会議で指導の方

向性確認。

担任会議は実施できず

経験値で対応していた

だいている。

中学生の担当者アン

ケートを復活させ

る。

人権教育 人権感覚を持

った生徒と教

師の支援・育

成

研修会を通じ、本校の伝統を知

り、本校の在り方について考え

る機会を持つ。

教員研修会を実施し

『26 人の群像』を発行

した。

引き続き卒業生の活

動を紹介する機会を

つくる。

人権映画鑑賞や関連書籍紹介、

HR・道徳、総合的な学習の時間、

授業との連携を通して、人間関

係や社会について考える機会を

持つ。

人権映画鑑賞実施（『い

のちをつなぐバイオリ

ン』）、冊子『ここから

ともに』を発行。

来年度も同様に実施

する。

人権に関連する様々な情報提供 個々の教員の相談にの

った。

さらなる情報提供に

努める。人権に関連した学習や暴力（い

じめ・ハラスメント）相談等を

通して、防止に努める。

教員・生徒の社会貢献を促し、

その機会を支援する。

環境教育 三学園体験学

習の充実

生徒の積極的な参加を促し、他

校とのかかわり合いを大切に

(特に甲南小児童に対しての指

導)活動を行う。

体験学習、および住吉

川環境教育への参加。

参加人数の拡大。
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情報教育 教育設備 IT

機器の整備・

充実

教職員の PC（2003 年購入）買い

替え。

CALL 教室の機器設備検討。

買い替え達成。 講師用 PC4 台・校外

学習持参用 PC1 台を

購入する。

CALL 教室の放課後使

用禁止。生徒の PC教

室利用を進める。

情報教育の推

進・充実

他教科の PC 教室利用の推進。

情報教育担当教員の確保・養成

情報機器設備担当者の養成。

PC教室を中 1･3高 2な

ど学年にて利用の増

加。

全教員向けタブレット

講習会を開催。情報担

当教員 2名確保。

情報教育のさらなる

充実。情報担当教員 2

名育成。

総合 探求的・協同

的活動を通し

て、主体的に

生きる力を育

む。

・「探求」の授業の新たな在り方

を探り、生徒に還元できるかど

うかを検討する（新講座の開設

など）。

・よりわかりやすいプレゼンテ

ーションをしようという態度と

技能を育成する。

新講座の開設には至ら

なかったが、くまモン

の招聘や物産展など水

俣市および熊本県との

連携を密にすることが

できた。

顔を上げたプレゼンテ

ーションを行い、わか

りやすい発表を心がけ

る態度が見られた。

多様化する生徒のニ

ーズを捉え、授業の

あり方を検討する。

質のよいプレゼンテ

ーションを見る機会

を提供する場がない

かを検討する。

国際教育 生徒・保護者

に国際交流の

楽しさを体験

する機会を増

やす。

多くの留学生を迎えるにあた

り、生徒たちと触れ合う時間を

多く持てる工夫をする。

常に時間のゆとりがな

いのが残念であるが、

文化交流においては留

学生・育友会国際交流

委員、ホストファミリ

ーそれぞれが大きな満

足感を得ていたことは

喜ばしい。

2015 年度は、送り出

し、受入れ共に、さ

らに多くの交流計画

があるので、保護

者・生徒たちの積極

的な参加、協力を呼

びかける。

保健室 心身の問題を

抱えた生徒の

把握・個人支

援の検討・共

通理解に努め

る。

保健室来室者記録を学年団やか

かわりのある教員に情報開示

し、状況理解をしやすいベース

を整える。

来室者の状態の詳細に

関しては必要に応じ、

来室記録用紙のみでな

く、PCで管理できる形

に変換し、更なる詳細

を記録に残し、関係あ

る教員の手元に配布す

る形をとることができ

た。

情報共有について記

録のみに頼るのでは

なく、できうる限り

対話しながらの情報

共有を進める。

今年度より保健日誌ソフト「え

がお」を活用し、来室状況など

を個別で数値化し健康問題を抱

えている生徒を抽出しやすいシ

ステムを作る。

頻回来室者の把握、学

年による人数の比較、

健康相談活動の記録の

抽出などのシステムの

導入・活用までできた。

来年度、引き続き運

用する。

教育相談委員会を 6 回/年開催

し、個人支援が必要な生徒に関

し、教員・スクールカウンセラ

ー・保護者・主治医等と連携し、

共通理解を図り、組織的な対

応・継続的に支援をすることで、

教育相談委員会の開催

は達成できた。

必要時、担任と協力し

ながら生徒のかかりつ

け医に出向き、継続的

な支援ができるように

支援について個別に

応じていた部分が大

半だったがアレルギ

ーに関し、類似した

ケースが多いため、

より管理しやすいよ

生徒の自立を支援する。 活動できた。 うなシステムと管理

体制の計画を立て、

提案し、運用できる

形にする。

事務室 中高収支の適

正化と教育力

向上への支援

経営上の課題を教員と共有し、

共に課題解決に努めていける組

織づくりを進める。

生徒の自律を促し、教員の授業

力向上の支援となるよう、各担

当分野で事務効率化を進める。

収支改善には定員確保

が必要。15 年度は未達

成。

研修費の適正利用を

進め授業力向上を支

援する。省エネルギ

ーや節電に努め、光

熱水費の 3％削減を

目指す。新入生、生

徒数の確保を目指

す。

中学 1 年 基 本 的 な 生

活・学習習慣

の確立

挨拶や整理整頓などの基本的生

活習慣が身に付くよう、学年全

体で取り組む。

挨拶、放課後の教室に

荷物を残さない等の指

導を重点的に学年で行

った。

重大かつ複雑な生徒

指導の問題には、

2014 年度同様、学年

全体で取り組む。

生徒は、発達段階に

おいて本格的な自己

との葛藤の時期をむ

かえる。友人関係や

学習面での指導に、

学年として一層注意

して取り組む。

日常生活だけでなく、行事やSHR

などの機会も活かして、友人関

係の構築を図り、見守っていく。

生徒指導・友人関係に

ついて、各担任の先生

方が細やかに介入さ

れ、学年全体で指導を

行うことができた。

学習面では、教科担当とも情報

交換し、年５回の定期テスト後

の振り返りシートや各学期にお

ける面談等を活かして、生徒が

基本的な勉強の「仕方」を身に

つけられるよう支援・指導する。

学習面での支援・指導

については、学年団だ

けでなく、年級委員や

高 3 の生徒にアドバイ

スや指名補習の監督な

どをお願いした。

中学 2 年 「感謝」の気

持ちを持つ生

徒を育てる。

集団の中で一人ひとりがどのよ

うに考え、行動していけばよい

かを「総合平和」をはじめ、様々

な教育活動を通して経験させ

る。

相手の事を考えて行動

すること、相手の意見

を尊重する姿勢が、「総

合平和」を中心とした

活動から学ぶことがで

きた。

より積極的・自主的

な行動ができるよう

な教育活動を行う。

中 3 のキャリア教育

につなげる。

中学 3 年 意思伝達能力

とキャリア意

識の育成

「伝える」「自分探し」シリーズ

の発展的継続ならびに高校にお

ける学びを想定した進路指導を

掲げ、学期に１回以上次の活動を

実施

・生徒発表によるプレゼンテーシ

ョン能力の育成

・自己分析シートによるキャリア

意識の育成及び進路目標の設定

・講演や討論による学ぶ意義の発

見

社会人を想定したプレ

ゼンテーションを行

い、より実践的な意思

伝達能力を育成でき

た。担任団の自己実現

の過程を話すことで、

生徒の進路意識を高め

られた。

高校 1 年時の文理選

択へ向け、学力と性

格適性の両面から生

徒の自己分析を促

す。生徒自身が、自

己実現へ向け具体的

に行動する動機づけ

を行う。

高校 1 年 高校生として

の自覚、進路

目 標 を 立 て

る。

ＨＲや進路指導部主催のプログ

ラム等、様々な機会を通して意

識づけに取り組む。

『探求』や和光会役員

の立候補等を通して高

校生としての自覚を持

てるようになった。進

路指導部主催のプログ

ラムや学年独自の進路

高 2 学年では、文理

選択でのクラス編成

や授業、また進路 HR

等を通して、さらに

進路についての意識

を高める。
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い、より実践的な意思
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の過程を話すことで、

生徒の進路意識を高め

られた。
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択へ向け、学力と性

格適性の両面から生

徒の自己分析を促

す。生徒自身が、自

己実現へ向け具体的

に行動する動機づけ

を行う。
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る。

ＨＲや進路指導部主催のプログ

ラム等、様々な機会を通して意
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『探求』や和光会役員

の立候補等を通して高

校生としての自覚を持

てるようになった。進
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高 2 学年では、文理

選択でのクラス編成

や授業、また進路 HR

等を通して、さらに

進路についての意識

を高める。



HR 等を通して、次第に

進路の意識を高めるこ

とができた。

高校 2 年 リーダーシッ

プを意識し、

主体的に行動

する。進路目

標を明確にす

る。

学校行事の中で企画、運営を行

う。年度初めに保護者会を行う

など、保護者と連携して生徒の

進路サポートを行う。模試を活

用し、面談を必要に応じて行う。

4 月保護者会を新たに

設けた。7、9月に進路

講演、自己アピールを

行った。修学旅行以降

を 3 年生 0 学期ととら

え、保護者、学校、生

徒が三位一体となり、

コミュニケーションが

図れる場を多く設け

た。冬休みにマラソン

自習室などを設けた。

今年度も 4 月当初に

保護者会を実施。

進路指導を軸とする

が、学校行事を通じ

て学年の絆を深め、

校訓を体現できるよ

う指導にあたる。

高校 3 年 生徒一人ひと

り の 自 己 実

現、一人ひと

りが互いに成

長しようとす

る姿勢をつく

る。

生徒・保護者との面談を大切に

し、コミュニケーションを重ね

て信頼関係を深める。

スタンダード、Ｓアド

ともに最後まで努力し

て、多くの生徒が満足

の行く成果を収めた。

共に学ぶ姿勢が重要だ

った。

納得のいく目標を

定め、その目標に向

けて最後まで、生徒

同士、学校で、共に

努力するという状況

をつくる。

学年団が一致協力して取り組

み、進路情報は必ず共有化する。




