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重点目標について 

１ 重点目標①について  

 

 

重点目標 

 

 

◎学園建学の精神「敬身・敬学・敬事」の三敬銘を教育の基本と

する。豊かな心と自立できる力を育み、社会から必要とされる女

性を育成する。 

・成す喜びと感動と自信を呼び起こす教育の実践をする。  

・私学の強みを出し、生徒募集に取り組む。 

 

 

委員による意見 

 

 

・建学の精神をアピールできるのが私学の強みである。しかし、

あまり知られていないのではないか。 

・建学の精神が生徒募集に繋がるように。繋がらないと私学は成

り立たない。建学の精神に基づいて設定した各コースが、将来的

にわたる需要に合致しているのか常に点検が必要。 

 

 

 

学校の取り組み 

 

 

①内向けには、始業式・終業式等の機会に分かりやすく説明する

ことを徹底する。 

②建学の精神を活かした本校の学校運営について、本年 1月に

県において発表の機会を頂いた。（資料①） 

③外に向けての PRを改善。 

１ 校門前に新たに PR看板を設置。 

２ ホームページを全面改訂中。 

 

２ 重点目標②について  

 

 

重点目標 

 

◎生徒との関わりNO.1を目指し、教育活動を実践する。 

・教職員の資質向上・指導力向上に力を注ぐことが必要である。 

・教職員の意識改革は最優先課題。 

・教科指導力・進学実績を向上させる。 

 

 

委員による意見 

 

 

・不登校生が増加傾向にあるが、十分な対応が出来るのか不安で

ある。 

・教職員の意識改革に取り組んで欲しい。 

・全国的に教員の不祥事が後を絶たない。コンプライアンスや危

機管理の徹底が必要である。 

・地域に生徒の見守りを依頼してみてはどうか。 

 

 

 

学校の取り組み 

 

 

 

①教員の意識改革を目指すこととし、2つの新規事業「教員力向

上プログラム」「自己理解向上プログラム」を通して教員力の向

上を目指す。（資料②） 

②教育相談室には、正規職員を採用し、引き続き職務に当たる。 

③学園内の懲戒規定を 1月から全面改訂し、従前職員の懲戒処

分については理事会が決定するとしていたのを改め、組織内に設

置する懲戒委員会の諮問を受け理事長が決定するとした。 

④地域との協力体制を強固なものにする。 
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進路指導 

年間計画 

重点目標 

・進路実績向上のため、全職員が常に進路指導に強い関心を持ち、同

一歩調で取り組む。生徒個々の進路目標を確実に実現できるよう、最

高最適の進路指針を与える。 

目標値設定 国公立・関関同立１０、産近甲龍２０ 

・成績上位者には難関大学入試支援室およびセンター受験コースと

連携し、実践的計画を実行する。 

・基礎学力向上主任と連携し、基礎学力の向上に努める。 

・「企業から求められる」コミュニケーション能力があり、義務教育

課程の教養をしっかりと身につけた女性の育成を実現する。 

進捗状況 

①３年生を対象に「進路説明会」於 １００年会館（就職ガイダンス

は校内）を実施。大学・短大５６校、専門学校６５校参加。 

②２年生を対象に「校内進路説明会」を系統別に分かれて実施。 

③「進路だより」を定期考査前に発行し、自宅学習の計画を立てる事

をサポート。 

④難関大対策の講演会を保護者向けに実施。 

校内評価 

①生徒は積極的に最低２校の説明を聞き、進路意識を高めた。（継続

行事） 

②キャリア教育を進めるにあたり大きな成果があった。 

③進路情報を一括して提供出来た。 

④保護者より「大変良かった」という評価を得た。 

評価委員の意見 

・学校のブランド力を上げるための職員の熱意と個別の的確な進路

指導を期待したい。 

・OGを招き成功体験を聞く機会を設けてはどうか。 

・入試改革に伴い、コース名の変更を考えてはどうか。 

・AO入試をもっと利用すればどうか。 

・人間力のある女性を育成してもらいたい。 

・入り口と出口保障に力を入れてほしい。 

改善のための 

今後の取り組み 

①さらなる難関大学合格者数の増加を目指し、難関大合格支援室お

よびセンター受験コースと連携し実践計画を立てる。次年度、センタ

ー受験コースは土曜講座で進路に密着した内容を提供し、進路意識

を高める工夫、難関大合格の為、実践的な授業展開を担当者には求め

ていく。 

②実力テストの回数を年間３回に増やし毎学期実施する。実力テス

トの分析資料を作成し、教員全体で生徒の実態を掴み、授業改善をは

かる一助として生徒の学力を向上させる。 

③１年生に対しても保護者進路説明会を実施する。進路の情報を早

い段階から保護者に提供する。 

④AO・推薦等の入試制度を活かして出口保障を確実にする。 
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人権相談 

年間計画 

重点目標 

・他者を思いやる心を育て、人権意識を高め、あらゆる差別事象に

気付き具体的行動を取ることのできる力を育てる。 

・身の回りの環境だけでなく、広く世間を見渡し社会人としての振

る舞いについての意識の向上を図る。 ＊わかる道徳から考え、気付

く道徳へ 

（１）『なかま』の活用（新版『なかまとともに』） 

（２）「共生」・「いのち」・「平和」学習 

（３）全教員の全教育活動における人権教育 

（４）専門家に協力を得ながら個別支援生徒の集団生活復帰の手助

けを行う。 

進捗状況 

①教職員向けに「人権 HRの展開」「新版なかま教本の利用」「特別

支援教育」の研修を実施。 

②全校生徒に「生命の大切さを考える防災活動」講演会を実施。 

③教育相談室で臨床心理士によるカウンセリングを継続的に実施。 

校内評価 

①特に特別支援教育研修はベテランと若手教員共に対応の仕方に

ついて意見交換が出来た。 

②社団法人防災教育普及協会事務局長の宮崎賢哉氏の講演は、実際

の映像を見ることにより生徒・職員の意識が大きく変化した。 

③ＳＣ設置により１学期は４６名の利用者があった。またカウンセ

リングにより登校できた生徒もいた。 

委員の意見 

・いじめや不登校のない明るい学び舎にして欲しい。 

・一人ひとりの「気づき」「勇気ある行動」をお願いしたい。 

 

今後の取り組み 

①生徒の多様化、個人差に対応できる教職員の研修機会を設け、生

徒・保護者に対してより良い高校生活３年間の提供を図る。 

②生徒を取り巻く環境（スマホ・いじめ・規範意識の低下・コミュ

ニケーション能力の低下等）を踏まえ、学校という集団生活を過ご

す中で、今後の社会生活における実践力（人間関係調整等）を高め

る機会、考察できる教材を提供する。 

③教育相談室のあり方や担当者の強化、利用生徒の環境整備等、外

部関係者の協力も得ながら、生徒・保護者のニーズに対応できるよ

う検討する。 
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生徒指導 

年間計画 

重点目標 

・奈良女子高校の校訓（三敬銘）、教育方針に基づき、正しく豊かな

社会生活を営む女性の育成に努める。 

・躾教育に重点を置き、品位・品格のある生徒の育成に努める。 

・生徒指導を本校教育活動の一つの柱と捉え、生徒との関わりと生

徒理解に努め、「心の通った指導」を行う。 

・今年度は、身だしなみと遅刻指導・いじめ防止に重点を置く。 

進捗状況 

①遅刻指導については昨年度より２０％減で推移している。 

②毎朝校門立哨指導することで、生徒の挨拶する割合が増加してい

る。 

③頭髪指導で注意を受けた生徒は、３％減で推移している。 

④指導連絡票の活用が、定着してきている。 

⑤定期考査で不正行為が１件あった。 

校内評価 

①遅刻度数が減少し、良い傾向にある。 

②挨拶を積極的にする生徒がかなり増加した。 

③頭髪指導については、レベルスケールを使用し、確実に高評価を

頂いている。 

④指導連絡票の内容で携帯電話・スマートフォン使用が昨年度より

減少したことは評価できる。 

⑤いじめは絶対に許さないという方針が浸透してきた。 

 

委員の意見 

・登下校のマナーが良くなり、校内でも挨拶して頂けるようになっ

た。 

・自由と規律の両立を目指して下さい。 

・生徒指導が良くなった理由を教えてほしい。 

・身だしなみの指導を徹底的に実施してください。 

・学校が変わってきていることを HPや看板で地域に知らせるべき

である。 

今後の取り組み 

①挨拶運動の強化と心ある声かけの実践を計画する。校内のどこで

も挨拶ができる生徒を育てる。 

②身だしなみ指導の継続と規律ある生活習慣が送れるよう、クラス

担任を中心に協調性のある生徒を育てる。 

③ネット利用におけるルール・マナーの向上は不可欠であり、特に

事件・事故等に巻き込まれないよう、全校集会・ホームルーム活動

を通して訴えていく。 

④HPを刷新し、看板の設置に向けて取り組んでいく。 
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基礎学力向上 

年間計画 

重点目標 

・本校が抱える低学力傾向の生徒の実態を踏まえ、基礎的・基本的

な学習内容が定着していない生徒を対象に学力補充を行い、中学校

で学習する計算問題や文章題に取り組む。 

・日常生活に必要な数学的な知識や考え方を身に付ける。また、基

礎学力診断テストの成績を上げる。 

進捗状況 

①１・２年生は普段の授業の中で基礎学力定着の問題に取り組む時

間を捻出している。１学期は朝の小テストと連動して、補習プリン

トの解説を行なった。 

②３年生は１年次から継続して実施している週１回の放課後の補

習を少人数で行なっている。 

校内評価 

①生徒の学習状況を細かく把握することができた。 

②就職試験の一般常識テスト対策に有効である。 

委員の意見 

・個別指導による「落ちこぼれ防止」を実践してください。 

・学力的に上下両面の生徒をどう上手く指導し、どう運営していく

と効果があるかを考えて欲しい。 

・朝の小テストの効果はあるのか。 

・朝に漢字テストを行なっていることは非常に良いことだと考え

る。 

今後の取り組み 

①朝の小テストの問題精選から再度取り組み、3 年計画を作成して

対応する。 

（分数・正負の数の計算、文字式の計算、平方根の計算のみで作成） 

②小テストに合格点を設定し、不合格者に対しては放課後に再テス

トを実施する。合格点に達するまで何回も受験させることを徹底す

る。 

③何回受験しても合格点に達しない生徒に関しては、個別指導を実

施する。個々の生徒の実力に合わせた課題で諦めず指導する。 

④近年漢字を書く機会が減少しているため、引き続き小テストを実

施していく。 
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通信課程 

年間計画 

重点目標 

・年間を通して徹底的に関わりを深く持ち、面談を繰り返すことに

より生徒との信頼関係を構築し、卒業後の進路保障へと繋げてい

く。 

・電話・ネットでの問い合わせにはいち早く対応し、信頼関係を持

つ。 

・各種団体主催のブース参加、資料参加を精選し、ホームページ更

新は、タイムリーかつ目立つような工夫を凝らす。 

進捗状況 

①１年次生は通信制課程のペースに慣れて順調に学校生活を送っ

ている。 

②２年次生は一部の生徒を除きほぼ順調に登校している。 

③３年次生は登校・レポート提出共に全く問題はない。 

④社会性を向上させるための校外での活動・大学見学・夏合宿・３

年次修学旅行などを計画・実施している。 

校内評価 

①保護者は学校に対して協力的であり、今後も更に連携を深め指導

を継続する。 

②登校出来ていない生徒に対して家庭訪問を強化する必要がある。 

③生徒・保護者との信頼関係を築くことができた。 

④大学見学・夏合宿共に予想を上回る参加者があり、高評価である。 

委員の意見 

・卒業１００％をもっと前面に出せば良い。 

・進学も出来る通信制として頑張って欲しい。 

・学校と家庭との連携を当事者意識のもとに密におこなって欲し

い。 

・卒業式に参加して、修学旅行等の行事が充実していると感じた。 

今後の取り組み 

①来年度、在校生が各学年１０数名となるが、１人ひとりに寄り添 

いながら、生きる力を育む教育を展開する。 

②卒業後の進路保障がしっかりできる進路指導を行う。また確実な 

進路情報を全教職員が共有できるよう、連絡系統をきっちりする。 

③刷新されるホームページを十分に活用し、本校の通信制課程の特 

色などをより他府県に広める。 

④現在実施している家庭との連携を更に強化する。ただし、生徒本 

人とメール・ライン対応は厳禁とする。  

⑤他の通信制に無い行事等を負担の無い限り実施していく。 
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コース教育（センター受験） 

 

 

 

年間計画 

重点目標 

・『受験』を常に意識するとともに、コース担当者だけでなく、難関

大学入試支援室、進路指導、各学年、担任、教科担当者と連携を密

にし、生徒一人ひとりの学習習熟度を鑑み生徒に則した指導を促し

ていく。 

・国公立・関関同立に合格実績を出す。 

進捗状況 

①難関大学入試支援室・コース・教科間で月２回以上のミーティン

グを実施。 

②模試の結果分析を基に、個々の生徒に合った指導を行っている。 

③夏合宿を学年ごとに実施。 

校内評価 

①他教科の情報も共有でき、個々の目標設定がしっかり出来た。 

②目標偏差値に少しずつ近づいている。 

③外国語（英語）を中心に発展的学習に取り組めた。 

委員の意見 

・進路指導をする際に傾向と対策を怠らないようにお願いします。 

・進路保障は学校の知名度向上に欠かせないもの。是非とも進学に

力を注いでいることを世間に認知してもらえるよう、頑張って欲し

い。 

・卒業生全員の進路先を参考にして、弱点を探し出口保障を確実な

ものにして欲しい。また、満足度も大切なので今後に活かしてほし

い。 

 

 

 

 

 

今後の取り組み 

①英語力の強化（授業内容の再確認、GTEC受験など）を最優先と

し、全員が進学を意識して生徒の指導に当たる。 

②保護者、生徒への情報提供と適切な受験指導を心掛ける。 

特に通信文の作成、コース集会などを実施して情報提供を進める。 

③学習用ソフト Classi、マナビジョンなど ICTの活用を積極的に取

り入れ、新しい教育指導を展開する。 

④出口保障の満足度を調査し、次年度に活かしていく。 
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コース教育（文化みらい） 

 

年間計画 

重点目標 

 

・サービス接遇検定・ニュース検定・他の諸検定（３級以上）の合

格を目指す。 

・諸行事は参加・体験型の学習を中心に行い、生徒の視野を拡げる。 

 

 

進捗状況 

①コース目標としているサービス接遇検定合格者を複数名出すこ

とが出来た。 

②土曜日を利用してならまち散策を実施。また行事の報告書を生徒

が作成している。 

 

校内評価 

①各種検定受験者が増加してきていることは、評価できる。 

②部活動をしている生徒が多数在籍していることを意識して、コー

ス行事を企画・立案出来た。 

 

 

 

委員の意見 

・奈良の良さをもっとアピールして欲しい。（世界遺産を学ぶ） 

・進路・就職に対応できる能力を身につけさせるキャリア教育に力

を入れて下さい。 

・女性の社会進出が期待される世の中となり、知識に加え思考力や

コミュニケーション能力を鍛える学びを心掛けて欲しい。 

 

 

 

 

今後の取り組み 

①コースで取り組んでいるサービス接遇検定の合格者増加を目指

す。 

②土曜講座内で校外体験型の実施回数を増やす。また奈良の寺院や

名所を巡る体験も導入する。 

③日本の伝統を継承するため、書道体験の実施を積極的にする。ま

た実施回数を増やす。 

④基礎学力を向上させ、知識・思考力・コミュニケーション能力を

鍛える取り組みを継続する。 
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コース教育（エレメンタリーミュージック） 

 

年間計画 

重点目標 

・楽譜の読み書き、正しい読譜力、リズム力の育成。 

・ソルフェージュ力・演奏技術の育成とコンサート活動。 

・各楽器の演奏技術応用力と進路実現。 

 

 

進捗状況 

①楽譜の読み書きを主に鍵盤を使って学び、五線、記号、音読コー

ドが出来るようになった。 

②ヴァイオリンの基本的な奏法を理解し、実際に音を鳴らして簡単

な旋律を演奏出来るようになった。 

③障害施設「ひかり園」の輝きコンサートにボランティアとして参

加。 

 

 

校内評価 

 

①コードネームからベース音の判別をし、曲に合わせてピアノが弾

けるようになった。 

②ピアノ・ヴァイオリン・ドラム・ベース等アンサンブル力が上が

った。 

③ボランティア活動を通してマナーの向上が十分に出来た。 

 

 

 

 

委員の意見 

・実技と理論の両面から音楽の奥深さを味わってもらいたい。 

・音楽の持つ不思議な魅力を体験させ、周りの人に感動を与える活

動をお願いする。 

 

 

 

 

今後の取り組み 

①自主練習の習慣を更につけさせ、読譜力を総合的にあげ、アンサ

ンブル活動に生かしていく。 

②今年度同様、応用的な楽器の技術向上プラスより表現力を磨いて

いく。 

③ボランティア活動により自主性を育み計画をたてること、また地

域にも目を向けて活動をしていく。 
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コース教育（パティシエール） 

 

 

年間計画 

重点目標 

・基本的な知識・技術の習得と「おもてなし」の心を養う。 

・目的に応じた作品を創作できる実践力を習得する。（各種コンテス

ト参加） 

・「食・栄養・健康」についての実力を向上させ、製菓を通して自己

発信出来る生徒を育てる。 

 

 

 

進捗状況 

①校内販売活動に向けて商品制作に取り組んだ。 

 （部活動全国大会出場壮行会激励スィーツ等） 

②スィーツ甲子園近畿大会出場（全国大会は出場出来ず） 

 和菓子甲子園本戦出場・カレー甲子園予選敗退（７月１８日放送） 

③ボランティア活動への積極的参加。（白寿苑等） 

 

 

 

校内評価 

①生徒自らが作成した商品をお客様にきっちりと説明できるよう

になった。 

②スィーツ甲子園全国大会が出来ず、残念な結果となる。 

③ボランティア活動ではかなりの高評価を得た。 

 

 

 

委員の意見 

・全国大会出場で学校の知名度が上がった。 

・「創る技術」と「もてなしの心」を体得できればありがたい。 

・計算はできて当たり前で接客も出来るように指導してほしい。 

・三条通に店を出すなど考えればもっと良くなる。 

・垂れ幕や横断幕を作ることも必要。 

・外部の厳しさを学ばせる。 

・卒業生の成功例を聞かせてみてはどうか。 

 

 

 

今後の取り組み 

①生徒ひとりひとりの能力に応じた、製菓に関わる知識や作業能力

の向上をはかる。 

②コース授業・活動・コンテスト参加、また学校外団体や関係者と

関わること等で多面的に生徒の製菓の資質向上や、卒業後の進路に

つなげる。 

③在校生に対し、卒業生の体験談を取り入れ、社会での厳しさを学

ぶ。 

④販売活動を積極的に実施する。 
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コース教育（イラストデザイン） 

 

 

年間計画 

重点目標 

 

・イラストやコンピュータグラフィックス作品を通して自分の考え

を他者に伝え、他者の声を理解する能力を身に着ける。 

・コンピュータを用いて質の高いデジタル作品を制作する。 

・デジタルメディアの特性を理解し、使いこなす技術を身に着ける。 

 

 

 

 

進捗状況 

 

①Adobe Illustrator・Photoshopの基本操作を身に着けデジタル作

品を作り始めている。 

②すべての基礎となるデッサンや色彩構成を行い、考えを形（作品）

に出来つつある。 

③自分の作品に応じたソフトを自ら選択し、他者に伝え、訴える作

品作りが出来ている。 

 

 

 

校内評価 

①基本操作が出来るようになったことは、評価出来る。 

②コンピュータだけではなく質の高い作品作りに繋げて欲しい。 

③デジタルメディアの特性を理解し、公募コンテストに入賞出来て

いる。（赤い羽根募金バッジ・献血運動啓発ポスター等） 

 

 

 

委員の意見 

・協同募金運動に携わっているので、バッジのデザインが採用され

て喜んでいる。3年連続を狙って欲しい。 

・質の高いデジタル作品に挑戦して欲しい。 

・作品をもっと外部に発信してほしい。 

 

 

 

今後の取り組み 

①質の高い作品に繋げるため、作品の見せ方指導に取り組む。 

②参考になるような作品や展示を見せる。 

③公募コンテストに積極的に取り組む。 

④アナログを軽視することなく、現在実施しているデッサン授業も

充実させていく。 

⑤作品展示について広報の仕方を含め検討を加える。 
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コース教育（保育） 

 

年間計画 

重点目標 

 

・人として信用され、未来の保育者としての基本姿勢を身に着ける。 

・放課後の活動も含め、全てのコース活動は学びであることを意識

する。 

・実習やボランティア活動に積極参加する。 

・献身的な姿勢で取り組み、進路実現に繋がる保育活動を実践する。 

 

 

進捗状況 

①学園幼稚園長より講話・観察実習での基本姿勢を教えて頂く。 

②にこにこまつり・学習発表会・観察実習・お誕生日会等確実に行

事をこなしている。 

③校外ボランティア活動（県障がい者スポーツ大会）を通して、貴

重な経験をしている。 

 

 

校内評価 

①幼稚園実習は欠席することなく笑顔を絶やさず出来ている。 

②年間の行事がかなり多いが、意欲的に参加・活動出来ている。 

③今年度から参加したスポーツ大会では、コース全員が初めての業

務を一生懸命こなしたことは、高評価である。 

 

 

委員の意見 

・子育て支援は地域等でも重要課題。 

・幅広い素養を身に着けて欲しい。 

・実習後の報告書の書き方まで指導するほうが良い。 

・卒業生の成功体験をもっとしっかりと伝える。 

・基礎学力をしっかりつけて欲しい。 

 

 

 

 

今後の取り組み 

①幼児教育の学びを通して人間性を高める。 

②校外ボランティアに積極的に参加し、奉仕の精神を養う。 

③プロの外部講師の講習で身につけた技術、知識を生徒間で伝承し

合える関係性を築く。 

④実習報告書をキチンと作成する。 

⑤幼稚園長を含め、OGの体験談を取り入れる。 

 

 

 

 

 

 


