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今　年　度　別　重　点　目　標

６ コースの目標を明確に再設定し、３年間でどのような生徒に育て
るかということを中学校、学習塾に伝えることを基本として生徒募集
活動を行う。

基本的生活習慣と学習習慣を身につけ、自律的に行動できる生徒を育てる。

一人ひとりの生徒の学習・生活状況を的確に把握し、適切な対応が
できる体制を整える。

開設３年目の通信制課程を実質ともに軌道に乗せる。

　　　具　体　的　目　標
具　　　体　　　的　　　方　　　策 評価

Ｂ

総合評価

　　学　　校　　運　　営　　方　　針 ○ 敬身・敬学・敬事の三敬精神に基づき、豊かな心を育み、現代社会を逞しく生きる女性を育成する。  生徒とのかかわりNO.1。一人ひとりの可能性を引き出し伸ばす。

Ｂ

　　昨　年　度　の　成　果　と　課　題 具　体　的　目　標

　今年度、全力で生徒の為、活気ある学校にする
為、生徒募集活動を実践する。全日制課程は安
定的人数（１５０名）とし、通信制課程は年度中に
在籍生徒２０名を目標とする。生徒募集戦略を練
り直し、広報資料発信機会を増やす。また、難関
大学入試支援室と基礎学力向上を組織的に取り
組み、学校としての総合力向上を目指す。進学実
績は学校における「様々な教育活動の連鎖」の賜
物であることを一人ひとりの教職員が認識し、国公
立・難関大学に10名以上、合格・入学させるを目
標とする。

全教員が数値目標を共通理解し、生徒募集部と連携し積極的に動いて結果を出す。

「ありがとう・ごめんなさい」が言えること、挨拶の励行、文武両道、時間厳守、欠席・遅刻および頭髪違反者の減少。エコを意
識し環境に配慮した生活習慣を身につけた女性の育成。学力向上、進学実績向上に向けて施策を練る。

本校教員にしかできない組織力・かかわりをもって国公立・難関大学に１０名を合格させる。また、学校不適応生徒の対応とし
て教育相談室との連携、いじめを許さない集団づくり、命の大切さを学ぶ機会の提供を図る。

今年度（前期・後期）中に在籍生徒２０名を獲得する。

 評価項目 取り組んできたことの成果 （○） と 改善のための方策 （▲）

学習指導

　学力層の幅が広い生徒たちに
「わかる喜び」「学ぶ喜び」「できる
喜び」を与えられるように授業力
を磨き、授業の展開を工夫する。

小テストの実施（漢字・英単語）
目標…朝の読書の時間やＳＨＲを利用して基礎学力の向上を目指す。

Ｂ
○朝のＳＨＲを使って対応しているが、結果として基礎力向上までにはもう少し時間が必要。
▲結果としては出ていないが、継続する習慣は出来た。プロセスは良い。

放課後の補習
目標…授業で消化できなかった項目について、その日のうちにマスターする。

授業内容と教材研究
目標…年度計画（シラバス）に沿って授業の速度・教材内容を確認する。

Ｂ
○生徒アンケート・保護者アンケートの内容から十分でないところもある。教科主任の指導力を高めて対応している。
▲教科指導をする上で、教科主任からの指導助言を繰り返すことが重要。

○難関大学支援室は雰囲気が整いつつある。一方、基礎学力の補習がコース活動との兼ね合いで十分ではない。
▲放課後に活動が多すぎる。週2～3で調整が必要。

研究授業
目標…授業力向上を目指し、常に分かりやすい授業を追求する。

Ｂ
○研究授業を参観する先生が増える傾向にある。特に他教科の参加が出来るようになってきた。
▲教科担当者が全員で見学をすることが困難なため、オープンで行き報告書の形を取りたい。

難関大学入試問題対策
目標…個別指導をする際に、ストレスなく質問に答えられるよう大学入試問題に取り組む。 Ｂ

○生徒をまだまだ伸ばし切れていないことが問題としてある。定期的な情報交換がまだ必要である。
▲進路指導のノウハウを全員に伝える機会を持つことが最優先である。

○平成３０年度のカリキュラムに関しては、ほぼ完成した。時間割変更に関しても円滑に行えた。
▲コース改編に伴い新たな課題が発生しているので、再度練り直しが必要である。

・６コース体制、通信制の開設３年目、保育学院の授業等により、時間割、施設の共有等が円滑に行
われるよう連携を密にする、。

Ｂ
○通信・学院の教務担当者との連携・連絡・調整は円滑に行えた。
▲調整はきちんと出来ているが、大きな行事を設定する場合は細部まで検討が必要。

・教育相談室担当者と連携を取り、定期考査時の対応、欠席日数、欠課時数等、認定制度の更なる
発展的運用を考える。

Ａ
○相談室担当者との連携は円滑に行えた。
▲今年度システムを少し変えたが、以前のやり方をしている教員がいるため、理解を更に深める必要あり。

進路

　進路相談を密にし、生徒が自ら
未来を開拓することができるよう
上手な橋渡し役になりながら、真
の意味で最高最適の進路保障を
する。また、その結果が進学実績
の向上に繋がるよう指導に努め
る。

・情報の取捨選択をはかり、ガイダンスを通して情報提供がスムーズに行われるように学年主任と連携
をとる。１年生・２年生の進路情報、ガイダンスも十分行う。学年主任と連携をとり進める。

Ａ
○１年生は新たに１１月に進路ガイダンスを実施。２年生のガイダンスも内容を変更。情報提供は各学年強化した。
▲１・２年次に進路を考える機会が持て一歩前進した。更に知りたい情報を提供出来るよう取り組みを考える。

教務

　学年・コース・授業等の運営に
当たり、Ｈ２９年度・Ｈ３０年度を見
据えた流れを確立し、それに伴う
諸問題に対応する。

・カリキュラムが複雑化している現状を熟知し、単位数等間違いのないよう点検確認を行う。また、生徒
にとって学習活動が円滑に遂行できるように最善の方法を考える。

Ｂ

・指定校推薦に頼らず、公募推薦で産近甲龍以上に合格することができるような生徒を多く育成する。
特に、進学実績向上チームと連携し、伸びの確認とサポート体制のすりあわせを定期的に行う。、

C
○産近甲龍以上を合格させることは期待できる。中堅大学へセンター受験コース以外の生徒は増えた。
▲指定校に流れた生徒もいるが、センター受験コース以外で難関大に意識を持つ生徒が増加してきている。

・１年生対象基礎学力向上補習を遂行する。

C
○校務目標通り基礎学力への意識づけは軌道に乗り始めている。
▲補習体制を確実に整え、人員確保をしていきたい。放課後の重なりが多い為、時間の調整が課題である。

・教科との連携を図り、各種検定の合格率をあげる指導の充実。３年１学期までに３級以上の資格を一
つ以上取得する。
　（パソコン検定、漢字検定、英語検定、日本語検定、ニュース検定、サービス接遇検定等） Ｂ

○漢検２級・英検２級とも合格者が２年生に複数名合格者が出た。しかし３級以上の合格者は各検定ともにまだまだである。
▲検定対策を実際の授業で展開する必要がある。

評価の指標
進路先未定者数
   A:1１人以下  　　  B:１２～２０人以下    　　C:２１～３０人以下   　　 D:３１人以上 Ａ

○就職は現在のところ内定は１００％。センターを中心に入試が続いている。卒業を目標とする生徒は現在３名。
▲就職については、更なる補習を早い段階から始め、日ごろから欠席について注意喚起をする。

人権
相談

　生徒自身が、「気付き」「学び合
い」「振り返り」をすることにより、
人権感覚を養い、人権に関する
課題について主体的に解決しよ
うとする態度を育てる。

・人権ＨＲが画一的にならないよう、各学年で内容の事前準備、実施後の反省や意見交換を行い、生
徒の人権感覚に訴えることができるよう展開を工夫をする。また今年は戦後７０年という節目にあたるた
め、戦争と平和について学ぶ機会を持つ。 Ａ

○防災についての学習会を設定、様々な立場から「人権」についての概念を深めている。
▲新しい切り口から命を考えさせた。次年度に繋げていきたい。

○教育相談担当者が慎重に一人一人の生徒に対応し、学校生活を継続できるよう支援を続けている。
▲利用者の人数が増加しているため、部屋の確保が必要。

・教育相談室担当者、臨床心理士と連携を取り、生徒の居場所作りはもちろんのこと退学防止に努め
る。 Ｂ

○常に関係担当者が連携をとり生徒の現状や今後のあり方について検討をはかり、生徒の対応にあたっている。
▲年度末に退学者が出た。状況は悪くなかったが思い込みが激しい生徒への柔軟な対応が必要。

・認定生徒が３年進級時に自クラスに戻れるように担任、学年主任、コース主任とともに関わりを深め
る。 Ｂ

○各生徒の学年、担任と連携をはかり生徒個人に応じた対応をはかっている。
▲担任によっては任せきりの場合があった。細やかな声かけと係わりが全員に必要。

　不登校生徒や情緒不安定気味
な生徒に対して相談にのったり、
安定した学校生活が送れる場所
の提供等、よき理解者となる。

・教育相談室運営について、「困った生徒」ではなく、「困っている生徒」という視点でかかわりを持つ。
また、保健室と連携し、カウンセリングが必要な生徒への紹介を慎重に行う。 Ａ

　学年運営とともにコース運営の
推進は、学校運営の柱であること
を全教員が共通理解する。コー
ス主任は担当者と取り組み内容
を点検精査し、コースとしての独
自性あるカリキュラムの発展的改
編、教育活動の内容、展開を工
夫し改善する。

センター受験コース
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、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。

Ｂ
○難関大学をはじめ合格を勝ち取るために、できることをやっている。
▲結果として何とか昨年以上の結果が出せた。特に英語力の底上げが課題。

文化みらいコース
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。また諸行事は参
加体験型の学習を中心に行い、生徒の視野を拡げる。

Ｂ
○６月と１１月にサービス接遇検定を実施。合格者はのべ１８名。
▲検定受験者の増加はあったが、合格率を上げることを最大の課題としたい。

エレメンタリーミュージックコース
目標…楽譜の読み書き、正しい読譜力、リズム力の育成。またソルフェージュ力・演奏技術の育成とコ
ンサート活動に取り組む。

Ａ
○学年によって個別指導を昨年度よりも特に多く実施し、できる喜びを増やす取り組みを行った。
▲基礎からライブ活動まで頑張れた。２年生の活躍が大きな課題である。

スポーツサイエンスコース
目標…スポーツを通じて将来、社会に出てからも通用するように人間形成を図る。 Ａ

○生徒の頑張りは非常にある。直ぐに社会に出せる育成ができている。
▲引退後の取り組みを考える必要あり。卒業まで頑張らせることを心掛ける。

パティシエールコース
目標…基本的な知識・技術の習得と「おもてなし」の心を養い、目的に応じた作品を創作できる実践力を習得する。
「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できる生徒を育てる。

Ｂ
○生徒一人一人の能力の向上をはかるとともに、コース全体としてコース目標に相応しい存在であるよう努力を重ねている。
▲全国大会出場が出来なかった。コンテスト以前の関係作りを課題としたい。

イラストデザインコース
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。また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。

Ｂ
○展示会など人に自分の作品を見せる機会を設け、能力向上に取り組んだ。
▲２年連続で賞を取った生徒もいるが、それ以外の底上げが難しかった。

Ｂ
○自学自習の習慣づけはほぼついてきた。
▲受験級、受験校の合格への意識づけ

文化みらいコース
目標…日本文化に興味関心や意欲を持って学ぶことが出来る。 Ｂ

○書道や日本食（寿司）の体験で、生徒たちはそれぞれに興味関心を抱いた。
▲実施に至るまでの企画・立案を早い段階で伝えることを課題としたい。

保育コース
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。また実習やボランティア活動に積極参加する。

Ｂ
○学年によってコース活動への意欲にむらがあり、自己の責任を全うするという基本が備わっていない。保育フェスタでにわか
に結束力が高まったが、今後の活動を計画的に進める必要がある。
▲最後のフェスタの前日まで段取り不足があり、縦と横の関係構築が最大の課題である。

Ａ
○展示会や外部講師の授業などを通してさまざまな経験をさせている。
▲生徒の活動は良くできた。新しい企画を考えることも必要。

エレメンタリーミュージックコース
目標…音楽に取り組む姿勢を身に付け音楽の技術向上をはかる。 Ａ

○２月のライブ活動に向け学年でのアンサンブル活動を（１つ仕上げるという達成感）実施中である。
▲時間を見つけ良く頑張ってくれた。後輩に如何に繋げるかを課題とする。

スポーツサイエンスコース
目標…スポーツを通じて人間性の向上を図り、仲間と協力して取り組む。 Ｂ

○各種スポーツの技術向上やメンタル面の強化などの充実を図った。
▲変化のある取り組みが出来なかった。経験したことのない実技や講義を入れる。

保育コース
目標…日ごろのコース授業で身につけた知識、技術を様々な発表の場を通して表現する。また、３年
はコースの模範として、２年は１年の見本として各自の言動に責任を持たせる。 Ｂ

○表現、音楽、歌唱には専門の講師から生徒の実情に合った指導を受け、個々および全体の質が向上。生徒を見守りながら
指導を図ったため団結力は高まった。
▲２年生の団結力が大きな課題。生徒の見守りを強化する必要あり。

土曜講座

　各コースが設定しているコース
目標について進捗状況を確認す
るとともに、生徒の状況をよく見な
がら内容については吟味、修
正、改善を図る。

センター受験コース
目標…資格取得、受験対策学習を充実させる。

パティシエールコース
目標・・・製菓に関わる知識・技術を学習し、その内容を活かし、資質の向上を図るとともに、協調性・
社会性など人間力の向上を培う。 Ａ

○外部講師授業、校外研修など様々な環境からのアプローチをはかっている。
▲土曜日の充実はかなりあった。販売活動にも力を入れたい。

イラストデザインコース
目標・・・コース活動の内容の充実を図り、協力することや責任感・達成感を経験させる。

学校運営



１） 評価基準；　達成度を基準にＡ～Ｅを記入する。　（Ａ：100～90％　　Ｂ：89～70％　　Ｃ：69～50％　　Ｄ：49～30％　　Ｅ：30％未満）
　　　　２）記入時期・記入欄；　平成２９年１月２３日（月）までに評価（１月）の欄にA～Eを記入し、○取り組んできたことの成果▲改善のための方策を記述で記入する。
　　　　３）土曜講座・学校運営の各コース、各学年欄については、コース主任、学年主任が今年度これだけは達成したいという目標を一つだけ記入する。

  　　　　　　　　　　　　　４）入力済報告---教頭

生徒指導

　生徒指導を本校教育活動の柱
の一つととらえ、生徒とのかかわ
りと生徒理解に努め、心の通った
指導を行う。

・身だしなみ及びマナー指導を生徒会/女性教育課と連携し建学の精神を具現化した女性を育成す
るために全校集会、学年集会を開催し意識の定着を図る。

　公の精神を育て、規範意識の
向上を図る。

・いじめ問題の重大性をすべての教職員が認識し、気付く力、観察する力を持ち、未然防止に努め
る。事象が惹起した時は組織的に取り組み、報告・連絡・相談を密に行い記録に残す。

Ｂ

C

○全校集会、学年集会などで定期的に身だしなみやマナーについての指導を行っている。
▲生徒への啓発は非常に確実だったが、効果として十分ではなかった。担任と連携をもっとする。

・遅刻、欠席防止の徹底。特に遅刻については（平成２７年度の遅刻度数減を目指す。）(予鈴５分前
の入室の徹底と保護者との緊密な連携、累計回数による指導を確実に行い、学年主任はその状況を
把握する。）

C
○担任をはじめ各学年で遅刻、欠席防止に心掛けている。
▲不登校生が増加しているため、極端な減は望めない。こつこつと積み上げていく。

・教員の共通理解のもと、服装、頭髪、化粧等、違反生徒への同一歩調での指導を徹底する。(スカー
ト丈の長さを守り、腰スカートをしない。〉 Ａ

○違反生徒を見つけ次第、指導。指導連絡票への記入を行っている。
▲指導連絡票をもっと活用して、厳しい対応を考える。

○生徒への目配り、関わりに差が出てきている。また、報告・連絡を強化するする必要がある。
▲ネットに書き込みがあり、解決が困難であった。思い込みのきつい場合が増してきているため、意識改革といじめ認識をきっち
りとする。

・校内での携帯電話使用について、年間計画に基づき同一歩調で指導する。指導連絡表でのチェッ
クを確実に行う。 Ｂ

○推進計画通り指導をおこなっている。
▲教員の声かけが定着化してきている。しかし、未だに使用する生徒がいる為、ルール変更も考えている。

・内規に対する共通理解と、同一歩調で指導にあたる。特に、特別指導については関係者から十分話
を聞き生徒、保護者への対応については慎重にあたる。今後の指導に活かすために履歴を残す。 Ｂ

○配慮をようする生徒からの聴き取りが困難な場合がある。
▲関わり記録を確実に残している。事情を聞く際に言葉遣いに気を付ける必要あり。

　生徒会活動の活性化を目指
す。生徒会役員を中心に、様々
な行事・活動にかかわり自主的な
運営ができるように支援する。

・生徒会本部役員の育成を目指す。また委員会活動が活性化するように定期的に会議をもち、各委員
会でできることを一つ決め、１年間継続して取り組む。特に生徒総会の運営等、役員の引き継ぎが円
滑に遂行できるように助言する。 Ａ

○2度の生徒大会は無事に終えることができ、新役員への引継ぎも滞りなく行えている。
▲生徒会活動が活発化してきている。企画面での成長を期待する。

・挨拶運動、ボランティア活動、地域参加活動に積極的に参加し、本校の存在をアピールする。
大宮まつり、順慶まつりに参加

Ａ
○大宮祭り、順慶まつりに今年度も参加した。また、6月に本校周辺地域ボランティア清掃を実施した。
▲地域との連携は非常に良好。参加メンバーが固定されるため、シフトを導入していきたい。

・生徒会新聞の定期的な発行を促進する。

Ｂ
○生徒会本部役員の生徒が自主的に定期的ば発行を意識して、取り組んでくれている。
▲後半になり新聞作成が出来ない場合があったが、定着化している。

　社会の第一線で活躍できる女
性を育成する。

・日常のライフスキルの習得を図る。家庭科（裁縫、食生活…「手作りお弁当の日」）、保健環境課（掃
除）、担任に委託し実施する。 Ａ

○お弁当の日の実施など家庭科の先生方がご協力くださって例年通り進んでいる。
▲裁縫する時間や方法を工夫していく。お弁当の日はコンテストをしている学校もあり、参考にしたい。

・魅力的な女性を育成するためのマナー講習を、１年生2年生３年生に継続的に実施。3年生には修
了書を発行し今後の指針となるように意識づける。また、3年間実施しその内容を精査し総括する。、 Ａ

○マナー講習は今年度も実施。修了書希望者は今年は１４名。３年生対象のキャリア講演は好評であった。
▲女子高としてマナー講習は必須。定着化し益々の取り組みを進めていく。

・身だしなみ指導の徹底を生徒指導と連携し進める。特にピアスチェックやハンカチチェックが形骸化
したものになっていないかを精査し、学年が上がるにつれて改善していく方法を考える。また、将来の
自立に向けて女性学を学ばせる。。

C
○ハンカチチェックは持参率は昨年度より良い。ただ全員持参には時間が必要。
▲チェック後の指導や次に活かす指導が求められる。

保健環境

　心身の健康保持増進と環境問
題には関係性があることを理解
し、健全な学校生活を送ることが
できるように日常を見直す。

・健全な学校生活は食育からというメッセージのもと、生活習慣点検アンケート全学年に実施し、生徒
の実態を全教員が把握し指導に生かす。 Ｂ

○全学年へのアンケートは実施できず。保健室来室者への個別指導は継続している。
▲アンケート実施に向けて次年度は取り組んでいく。

・環境美化に努めるとともに校時を変更しての終礼前一斉清掃を定着させる。

Ｂ
○しっかり取り組む生徒、そうではない生徒とばらつきがある。根気強い指導を続ける。
▲廊下・階段がどうしても徹底できていない。粘り強く指導を重ねることが大切。

・ＡＥＤ（３台設置）講習会を運動部生徒、及び教員対象に定期的に実施し、使用方法を再確認すると
ともに緊急時、瞬時に対応できるようにする。また、スポーツサイエンスコース生徒を対象に授業でＡＥ
Ｄキットを使用して何度も実践し、一人ひとりテストで定着度を計る。

Ｂ
○3学期に実施。生徒の反応も非常に良く、全体に広めたい。
▲コースだけでなく、学校全体に広めていく必要がある。

・花いっぱいの学園づくりを推進する。

Ａ
○学園の担当者と協力し、環境委員と共に活動継続中。
▲担当者と連携を取りながら進めているが、水やり等積極的な関わりを強化する。

○個々の生徒に対してきめ細やかな指導・対応を行っているが、不登校傾向にある生徒に対して今後更にメンバー協働で対応
にあたり全員の進級を目指す。
▲５名の卒業生全員が進路決定でき、広報的にもこの形を続けていくことが必要。

通信制課程

・全通研、近通研への加盟が円滑に進んだため、各々研究会には積極的に参加し、情報交換を行
い、研修機会を持ち、通信制運営に生かす。

Ｂ
○全通研大会や各種研究会などに参加するようには心がけているが、当初予定していた通りには研修会に参加できていない。
▲生徒数が増加してくると、様々な打合せに出る必要が出てくる。教員数が少ない為全ての参加は難しい。

・平成２８年度前期入学者（転入学者を含む、学年次は問わない）１０名以上を獲得する。

Ａ

生徒会/
女性教育

○平成２８年度前期新入学者６名・転・編入学者５名の合計１１名であった。
▲目標達成ができ、問い合わせについて丁寧な説明と対応を強化するだけである。

・開設３年目、骨子になる時間割について現行（水）（土）のスクーリング体制で今後も維持できるのか
を精査し、発展的改編も視野に入れ検討する。

Ａ
○スクーリングの曜日については来年度も水曜・土曜で実施するが、時間帯の変更を行うことで現状の問題点に対応する方向
である。
▲スクーリングの曜日が定着してきている中、安易な変更は避ける方がよい。

　他校の通信制にはない生徒と
のかかわりを第１に考え、生徒の
気持ちを大切にしながら、退学
者・転学者を一人も出さないとい
う共通理解のもと指導・運営を目
指す。

・登校日数が少ない課程故、在籍生徒の状況把握には家庭訪問はもちろんのこと家庭との連携を密
にし、生徒のサインを見逃さないようにコミュニケーションをとる。メンバー協働で生徒・保護者の満足
度を高める。３年生の進路保障はミスマッチがないように寄り添いながら確実に行う。 Ａ


