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学校評価報告書

１

めざす学校像
建学精神 ：我々が天地の大徳によって生かされ、家族をはじめ多くの人々の祈りによって育てられていることの自覚と感謝の念から発して、
その自分を大切にし、将来世のお役に立つ人間となって、世界真の平和達成と文化の発展のために貢献し、そこに生甲斐と喜びと
を見出す人でありたいという念願に立って、教育の徹底を期する。
教育方針 ：「学理求道」
確かな学問と豊かな人格を備え、大局観に基づく課題認識を持って、社会に有用たる生き方を求める人材を育成する。その人材を
輩出することによって本校としての社会的責任を果たす。
組織目標 ：① 生徒一人ひとりを大切にした教育内容と進路保障で応える学校
⇒教育
② 社会の変化や時代の要請に応えて、常に改革・改善し続ける学校
⇒経営
③ 教職員一人ひとりの高い職業意識と組織力で業務遂行する学校
⇒組織
スローガン：「学びの場で、夢にチャレンジしよう！」

２

中期的目標
１ 法人理念と教育目標の遡求
（１）法人理念の徹底
２ 教育内容の充実改善
（１）コース内容の検証
（２）基本的学力の向上
（３）生徒指導の充実
（４）進路指導の充実
３ 学校組織活動の充実発展
（１）学校組織の活性化
（２）組織と業務を通した人材育成
４ 広報募集活動の充実強化
（１）広報募集の強化
５ 次の１０年を見据えた学校風土の醸成
（１）創立９０周年記念事業の実施

【自己評価アンケートの結果と分析・学校評価委員会からの意見】
自己評価アンケートの結果と分析
【アンケート】 ○生徒 ＜平成 29 年 2 月実施＞
授業評価
学校生活全般 昨年度から１・２年生全員に調査した。
○教職員 ＜平成 29 年 4 月実施＞
①エンカレッジコースを新設し、IT ライセンスコースとアートアニメーションコースを独立させ、
６コースへの改編に向けて取り組みが計画通り進んでいる。
②組織改革もおおむね受け入れられている。
【分 析】
○生徒アンケートではほとんどの項目で約 60％以上の生徒が肯定的な反応を示している。
今後も一人一人の生徒を寄り添った、丁寧な教科指導、生活指導を継続していきたい。

学校評価委員会からの意見 ＜平成 29 年 4 月 26 日開催＞
学校評価委員 ①学識経験者：須田正信氏（大阪人間科学大学教授） ②学校近隣防犯委員 ：新居見英夫氏

③本校 PTA 会長 ：越本美枝氏

○教育内容の充実改善について
○学校組織について
①コース内容の検証
学校組織の活性化に向けて着実に取り組まれていることや、機能化が図
４つの特色あるコース設定と共に、それぞれの成果が垣間見える。
られていることが自己評価で推察される。人材育成に関しては、学校運
コースの成功を担う協力校や連携機関とは、今後益々の協働化に
営の要となるミドルの育成は重要であることから、その意図した取り組
向けた努力が必要。 【要望】
みの成果が見られる。 【評価】
②基本的学力の向上について
基礎学力充実の為の手だてが生徒たちからの評価として数字に表 ○広報活動について
れている。放課後の特別講習や大学生を活用したアシスタント制
広報活動の強化の取り組みで、オープンスクールの参加者が増えたこと
は今後も有効。 【評価】
が評価できる。また各コースの生徒募集に対しても特色をいかしたアピ
③生徒指導について
ールに努めている。次の１０年を見据えた醸成については、記念誌の
不登校を含む学校生活不適応生徒に対して、先生方が生徒の悩み
編纂等教職員や PTA、同窓会等一体感が感じられる。 【評価】
や心に寄り添っている事が生徒のアンケートの数字から読み取れ
る。入学時から家庭状況や経済的に課題を抱えている生徒が比較
的多くいることから、今後も継続的にサポート体制を維持して、
学校全体で取り組まれることを望む。 【要望】
④進路指導について
全体の進学率が上昇するなど、進路指導のきめ細かな成果が見ら
れる。 【評価】
大学進学や就職など生徒の進路希望に添い、引き続き取り組まれ
ることを望む。
【要望】
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様式第２号
本年度の取組内容及び自己評価
中期的
目標

３

今年度の重点目標

法人理念と
教育目標の遡求

(１)法人理念の
徹底
ア 本部参拝の
充実
イ 心の教育を
意識
ウ 校章の変更

具体的な取組計画・内容

評価指標

自己評価

(１) 法人理念の徹底
ア 学校行事として実施学年 ア ３年生が金光教本部参拝をして３年目になるが、
ア 毎年実施の学校行事とし
以外で 80％以上が認識し
１・２年の 73％以上の生徒が認識していた。昨
て一昨年度から位置付け
ているか。
年度より若干増えたが来年は 80%以上を目指し
た。その充実を目指す。 イ 式・行事について全校生徒
たい。
イ 式・行事での講話、学年・
の 50％以上が「心の教育」 イ 全校生徒の 48％の認識にとどまった。今後は事前
学級での指導、各種配布
を実感しているかどうか。
教育や式辞・挨拶の内容をホームページ等でタイ
物等を通じて「心の教育」 ウ 年度当初から新しい校章
ムリーにわかりやすく知らせるようにしたい。
を行う。
に変更する。
ウ 金光三校の統一性と本校の独自性を表した新しい
ウ 昨年度に取り組んだ新し
校章に変更した。
い校章への変更を行う。

(１)コース内容 (１)コース内容の検証
の検証
ア 文理特進Ａ・Ｂの志願者
ア 文理特進
減を検証し、名称イメー
Ａ・Ｂ
ジ先行を改め、内容の充
イ メディアア
実を図る。
ートコース
イ メディアライセンスの志
ウ ライフクリ
願者減を検証する。アー
エイティブ
トアニメーションの内容
コース
を充実させる。
エ ト ッ プ ア ス ウ ライフクリエイティブの
リートコー
スペシャリティーとディ
ス
スカバリーをスムーズに
始動させる。
エ ６強化クラブの安定と次
年度募集の強化を図る。
教育内容の充実改善［コース検証・学力向上・生徒指導・進路指導］

(２)基本的学力
の向上
ア 全生徒への
基礎基本の
徹底
イ 学習意欲の
ある生徒へ
特別対応
ウ 研究授業の
実施
エ 生徒の授業
評価

(２)基本的学力の向上
ア 基礎学力指導(ＨＲ)や学
習方法の充実・工夫に力
を入れる。
イ 外部機関や人材を活用し
た学習場面を質量ともに
拡充する。
ウ 授業改善や授業力向上に
向けて研究授業等に取り
組む。
エ 生徒による授業評価を授
業改善に活かす。

(３)生徒指導の
充実
ア 生活・学習
習慣の確立
イ 人権侵害事
象の根絶
ウ 挨拶の徹底

(３)生徒指導の充実
ア 生活習慣の確立や、自尊
感情の醸成に力を入れ
て、転退学者数の改善を
継続して行う。｢３年間お
預かりする｣｢社会のよき
構成員として世に送り出
す｣という使命感を大切
にする。
イ 生徒間の人権侵害事象は
起こさない。
ウ 登下校時、授業開始・終
了時の挨拶習慣化ととも
に、外来者に対する挨拶
を励行。

ア 中学・生徒に受け止めやす ア 文理特進 B コースを新たに中学時不登校だった
い名称にして、内容の充実
生徒を対象とした「エンカレッジコース」として
を図る。
「学びなおし」をテーマに立ち上げる準備を進め
イ メディアライセンスとア
た。また文理特進は２年生が文系・理系に分かれ
ートアニメーションの特
ての特化した授業を実施した。
色を強化し、生徒募集につ イ アートアニメーションクラスは大阪アニメーシ
なげる。
ョンカレッジ専門学校の協力により充実した授
ウ ライフクリエイティブコ
業が展開できた。平成 29 年度には「アートアニ
ースの改編を成功させる。
メーションコース」として独立させ、同時にメデ
エ ６強化クラブの戦績アッ
ィアライセンスクラスも「IT ライセンスコース」
プと次年度募集の成功。
として復活させる準備を進めた。
ウ 平成 29 年度２年次よりスペシャリティークラス
を編成するにあたり、協力校である辻学園、NRB
日本理美容専門学校との連携を強めた。
エ トップアスリートコースは、近畿大会に平成 27
年度は４回、28 年度は５回出場している。さら
にラグビー部はブロック内での戦績がベスト８
からベスト４へと上昇している。１・２年生が２
クラス編成となり、29 年度の募集も安定が見込
まれる。
ア ７校時に設定した｢学びた ア 「(先生は)基礎力充実のために授業や HR に力を
いむ｣、リクルートのスタ
入れている」と答えた生徒が 63％と前年度の
ディサプリの利用に関し
58％より増えた。基礎学力向上のための「学びた
ての生徒たちが基礎学力
いむ」を校時に設定することによって、継続的な
向上の効果の実感を 70%
取り組みができた結果である。生徒のレベルに応
以上感じているかどうか。
じた教材や小テストを学年ごとに作成し、特に３
イ 塾講師の特別講習、藤蔭塾
年生では 90％を超える生徒が前向きに取り組め
(放課後の自学自習サポー
たと実感している。今後生徒が学習のモチベーシ
ト教室)を定着させ満足度
ョンを上げ、達成感を感じるような教材の選定、
70％以上を目標にする。
授業の進め方を改善したい。
ウ 教諭・常勤講師の中で各教 イ 放課後に実施した特別講習を受講した生徒の全
科１名が研究授業を実施
員がその内容に満足している。また自学自習サポ
する。公開授業を年間２回
ート教室の藤蔭塾も大学生のアシスタントを起
の期間を設けて実施する。
用したことで生徒たちの学習意欲を喚起した。
エ 教諭・常勤講師全員が生徒 ウ 公開授業・研究授業の実施後各教科で検証し、授
による授業評価を年間１
業改善につなげた。今後も継続していきたい。
回実施して分析する。
エ 授業評価が授業改善につながっているとの生徒
の認識は 52％にとどまった。アンケート結果を
教科内で共有し、教員一人一人の課題克服につな
げていきたい。
ア 転退学者を昨年度の 45 名 ア 前年度転退学者が 45 名（転学 13 名退学 32 名）
から２８年度は 40 名未満
から 53 名（転学 25 名退学 28 名）と若干増加し
に改善する
た。不登校を含む学校生活学業不適応や進路変更
イ 人権侵害事象はゼロを目
が 50％を超えている。本校の入学生の多くが中
指す。
学時に家庭的、経済的に多くの課題を抱えている
ウ きっちり挨拶する生徒を
背景があることは否めない。アンケートで「生徒
80％以上にする。
の悩みに先生が丁寧に対応できているか」という
質問には 69％の生徒が肯定しているが、欠席や
転退学を減らすためにも、よりきめ細かな生徒へ
の対応に努めたい。
イ 人権侵害事象はなかった。
ウ 73％の生徒がきっちり挨拶できていると答えて
いる。決して満足いく数字ではないのでさらに徹
底させたい。
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学校組織体制の改善
広報募集活動の充実強化
次の十年を見据えた
学校風土の醸成

(４)進路指導の
充実
ア 進学実績の
向上
イ 望む職業へ
の就労実現

(４)進路指導の充実
ア 大学・短大・専門系学校
への進学実績の向上
イ 公務員試験対策の講座を
実施する。
ウ 卒業段階での未進学者・
未就労者の数を減らす。

ア 四年制大学進学率を前年 ア 平成 27 年度四年制大学進学率が 33.0％であっ
度よりアップさせる。
た。28 年度は 32.1％とわずかに減少したが、全
ア 大学・短大・専門系学校全
体の進学率は 67.5％から 71.7％へアップした。
体の進学者も前年度より
最後まであきらめずに努力する生徒への進学指
アップさせる。
導を行った。
イ 公務員試験対策講座を実 イ 公務員試験では１人が合格した。
施、合格者を出す。
ウ 進学・就職希望者の中で未進学・未就職率は進学
ウ 未進学・未就労率を前年度
で 0.5％から 0.8％、就職で 0％から 0.8％にと若
より減らす。
干名増えた。しかし、進学・就職も希望しない生
徒は 2.5％から 0％に減っている。今後も進路未
決定者０を目指し、粘り強い指導を継続していき
たい。

(１)学校組織の
活性化

(１)学校組織の活性化
ア 組織的・機動的学校体制の
確立のために教科指導や
クラブ指導には専門性、学
年や分掌組織は組織力・機
動力・実行力が必要であ
る。それぞれが、それぞれ
の場で活発な業務活動を
展開する。

ア 慎重な講師任用や適性を ア 教職員の適性・能力に応じた校内人事や校内分掌
配慮した人事配置を行う。
が行われているかについて、概ね 63％の教職員
昨年度途中にスタートさ
が肯定している。
せた分掌組織を活発に機
平成 27 年度に分掌・委員会の統合・再編がなさ
能させる。
れ、教務学事系４部、総務企画系３部の計７部が
それぞれに機能し、連携を取り合って円滑に業務
を進めた。

(２)組織と業務
を通した人
材育成

(２)組織と業務を通した人材
育成
ア 管理職や分掌組織の組織
的業務を通してミドルリ
ーダーを育成する。
イ 学年部長・分掌部長等を
活かして、課題解決型の
業務を通してＯＪＴで育
てる。

ア 管理職や校務運営委員会 ア 上記のように７部に発展することでラインの仕
メンバーを含めてミドル
事を意識させる分掌長、副分掌長が増加した。
リーダーの層を厚くする イ 新任を含めた常勤講師には授業や生徒指導、学校
取り組みを行う。
業務に関する細かい指導を行った。
イ 校内研修や具体的な事例
特にミドルリーダーには重要な学校課題を提示
をもとにした問題解決型
して、課題発掘・解決型の業務を実践させた。教
の業務を実践させる。
員の 73％がその取り組みを認識している。

(１)広報募集の
強化
ア 組織的な広
報展開
イ 外部広報の
アピールア
ップ
ウ 入学生徒の
確保

(１)広報募集の強化
ア 入試広報部職員の組織的
な広報展開
イ 外部広報のアピール力ア
ップ
コース編成や名称を検証
改善して中学・生徒に受
け止めやすい名称や内容
にする。
ホームページや学校案
内・冊子等をわかりやす
い表現に改善する。
ウ 入学生徒の確保
平成２９年度入学者を増
やす。本校を対象とする
生徒層に対して本校の
「崇高な法人理念」と「良
質な教育内容」で３年間
育て上げるということ
で、外部評価を得る。

ア 昨年度途中にスタートさ ア 中学生・保護者対象のオープンスクールを３回、
せた入試広報部の組織活
入試説明会を４回実施、学校紹介、各コースの体
動を機能させる。
験授業にも改良を加え、平成 27 年度より参加者
中学校長経験者４名と事
は 1.5 倍に増えた。
務職員１名を含めた入試 イ 進学コースの「文理特進」の名称に受験生がハー
広報部が人材を活かした
ドルの高さを感じていることから名称を「文理進
広報展開を行う。
学」と変更することを検討した。メディアアート
イ 利用しやすいホームペー
コースの名称はコースの内容が分かりにくいこ
ジ、わかりやすい学校案内
とから「アートアニメーションコース」と従来の
に刷新する
「IT ライセンスコース」に独立させたことで特
ウ 平成 29 年度入学者を目標
色を明確に打ち出し、生徒確保を狙った。平成
340 名として、最低でも
29 年度は、新たに「エンカレッジコース」を加
300 名を上回る。
えた６コースとし、それぞれの特色を積極的にア
ピールし、生徒募集につなげた。
ホームページ、学校案内ともに業者を複数社から
選定し、中学生や保護者にわかりやすい内容やデ
ザインにするための準備を進めた。
ウ 平成 28 年度入学生は 282 名と前年度より減少し
たが、平成 29 年度入学生は 297 名と持ち直した。
来年度は教育内容の充実を図り、入学者増に努め
たい。

(１)創立９０周
年記念事業
の実施

(１)創立９０周年記念事業
の実施
ア 創立９０周年記念事業を
計画に沿って順調に実施
する。
イ 創立９０周年記念事業の
取り組みを通して１０年
先に向けて連帯する学校
風土を醸成する。

ア 記 念 誌 、 式 典 (物 故 慰 霊 ア 記念誌はこの 10 年の変遷をまとめたものに完成
祭・記念式典・祝賀会)、
し、関係各所に贈呈した。記念式は厳粛に執り行
記念事業に各パートチー
われ、祝賀会は多くの来賓の参加により盛大に行
フが中心になって学校全
われた。教職員が一体となって取り組み、PTA、
体で取り組む。
同窓会の協力も得て 93％の教職員が学校全体と
外部関係者への周知・依頼
して取り組めたと認識している。
を正確に行う。
イ 創立１００周年を見据え、本校の教育活動のさら
イ 取り組みを通して学校の
なる充実を目指していきたい。
一体感を醸成する。
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