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関西大倉中学校・高等学校 

 校長  古 川 英 明 

2020(令和二)年度 学校経営計画 

１ めざす学校像 

【めざす学校像】 

全校一致のもと、誠実でやさしさと活力あふれる人間を形成する。 

１ 一人ひとりの個性・才能を生かし、知力・体力を育成する。   

２ 自ら考え、責任ある行動がとれる人間を育成する。   

３ 誠実で品性の高い教養のある人間を育成する。  

４ 男女・民族・ことばの違いを越え、互いの人権を尊重し、平和を願う人間を育成する。    

５ 自然に親しみ、自然とともに生きることが大切だと思える心を育成する。     

２ 中期的目標 

ヒト・モノ・カネが自由に国境を越えて行き来するグローバルな波は、急速に進展し、社会も

急激に変化してきている。その変化に対応する力は、学校生活から培われるもので、中でもコミュニケー

ション能力や協調性は、家庭だけにとどまらず、学校生活におけるクラスやクラブ活動の中で養われていくも

のである。単に、グローバル化に対応するだけではなく、グローカル（地域・社会への貢献、人との結びつき、

人と人との信頼関係）をも重視する必要性がある。グローカルな人材とは、所謂、海外との橋渡し役や地域企

業の海外進出を担い、世界に通用する能力をもった人材をさし、中等教育はそれらの力を養う上で、非常に重

要な機関であり期間である。よってこれらに対応できるカリキュラムやプログラムを設定していかなければな

らない。その上で、急激な社会の変化に対応する力を身につけ、自分の進路を自分の力で開き、生徒自身が自

己を律し、自立できる力をつけることを目標とする。また、2015 年 9 月国連で採択された「持続可能な開発の

ための 2030 アジェンダ」に記載された 2030 年までの国際目標“ＳＤＧｓ”に賛同し、教育目標としたい。 

次に、財務の安定をはかるためには、中学の入学者数 140 人の定員を確実に充足させ、高等学校からの入学

者数も 350 人を下回らないよう努力することを目標とする。2020 年入試においては、中高とも定員を充足する

ことができたが、19 年度末からの新型コロナ感染症の感染拡大に伴う経済情勢の悪化から私学を敬遠する動

きもある。そのような動きを超越すべく定員充足させるため尽力、努力する。 

∴ＩＣＴ教育、グローバル化に対応し、生徒一人ひとりの自主性を尊重し、生徒の可能性と個性を伸ばす教

育を実践するため、中学、高一、高二学年にタブレットをレンタル配布し、教育の拡充を行う。また、「徳育」

を教育の中核に据え、知・徳・体のバランスある人格を備えた、自律、自立できる人間力豊かな生徒を育成す

る。 

 

１ 学力の基本は読み・書き・計算であり、中でも読解力は読書量と比例するものである。疑問（なぜ）から納得（なるほど）へと

学びの質の変化に対応した学力の育成を図る。 

⑴ 本校の生徒実態を踏まえた授業改善に組織的･計画的に取り組む。 

ア 学習効果は、「伝える能力」と「受け止める能力」のマッチングで左右される。できる限りミスマッチが生じないように、

生徒のレディネスに応じた教育内容を踏まえ、「わかる授業、充実した授業および創造性を育成する授業」をめざす。

イ ＩＣＴを活用する教員の割合を順次増やし、次年度、新校舎高校棟完成にあわせ、授業時にタブレットを導入し、授業

水準の高度化を行う。 

⑵ 中学においては、読書量の不足並びに読解力の不足を充足させるため、朝の10分間読書を習慣化する。   

⑶ 探究学習の第一歩として、学習に興味を持たせるため、自分が興味あることを調べ１冊のノート「日誌」にまとめ、発表 

させることでプレゼンテーション能力を高める取組みを行う。 
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※高一学年における企業探究などの充実とプレゼン力の向上を図る。 

２ 夢と志を持つ生徒の育成に向けた指導計画の確立 

⑴ 「総合的な学習の時間」･「総合的な探究の時間」やLHR 等を連携させ、学問への志（志学）、人権教育等を総合的に 

行う「関西大倉型キャリア教育」の指導計画を確立する。 

ア 学年･進路指導部が軸となり、総合の時間の担当者とも連携し、３年間を見通したキャリア教育を行う。学習指導要領

改訂に伴い、「探究」の取り組みを推進すべく、進路指導部内に推進のための部署を設け、実施にむけ、定期的に会

議を行う。 

イ 進路指導部主導の学問体感並びに総合の時間、ＬＨＲにおいて、外部講師を積極的に招くとともに、生徒による振り

返り･発表の機会を増やす。 

ウ 中学３年間、高校３年間の６年間をトータルに捉え、学習成績、部活動など、データを一つにまとめ、新たな進路資

料システムとして、ジャパン・ｅポートフォリオなどを活用し学習指導・進路指導に役立てる。 

 

⑵ 学校全体としてグローカル人材に必要とされる英語運用能力（ﾘｽﾆﾝｸﾞ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ・ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞの４技能）の育 

成に取り組み、グローバル社会に貢献できる人材を育成する。 

ア 英語によるコミュニケーション能力の育成・拡充（リスニング・放課後の校内留学）の他、学年の枠を超え、中３～高２ 

生の希望者を対象として、ＩＳＡの協力によるエンパワーメントプログラムを３月末に５日間実施導入する。また、グロー 

バル社会を生き抜いていくためには、英語力のみならず、他者共感能力･異文化理解能力･批判思考力･論理思考力

など様々な力が必要とされる。その根底となる自己肯定感の育成が急務であるところから、中３生全員を対象に、2020

年度5月にヤングアメリカンズを校内で実施する。 

イ 本校との姉妹校である韓国善隣ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ高校へのホームステイ希望者に対して、韓国語や英語及び韓国の文化を 

学ぶ事前学習として、立命館大学の韓国人留学生、大学院生とのディスカッションやミュニケーションを通し、将来的 

に何が必要かを考え、気づき、行動するグローバル人材を育成するプログラムを例年通り校内で実施する。 

ウ トビタテ！留学Japanやおおさかグローバル塾の周知を図り、応募者数・合格者数を増やす。 

エ ニュージーランド Upper Hutt College や Taita Collegeにおいて、中３から高１一学期迄に、生徒のみのテーマ学

習を４回実施し、ケーススタディとして保護者同席の元、ホームステイ先でのトラブル防止を主な目的として２回、計６回

実施し、探究を深める。但し、課題としては、これらのプログラムに参加できる生徒は、英検３級程度の取得を義務づけ

てはいるが、参加できなかった生徒については、英語の基礎学力、会話力不足を解消する取り組みを検討、実施す

る。 

オ イギリスＯｘｆｏｒｄ語学交流にかわり、イギリスの伝統的パブリックスクールであるHarrow Schoolへの夏季語学留学を２

週間実施し、同校出身のＯｘｆｏｒｄ大学やCambridge 大学の学生と交流を行う。 

 

⑶ キャリア教育の一貫として地域関係諸機関との連携を促進する。  

ア 大阪大学ＩＲＩＳ（国際教育交流ｾﾝﾀｰ）などと連携し、留学生との交流を通じ、異文化交流を図る。 

イ 保護者、地域関係者に対する生徒による校内発表の場への参加呼びかけを拡大するなど地域との交流を図る。 

 

３ 安全・安心で魅力のある学校づくりのための組織の確立 

⑴ 保護者や関係機関との連携を強化するとともに、校内の教育相談体制を充実させる。 

⑵ 保護者に対して積極的かつ効果的な広報活動を行う。学校行事などをHPでも紹介し、学年だよりを充実させる。 

⑶ 生徒理解の促進と、安心･安全な学校づくりのための体制の確立をめざす。 

ア いじめ対策委員会を設置し、問題が起こった時に即座に対応する。 

イ 学校保健委員会･安全衛生委員会を定期的に開催する。 
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ウ 緊急の場合に備え、ＡＥＤの使用法を学ぶとともに、救急救命講習会を実施する。 

 

４ 教員の授業力の資質向上に向けた取組み 

⑴ 全教科・科目について、生徒による授業アンケートを年２回組織的に実施する。 

⑵ 各教科で研究授業・研究協議を実施する。生徒による授業アンケートの結果を教科会議で分析し、改善策を検討する。

⑶ 必要性に応じて、教員研修として、複数回、人権研修・危機管理研修・教育相談研修などを行う。 

※学校評価アンケート及び授業アンケートを各２回実施する。 
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【学校教育自己診断の結果と分析・学校関係者からの評価】 

学校評価アンケートの結果と分析 [令和3年１月] 学校関係者評価 

教員の指導に関して、保護者、生徒とも進路指導、生徒指

導については80％～90％がおおむね指導が行き届いてい

る評価をしている。高校生の生徒において、本校への入学を

進めることができる項目の数値が50％～70％である。昨年度

よりは少し数値が上向いたが、数値を100％に近づけるかを

課題として取り組んでいくことが、学校生活、そして進路保証

へとつながってくるものと思われる。  

「本校は、中高一貫教育を効果的に実施している」という

項目について、高校の生徒・保護者双方とも50％～60％程

度の評価があり、昨年度よりは評価がやや上向いているが、

以前高い評価であるとは言えない。同内容の本校教職員向

けのアンケートでも65％があまり効果的には実地できていな

い評価であるので、教職員の中でも課題としての認識は持っ

ている。これをいかに生徒・保護者に対しての、本校の六年

一貫の教育について取り組みを再確認していく必要がある。

昨年度と同様、 後の「本校のメールは有用で有り、安心・

安全のためにも必要である。」という項目は、中高とも、生徒と

保護者の評価がまったく対照的な結果になっている。順次生

徒へのタブレット導入を始めて、アドレスも個人に渡している

が、特に緊急性の対応についてまだ対応できていないところ

があるので整備が急務となっている。 

 また、本年度はコロナ禍の影響もあり、保護者の方に来校

いただく取り組みが実施できていない状況から、それに関連

する項目の評価が少し低めになっている。社会情勢にもよる

が、現在の環境の中でどのようにコミュニケーションをとり連

携していくかも整理が必要である。 

 アンケートの記述欄についての回答率は保護者からのもの

は全体の2割程度、生徒は1割程度である。昨年度と比較し

て保護者の回答率が上がり、生徒の回答率は下がった。保

護者の回答はWEBでの回答数が増えてきているので、今後

アンケートは保護者、生徒ともWEBの形の方が回答しやすい

のではないかと思われる。内容については昨年と比較して、

スクールバス、制服についての意見が多いが、一番はコロナ

禍での学校の対応について意見が多かった。本年度はアン

ケートを行うにあたり、昨年度のアンケートについて簡単なま

とめをつけたが、それでもスクールバスの休日運行について

の意見は多かった。ただし、スクールバスの運行は現在の体

制で休日の定期的な運行は厳しい状態にある。 

第1回(令和2年10月17日(土)) 第2回(令和3年3月6日(土)) 

図書館について、現在の中学棟にあるけれども高校生の

利用が多いことについて、自習ができる場所を図書館の整

備と合わせて行っていってほしいと思います。 

 現在のICT教育に関して、機器の利用状況やICT機器を使

っての教育についてのコロナ禍の状況もあるが、学校に来ら

れない生徒に対してのICTの活用も考えていければいいの

ではないかと思います。グローバル化について、学校の柱か

とは思うのですが、来期以降現在の取り組みの代替につい

て何か考えているのでしょうか。そこまで言い切っているよう

な感じがしないので、やっている取り組みがあるなら周知して

いかないともったいないと思います。国際化については他校

でも外国の大学に行くこと等行っているところもあるので、ノウ

ハウを吸収して取り組んで欲しいです。関西大倉の六年一

貫教育で、入学からの伸び率が高い評価があるが、高校か

らの入学なのか、六年間での伸び率があるのか、進学実績

はやはり評価されることで、進学実績で選ばれることも事実な

ので、進学を併せて考えていかないと評価は上がってこない

のではないでしょうか。大学のついていない学校なので、中

学の偏差値が関関同立よりも低い偏差値の中で受験して国

公立に行けるとの認識で入ってきて、現状行けているのかど

うか、関西大倉の評価は公立に似ていていい学校という評価

は高校から入ってきた場合はあるが、中学から入った場合の

評価はどうなのか。進学実績での評価となるのかどうか学校

のイメージをつかむのが難しい。毎年この議論が出てきます

ので、検討をお願いします。また大学入試制度が変わること

についての対応もお願いします。  
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3 本年度の取組内容及び自己評価 

１ 学力の基本は読み・書き・計算であり、中でも読解力は読書量と比例するものである。疑問（なぜ）から納得（なるほど）へ

と学びの質の変化に対応した学力の育成を図る。 

(1) 本校の生徒実態を踏まえた授業改善に組織的・計画的に取り組む。 

(2) 自ら学習できるように、生徒にニーズに合ったメニューを考えると共にルーブリック評価に取組む。 

中期計画 2020 年度計画 実施状況 

(1) ア.わかる授業、充実した授業及び創

造性を育成する授業の推進 

 本校の生徒実態を踏まえ、3 年間を

見通した学習到達目標の点検を行

う。各教科センターレベルは確実にこ

なせるようにする。 

アンケートによる全教科平均満足度

は 90.6%で昨年より上昇した。また、

ICT を活用した教員の割合は 90%「施

設･設備等の学習環境」の肯定評価

は 90%で昨年度より評価が上がった。 

(〇) 

イ.オリジナルテキスト教材の拡充 各教科でオリジナル教材（含デジタ

ル教材）の共有化を進める。 

教科間･教員間でまだまだ差があ

り 、一部教員間でとどまる。（△) 

(2) ア. ―人ひとりの生 の学力到達度

を共有する。 

一人ひとりの生徒の情報を、ジャパ

ン・ｅポートフォリオを活用して作成す

る。 

年度途中でジャパン・e ポートフォリオ

の計画が消滅。（✕） 

イ. 放課後学習会 などの充実。 

 

放課後学習会を１学期中間考査終

了後、生徒の状況を踏まえて拡充す

る。 

・大学別など受験校に対応した講座

を細分化する。 

「学習会や講習会」の肯定評価は

70%で、昨年度よりは評価が上がった

が、さらに向上していく取り組みが必

要である。(△) 

ウ. ルーブリック評価を段階的に行

う。 

 

生徒の学習評価におけるルーブリッ

ク評価作成を、ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞに関

する委員会で検討する。 

ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ委員会から探求学習

に関する委員会について変更し、取

り組みを評価方法と併せて検討中で

ある。（△） 
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２ 夢と志を持つ生徒の育成に向けた指導計画の確立 

(1) 「総合的な学習の時間」･「総合的な探究の時間」やLHR 等を連携させ、学問への志（志学）、人権教育等を総合的

に行う「関西大倉型キャリア教育」の指導計画を確立する。 

(2) 学校全体としてグローカル人材に必要とされる英語運用能力（ﾘｽﾆﾝｸﾞ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ・ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞの４技能）の育

成に取り組み、グローバル社会に貢献できる人材を育成する。 

(3) キャリア教育の一貫として地域関係諸機関との連携を促進する。  

中期計画 2020 年度計画 実施状況 

 ア. 3 年間または 6 年間を見通したキ

ャリア教育 

 

総合的な学習の担当が軸となり、学

年･進路指導部と連携し、3 年間また

は6年間を見通したキャリア教育の計

画をたてる。中でも「企業探究」は生

徒の探究活動として深い学びを促進

させるプログラムであるので、より充実

したものにする。 

・毎月の進路志望調査と個人面談に

より、高い志を維持する。進路志望に

変更があった場合、時期を空けずに

個人面談を行う。 

企業探究は本年度は実施できなかっ

た。「進路指導」の肯定評価は 65%で

あった。保護者説明の機会等がもち

にくかったことが昨年度の評価から下

がっている理由と思われる。(✕) 

 

イ. 外部講師の積極的招聘 「学問体感(国公立大学教員による出

前授業)」 に関して、事前に生徒から

希望アンケートをとり授業内容の充実

を図る。 

肯定評価は60%で90%には遠く至らな

かった。コロナ禍の影響もあり機会が

減少してしまった。(×) 

ウ. 新たな進路システムの確立 校内実力や外部模試等のデータを

一つにまとめた冊子を作成し、その

資料をジャパン･ｅポートフォリオとリン

クさせ、新たに進路資料システムとす

る。 

進路指導部を中心に校務処理システ

ムや模試等のデータをベースにした

進路ノートを作成した。また、国公立

大学合格者数は 182 名で、昨年に引

き続き高い数値を維持した。（○) 

(2) ア. 英語によるコミュニケーション力

の育成 

 

 

放課後の校内留学の開催曜日を増

やし生徒が参加しやすい環境を整備

する。 

・実用英語技能検定試験のスコア 

資格取得に向けての対策を講じる。 

放課後校内留学(イングリッシュビレッ

ジ)の参加者は 15 名程度、また、実

用英語技能検定試験結果は高３時

の準２級以上の取得率が 52％であっ

た。（△） 

イ. 関倉版エンパワーメントプログラ

ムの実施 

 

希望者を対象に関倉版エンパワーメ

ントプログラムとして、韓国善隣インタ

ーネット高校ホームステイ事前学習を

実施して、韓国の高校生との文化交

流を図る。 

本年度はコロナ禍の為中止 
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ウ. トビタテ！留学 JAPAN やおおさ

かグローバル塾への参加  

トビタテ！留学 JAPAN おおさかグロ

ーバル塾への合格者/出願者数を学

内掲示や説明会により増やす。 

本年度はコロナ禍の為中止 

エ．海外語学研修の内容の充実  

 

海外語学研修の機会の拡大及び内

容を精査し、事前・事後学習の充実

を図りながら生徒の英語力を向上さ

せ、多様性受容力を高める。 

本年度はコロナ禍の為中止 

オ. 6貫生の中期留学の検討 

 

 6 貫生の中学 3 年次における 3 学

期における探究学習として中期留学

（含ニュージーランド視察）等のプロ

グラムを検討する。 

現在委員会を設置して検討中（〇) 

(3) ア. 近隣の大学との高大提携 大阪大学 IRIS(国際教育交流センタ

ー）と提携し、高校１年生次の総合学

習での「日本文化の紹介」の留学生

との交流を通じて実践的な英語力の

向上を図る。 

本年度はコロナ禍の為中止 

イ. 生徒の自主活動を通し地域との

交流 

大阪大学 NPO アイセックの説明会に

おける体験談に触れることでグロー

バルリーダーに必要な素養として豊

かな感性と教養を身につけさせる。 

 

 

３ 安全・安心で魅力のある学校づくりのための組織の確立 

(1) 保護者や関係機関との連携を強化するとともに、校内の教育相談体制を充実させる。 

(2) 保護者に対して積極的かつ効果的な広報活動を行う。学校行事などをHPでも紹介し、学年だよりを充実させる。 

(3) 生徒理解の促進と、安心･安全な学校づくりのための体制の確立をめざす。 

中期計画 2020 年度計画 実施状況 

(1) 校内教育相談の体制の充実 

 

２名のカウンセラー配置によって、教

員間との連携ができ、迅速かつ適切

な指導ができる体制を確立する。ま

た、必要とする生徒を見立て、必要と

あれば他の専門機関を紹介する等の

役割を担う。 

肯定評価は 70%で昨年度より評価が

下がっている。原因究明し改善の必

要がある。（✕） 

(2) 積極的かつ効果的な広報活動の実

施。 

 

ア．学校ＨＰの充実及び小中学校・

塾等の教育関係機関との連携を図

る。 

ア. ＨＰについての改定の検討は進

まなかった。(×) 

イ. 昨年実施した中学入試の web 出

願の円滑な実施と高校入試へ移行。

イ. 高校入試のｗeb 出願を実施する

ことができた。（〇） 

ウ. 入試制度（含内容）についても検

討する。 

ウ．実施できなかった。（×) 
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(3) 安心・安全な学校体制の確立 

 

ア.いじめ対策委員会が中心となり、

学校生活アンケート等をもとに生徒

のケアー体制を確立する。 

 

「いじめ対策委員会」が中心となり、

全生徒に向けてのアンケートを実施

することはできたが、いじめの案件は

発生した。ケアー体制は整えている

が注視していく必要がある。（△） 

イ． 警報等発令時に加え下校時刻

の変更時の緊急メール配信（ミマモ

ルメ）の迅速な配信をはかる。 

・産業医（学校医）、社労士と連携す

る。 

緊急メールの配信者を複数体制と

し、相互確認を実施することはでき

た。 

・学校保健委員会は年 1 回の開催に

とどまったが、安全衛生委員会は毎

月実施することができた。（✕） 

ウ. より生徒の安全性を高めるため、

救急救命講習会を 2 回実施する。 

コロナ禍の影響で消防署からの派遣

が困難となり実施できなかった。代替

の方策を模索する必要がある。（✕） 

 

４ 教員の授業力の資質向上に向けた取組み 

(1) 全教科・科目について、生徒による授業アンケートを年２回組織的に実施する。 

(2) 各教科で研究授業・研究協議を実施する。生徒による授業アンケートの結果を教科会議で分析し、改善策を検討す

る。 

(3) 必要性に応じ教員研修として複数回、人権研修・危機管理研修・教育相談研修などを行う。 

中期計画 2020 年度計画 実施状況 

(1) 全教科･科目について、生徒による

授業アンケートを年間 2 回実施する。 

全教科・科目について、生徒による

授業アンケートを年間 2 回実施する。

生徒授業アンケートを 2 回実施した。

1 回目 91%→2 回目 90%とほぼ横並び

であった。（○） 

(2) 各教科で研究授業・研究協議を

実施する。生徒による授業アンケー

トの結果を教科会議で分析し、改善

策を検討する。 

 

教科ごとに年１回の授業見学、さらに

教科を越えて教員相互授業見学と研

究協議を行い、教科・科目としての授

業改善を図る。更に、全体研修会を1

回は必ず行う。 

一部教科を中心に授業見学を実施

できたが、まだ全体には至っていな

いので、より充実できる環境を整えて

いきたい。（△) 

 

(3) 年度の必要性に応じて、教員研修を

複数回、人権研修・危機管理研修・

教育相談研修を行う。 

 

ア． 低年 2 回は、教員研修として、

人権研修・ 危機管理研修・教育相

談研修等を行う。 

ハラスメント・熱中症対策・探求につ

いての研修を行った。アンケート結果

をもとにした研修は実施できていな

い。（△) 

 

イ. 学校評価アンケート及び授業ア

ンケート結果による 

教員研修を必ず 1 回は実施する。 

 

 

 


