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平成 25 年度学校協議会

第 1回報告
平成 25 年 8 月 31 日（土）

東大谷高等学校

１．学校長挨拶

今年の 4 月より赴任いたしました神代でございます。児玉前校長の後を受けて新しい東大谷の教育活動

に邁進していく所存でございますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

男女共学とり、また 1 学年のみが泉ヶ丘校舎で、２・３年生が阿倍野校舎という２校体制の初年度という

ことで何かと戸惑うことが多々ありますが、何とか２年間お互いの連絡を密に頑張っていきたいと思います

ので、協議委員の皆様方におかれましてもご理解、ご協力の程お願いします。

２．報告事項

（１）事務局・協議委員紹介

① 事務局

神代校長・藤原教頭・下教頭・並河教育企画部長・太田教務部長・橋本生活指導部長

島田校務部長

② 協議委員自己紹介（敬称略）

・成美会（同窓会）役員 東 京子

・平成 25年度 PTA 会長 末永 裕生

・週間教育プロ編集長 宮坂 政宏

・泉州私塾連合会会長 土井 広義

・立志館ｾﾞﾐﾅｰﾙ館長 中村 俊一（欠席）

・大阪女学院大学特任教授 加藤 正彦

・堺市立三原台中学校 大岸 千恵子

・和泉市立北池田中学校 堀川 浩

・岸和田市教育委員会教育相談員 戸江雅一

（２）協議会委員長選出

・藤原教頭より加藤正彦教授を指名 → 加藤教授了承 → 全委員承認

・加藤議長：宜しくお願いします。

それでは、報告事項からお願いします。
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３．報告（施設見学のあと）

（１） 泉ヶ丘校舎の現況

① 入学者数及びクラス数

７５８名 ２０クラス

進学探究コース ３９３名 １０クラス

言語・国際コース １３１名 ４クラス

特別進学コース ２３４名 ６クラス

② 教員数

６０名

専任 ２１名

常勤講師 ２６名

非常勤講師等 １４名（阿倍野籍・情報機器管理者を含む）

③ 新入生出身中学地域別割合

堺市 ２８３名 37.3％ 大阪狭山市 ２６名 3.4％

和泉市 １２１名 16.0％ 河内長野市 ２３名 3.0％

岸和田市 ８７名 11.5％ 泉佐野市 ２２名 2.9％

大阪市 ４３名 5.7％ 泉南郡 １９名 2.5％

富田林市 ３３名 4.4％ その他 ７３名 9.6％

泉大津市 ２８名 3.7％

④ 教育課程

別紙「資料①」参照

⑤ 部活動

運動部 １３部 １年生 ２５９名

文化部 １９部 １年生 ２０５名

（２） １学期の教育活動

① 宗教的行事

ア 東本願寺参拝

４月２３日実施

御影堂にて参拝式（真宗宗歌斉唱・記念品贈呈・本山挨拶・恩徳讃斉唱）

阿弥陀堂御修復現場・渉成園等の散策

記念撮影

イ 親鸞聖人７５０回御遠忌記念公演

４月３０日実施（南御堂「難波別院」）

   公演「愚禿檡親鸞」鑑賞 

能「土蜘蛛」鑑賞

ウ お花祭り（釈尊降誕会）

５月２日実施（東大谷高校阿倍野校舎）

前半 第２学年＋第１学年 １組～１０組

後半 第３学年＋第１学年１１組～２０組

講話 乾 文雄 教諭（京都大谷中学校高等学校宗教科）
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② 国語力の強化

ア 朝の５分間読書

毎朝８時３０分から３５分まで

イ 読書ノート(資料②）

各生徒が日常的に所持

読了した本の感想を書く

ウ 「本のＰＯＰ」の作成

第１学年全生徒が作成

各ホームルーム教室に掲示

７月１１日 「ＰＯＰによる本の紹介」コンテスト

第１位 ５組「千年の黙」 １８組「少年Ａ この子を生んで」

第２位 ７組「天使の卵」 １９組「図書館戦争」

第３位 ４組「空飛ぶ広報室」 １６組「天使のいる教室」

エ 国語力検定（６月１３日実施）

２級 １名

３級 ２８名

４級 １４３名

５級 ５６４名

③「１０年未来プロジェクト」（総合的な学習の時間）（資料③）

ア ４月１８日 進路調査

国公立大学進学希望 １７２名

関関同立進学希望 ５６名

大阪大谷大学進学希望 ５５名

その他私立大学進学希望 ４６名

専門学校進学希望等 ５５名

未定 ３６０名

イ ４月２５日 自己分析 その１

自己診断テスト

ウ ５月 ９日 自己分析 その２

「今までの自分を振り返ろう」

エ ５月１６日 「働く」とは何か

働くことの意義

各生徒のイメージの記述

グループ討議・・・他の生徒の意見を聞く

オ ６月 ６日 「職業インタビュー」準備

質問事項の確認

インタビュー対象者の仕事について調べる

カ ６月２０日 「職業インタビュー」まとめ

グル―プ内発表 → グループで議論し報交換 → グループ代表を選出
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キ ６月２７日 「職業インタビュー」クラス内発表

各グループの代表によるプレゼンテーション

クラスの代表を選出

ク ７月１１日 「職業インタビュー」講堂発表

各クラス代表によるプレゼンテーション

２部構成 参加各１０クラス

コンクールとして実施

第１位 １組「農業について」 １８組「建築士」

第２位 ２組「警察官」 １６組「入国管理官」

第３位 ７組「レーサー」 １７組「建築士」

④ サマーセミナー（言語・国際コース）（資料④）

７月２９日～３１日

東大谷高等学校泉ヶ丘校舎にて実施

英語のネイティブスピーカーを４名配置（各クラス１名）

留学生８名と交流（大阪大学に留学中）

インドネシア、アルジェリア、ウズベキスタン、中国、

スウェーデン、台湾、メキシコ、ベトナム

留学生との交流から学んだ各国のようすをプレゼンテーション（講堂）

⑤ 勉強合宿（特別進学コース）（資料⑤）

８月１８日～２１日

ゼロックス研修施設「スペースアルファ神戸」で実施

国語、数学、英語の授業と定着学習（自学自習）

（別添資料参照）

⑥ その他の行事

ア クラスマッチ（５月２７日実施）

ドッジボール

大縄跳び

イ グラウンド芝生植栽（６月２９日）

全校生徒による植栽

養生期間８月末まで

８月２７日授業において使用開始

ウ 生徒交流会（８月２７日実施）

阿倍野台校舎の第２学年生徒５１名（英語進学コース・特別進学コース）が来校

泉ヶ丘校舎の１３組～２０組の８クラスと交流

今年度修学旅行の報告、１０年未来プロジェクトの報告、泉ヶ丘校舎の紹介など
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（３）電子情報教育機器の展開

① 電子黒板

５月末までに全クラスに整備を完了

すべての授業で活用している

１学期終業式・２学期始業式において講堂の映像を教室へ配信

② タブレット型端末（iPadmini)

５月初旬 調達完了（８００台）

６月末 基本設定完了

９月初旬 活用開始予定

③ 第二情報教室

６月下旬 整備完了

ノートＰＣ４２台・カラープリンター２台

予備教室に展開

④ 校務事務システム（Ｓｉｅｍｓ）

５月末 運用開始

出席管理・成績管理等

（４）今後の行事予定について

① 文化祭

９月２０日（金）舞台部門準備 ２１日（土）舞台部門（ビッグアイ多目的ホール）

２２日（日）展示部門準備 ２３日（月）展示部門（泉ヶ丘校舎）

② 体育大会

１０月 １日（火）

大阪市中央体育館

③ 校外学習

１１月 ７日（木）

行先未定

④ 授業参観

阿倍野台校舎 １１月 ９日（土）

泉ヶ丘校舎 １１月１６日（土）

⑤ 報恩講

１１月２８日（木）

阿倍野台校舎

阿倍野台・泉ヶ丘合同実施

⑥ 耐寒登山

１月２２日（水）

金剛山

阿倍野台・泉ヶ丘合同実施

⑦ コーラス大会

２月１８日（火）

ビッグアイ多目的ホール

阿倍野台・泉ヶ丘合同実施
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⑧ 予餞会・卒業記念コンサート

２月２１日（金）

シンフォニーホール

阿倍野台・泉ヶ丘合同実施

（５）来年度の行事について

① 修学旅行

進学探究コース 平成２６年８月２８日～９月１日 （４泊５日）

特別進学コース 平成２６年８月２９日～９月２日 （４泊５日）

北海道道央～道南方面

② 海外語学研修

言語・国際コース

平成２７年３月１６日～２９日 （１３泊１４日）

オーストラリア方面にて実施

語学研修：ブリスベン近郊の私立男子校・女子校・共学校６校にて語学研修及び国際交流

バディシステム（一人対一人）によるホームステイ

国際理解体験：シドニーにて国際理解体験（最終の２泊３日）

（６）来年度生徒募集について

① 私学展

８月１０日 １４２名来場

１１日 １２２名来場

来場者数 ２６４名 （昨年度２８５名）

② オープンキャンパス（資料⑥）

８月２４日

来場者数 約１１００名（６１４組）

内容：学校説明会（講堂）

体験授業（教室） 電子黒板タブレット体験

校舎見学

③ 塾長対象説明会

９月１２日（木）

ホテルアゴーラリージェンシー堺

④ 学校説明会

１０月２６日（土）

１１月１７日（日）

１２月 ７日（土）

⑤ 個別相談会

１２月１４日（土）
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４．協議

（１）今後の課題・その他の課題

① コースの変更（第２学年進級時）

生徒の志・進路希望と各コースの目的が整合することを条件としてコースの変更を認める

進路希望の達成可能性を考慮し変更を認めないことがある

変更条件の細目については現在検討中

② 来年度以降の教室数

来年度募集６クラス

現在使用可能な普通教室数 ８教室

普通教室に転用可能な教室 ４教室分

③ 心のケア

ほっとすルーム ６名認定

臨床心理士２名を確保（週当たり２日配置）

④ スクールバス

３コース

泉佐野・熊取・貝塚三中前 ５８名

泉大津・和泉府中 ９６名

古市・富田林・金剛 ６９名

合計 ２２３名

各委員から貴重な意見をいただきました。
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平成 25 年度学校協議会

第２回報告
平成 26 年 2 月 28 日（金）

東大谷高等学校

１．校長挨拶

卒業式に引き続き、協議委員の皆様にはお集まりいただき有難うございます。１年間何とか無事に教育

活動を展開できましたことをご報告申し上げます。

２．報告事項

（１）事務局・協議委員紹介

① 事務局

神代校長・藤原教頭・並河教育企画部長

② 協議委員自己紹介（敬称略）

・成美会（同窓会）役員 東 京子

・平成 25年度 PTA 会長 末永 裕生

・週間教育プロ編集長 宮坂 政宏

・泉州私塾連合会会長 土井 広義

・立志館ｾﾞﾐﾅｰﾙ館長 中村 俊一（欠席）

・大阪女学院大学特任教授 加藤 正彦

・堺市立三原台中学校 大岸 千恵子

・和泉市立北池田中学校 堀川 浩

・岸和田市教育委員会教育相談員 戸江雅一

（２）協議会委員長選出

・藤原教頭より加藤正彦教授を指名 → 加藤教授了承 → 全委員承認

・加藤議長：宜しくお願いします。

それでは、報告事項からお願いします。

３．報告

（１） この１年を振り返って

神代校長：やはり、阿倍野と泉ヶ丘校舎が並立していることによる、意思の疎通・連絡事項の徹底な

ど、多岐にわたり難しかったと実感しています。職員会議や学期毎の成績会議・始業式や

終業式の時間帯の調整など、特に１学期は苦労しました。２学期以降は i-pad を使って同

時進行が可能となり会議の進行がスムーズになりました。

泉ヶ丘校舎においてはましたが、新しいことにチャレンジする毎日で、生徒だけでなく

若い先生方共々、大きく成長した１年でした。
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４．協議

（１）平成２６年度の入試志願状況について

（２）次年度、阿倍野校舎が３学年のみとなり、女子校最終年をどのように「有終の美」を飾るか。

生徒たちが寂しい想いをしないよう、誇りを持って卒業できるよう考えていくことなどが話し合

われました。


