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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　生徒数の状況（平成２６年４月１日現在）

１年 ２年 ３年 合計

　 8 7 7 22

男 167 149 146 462

女 151 130 129 410

所属
光陵高等学校

所　属　名 所属のホームページ

http://www.koryo-h.pen-kanagawa.ed.jp/

業務運営進行表

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退
職手当相当額が含まれています。
（注２）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注３）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合がありま
す。

学級数

生徒数

第１号様式 

所属進行表 

     校長の小田貞宏です。本校は1966（昭和41）年4月20日創立され、今年50年目を迎えました。 

 その間、生徒は教科の学習はもとより、部活動や学校行事に真剣に取り組み、地域の方々から 

「光陵生」と、親しみを込めて呼びならわされているとともに、社会の第一線で活躍される方々を多く 

輩出してきました。光陵生が利発にして親しみ深い生徒です。それは、生徒たちの日々の高校生として 

の自覚の高さによるものであるとともに、半世紀におよぶ本校の伝統が培ってきたものに相違ありません。 

そのときどきに応じた新たな試みや挑戦により、本校は本校の伝統をつくりあげてきました。 

 変化の速度が著しく、また多様化の進む社会にあって、現在の、そしてこれからの高等学校教育に必要なことは何なのか。

文部科学省から本校は「研究開発学校」の指定を受け、指定に基づく研究や教育実践は、まさにこの課題に正面から向き合

うものです。また、横浜国立大学および横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校との連携をさらに進展させていくこと

も私たちのテーマです。「研究開発学校」の研究、実践とは、未来に夢を持って、しかしながら複雑で厳しい社会に立ち向

かっていく、そのような輝く人格を育む研究、実践であると認識しています。そして、その実践が光陵生にとって利するも

のであることが求められているとも強く認識しています。 

 神奈川県教育委員会から学力向上進学重点校に指定されている本校。 高い目標を持って自らの進路を実現するとと

もに、心やさしき社会のリーダーをめざす、そのような光陵生を職員一同で育んでいきたいと強く考えています。  

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

4,167 3,871 8,775 18,978 9,975 41,599

213 38 42 57 53 189

0

4,380 3,909 8,817 19,034 10,027 0 41,788

項目 (再)配当額

事業費 32,317 3,547 2,153 14,102 12,134 381 32,317

維持管理費 27,485 4,141 6,080 5,370 9,611 2,283 27,485

計 59,802 7,689 8,233 19,472 21,745 2,664 59,802

162,125 110,006 169,323 116,316 557,769

169,813 118,239 188,794 138,061 2,664 617,571

△ 165,905 △ 109,422 △ 169,760 △ 128,033 △ 2,663 △ 575,783

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

諸収入

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 57 57 57 57

上記以外の職員 35 36 37 37

計（人） 92 93 94 94

配置職員数

http://www.koryo-h.pen-kanagawa.ed.jp/


２　年間行事予定

　4月 ・始業式 ・入学式 ・開校記念日 ・生徒総会

　5月 ・身体計測 ・新体力テスト ・体育祭 ・中間テスト

　6月 ・防災訓練 ・進路講演会 ・土曜講習 ・芸術鑑賞会 ・実力テスト ・宿泊研修 ・社会見学

　7月 ・期末テスト ・球技大会 ・土曜講習 ・部活動合宿 ・夏期講習 ・実力テスト ・勉強合宿 ・語学研修

　8月 ・部活動合宿 ・夏期講習

　9月 ・光陵祭 ・教育実習

 10月 ・修学旅行 ・地域貢献活動 ・養護交流授業 ・キャンパスツアー ・土曜講習 ・中間テスト ・実力テスト ・防災訓練 ・進路講演会

 11月 ・土曜講習 ・実力テスト ・研究発表会

 12月 ・期末テスト ・養護交流演奏会 ・土曜講習 ・横浜国大見学会 ・大学出張授業

　1月 ・大学入試センター試験 ・百人一首大会

　2月 ・学芸音楽祭

　3月 ・学年末テスト ・卒業式 ・球技大会 ・修了式

３　進路の状況

平成２６年 平成２５年 平成２４年

237 236 233

４年制大学 193 193 188

短期大学 0 1 0

1 0 1

就職 0 0 0

その他・進学準備等 43 42 46

・新入生オリエンテーション

・実習生による進路懇談会

・大学生による進路懇談会

・養護学校スポーツ交流

・卒業生によるキャリアガイダンス

・i－ハーベスト発表会

　

卒業者数

進学

専門学校・各種学校・その他

・センター試験体験受験　　



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

１　平成26年度の学校目標

平成26年度 学校目標 具体的な手立て 

<教育課程> 

研究開発学校として新たな科目の開発

に継続的に取り組むことによって、生

徒の学習意欲を高め、幅広い学力の修

得を図るとともに、論理的思考力とコ

ミュニケーション能力の育成・定着を

めざす。 

① 新教科「光陵リベラル・アーツ」における各科目の研究・開発に 

に取り組み、論理的思考力とコミュニケーション能力を育成するための

授業実践を行う。 

② 個々の生徒に応じた補習・講習等を実施し、適切な学習の機会と学習環

境の提供を図る。 

③ 生徒が自ら得た知識を、体験や考えなどと結びつけながら活用し、積極

的に発信する能力と態度を育てる授業を実践する。 

<生徒指導・支援> 

横浜国立大学教育人間科学部及び附属

横浜中学との連携の取組みを発展・深

化させる。また、キャリアカウンセリ

ングの取組みをさらに充実させること

によって生徒一人ひとりの進路実現に

向けた取組みを実践する。 

① 光陵ユニバース(KU)における探究的学習を充実させ、連携の取組の一環

である 「i-ハーベスト」に向け、質の高い成果発表を図る。 

② 光陵キャリアデザイン(KC)をとおして、インターンシップ等、将来の進

路実現に向けた様々な行事に積極的に参加させる。 

③ キャリアカウンセリングを効果的に行い、生徒が自己の生き方・在り方

を主体的に考え、実現する力を育成する。 

<学習指導・授業改善> 

学力向上進学重点校として、生徒一人

ひとりの進学目標に向けた高い学力の

習得と定着を図る指導実践を行うとと

もに、組織的・計画的な授業改善に向

けた校内研修をさらに充実させる。 

① 生徒の実態を踏まえた適切な教材を精選して授業内容の充実を図り、生

徒が意欲的に取り組めるような授業を展開する。 

② 高い学力の習得と定着を図り、センター試験・二次試験での解答力を伸

ばし、国公立大学の合格者数を大きく伸ばすことをめざす。 

③ 組織的な授業改善に向けて、教員同士の授業見学、職員研修会、公開授

業等の充実を図り、生徒が意欲的に取り組めるような授業づくりをすす

める。 

<キャリア教育> 

キャリア教育をさらに充実させ、豊か

な人間性や社会性を伸ばす相談体制の

充実を図りながら、生徒の自己理解と

自己成長に向けた指導・支援に取り組

む。 

① キャリアグループと学年が連携して KCやキャリアカウンセリングを実施

する。 

② 相談活動などをとおして生徒一人ひとりが進路目標を定め、実現する手

立てを見出させる。 

③  学校行事や日々の学校生活をとおして豊かな人間性や社会性を育み、将

来社会で活躍できる人物の育成に向け、リーダーシップや自ら成長をす

る態度の育成を支援する。 

<地域等連携> 

地域と交流及び協働・連携し、生徒の

地域貢献・ボランティア活動を一層推

進する。さらに、部活動や委員会活

動・学校行事を通じて、生徒の自主的

な活動を発展させる。 

① 地域貢献・ボランティア活動に関する情報を提供するとともに、周辺の

学校・地域との連携の充実を図る。 

② 部活動の高い加入率を維持するとともに、委員会活動、学校行事の充実

と活性化を図る。 

 

<学校運営・学校管理> 

生徒の学びを支える、学校防災力を高

め、安全・安心な学習環境の整備・充

実に努める。さらに、職員の事故・不

祥事の防止を徹底し、信頼される学校

づくりを推進する。 

① 災害発生時に生徒が自ら正しい行動がとれるよう防災教育を充実させる

と共に、校内体制を点検・整備し、防災力の向上に努める。 

② 美化委員会やＰＴＡ組織の活動を活性化させると共に、生徒の活動場所

や備品の安全管理、破損危険箇所の改善に努め、安全で清潔な学習環境

の整備に努める。 

③ 成績処理業務、調査書・指導要録等の諸帳票の作成・管理を適正に実施

する。 

 



２　平成26年度の学校目標の評価

045-712-5577連絡先（電話番号）

<教育課程>
①　職員全体で共通理解を図りながら組織的・計画的に取組みをすすめるともに、各教科において生徒の言
語活動を積極的に取り入れた授業を実践した。
②　部活動との日程調整なども行いながら、生徒のニーズに応じた補習・講習を実施した。
③　職員研修会などをとおして、教材や授業の進め方、評価方法などの工夫について、職員間の情報共有を
図ることができた。
<生徒指導・支援>
① ＫＵの指導マニュアルを作成し、学年で共有化したことによって、生徒が探究学習の意義について理解
を深めるようになった。
② 学校のあらゆる教育活動の場面で、キャリア教育の充実を図り、将来を見据えた学習活動を推進した。
③ 保健室とも連絡を密にとり、職員全体で情報共有を行いながら効果的な面談の実施を図った。
<学習指導・授業改善>
①　教員個々の研修だけでなく、組織的・計画的な授業改善に向けて、職員研修会を実施した。
②　基礎的・基本的な知識の習得と同時に、思考力・判断力・表現力等を育てる授業の工夫をさらにすすめ
る。
③　教材の共有化や、授業見学・職員研修会を充実させ、授業改善に取り組んだ。
<キャリア教育>
①　6月と11月に個人面談を実施したほか、適宜必要に応じたカウンセリングを実施した。カードやハンド
ブックがさらに使いやすくなるよう、改善を図りたい。
②　担任と教科担当と協力して家庭学習の方法を支援していく。３年次には方向性を明確に見据え、目標に
向かっていけるように指導・支援する。
③　社会人になって各分野で活躍できる人材育成を目指し、リーダーシップを発揮できる人間形成を目標と
して取組んでいく。
<地域等連携>
①　生徒会が地域の防災訓練に参加しており、生徒にとっていい経験になっている。現在までは部活動を通
じて地域の学校との交流を行っているが、今後は部活動を介さない交流も考えていきたい。
②　部活でも学校行事でも生徒が主体となって試行錯誤しながら運営している。教員側は、調整役として生
徒の成長を支えている。
<学校運営・学校管理>
①　災害が起きた時に、学校がどの程度、地域に貢献できるのか、学校も生徒を預かってい立場であるの
で、その点も踏まえ考えていく。
②　本校ＰＴＡの方々は非常に協力的で助かっている。今後もＰＴＡと学校の連携を大切に、生徒の支援を
すすめていく。
③　成績確定、システムへの入力、出力結果という各段階での業務のあり方を担当グループ、各教科等と協
議しながら、ミスのない成績処理を実施していく。


