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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

（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。

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年3月31日）
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 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。  

所属長の写

真・イラスト

など（任意） 

 

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

41,599 1,625 19,289 37,624 20,389 78,927

189 56 48 46 42 192

0

41,788 1,681 19,337 37,671 20,430 0 79,119

項目 (再)配当額

事業費 52,653 3,845 2,747 23,902 21,985 174 52,653

維持管理費 27,017 4,104 6,535 5,939 8,726 1,714 27,017

計 79,671 7,949 9,282 29,841 30,711 1,888 79,671

165,110 112,222 173,669 120,401 571,402

173,059 121,504 203,510 151,112 1,888 651,073

△ 171,378 △ 102,167 △ 165,840 △ 130,681 △ 1,888 △ 571,954

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 56 56 57 59

上記以外の職員 36 37 39 39

計（人） 92 93 96 98

配置職員数

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


Ⅳ　業務実施状況

１　生徒数の状況（平成２7年４月１日現在）

１年 ２年 ３年 合計

　 8 8 7 23

男 166 167 149 482

女 151 147 131 429

２　年間行事予定

　4月 ・始業式 ・入学式 ・開校記念日 ・生徒総会 ・社会見学

　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

　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 ・50周年記念式典

 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２７年 平成２６年 平成２５年

275 237 236

４年制大学 201 193 193

短期大学 1 0 1

1 1 0

就職 0 0 0

その他・進学準備等 72 43 42

学級数

生徒数

・実習生による進路懇談会

・新入生オリエンテーション

・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

・大学生による進路懇談会

・養護学校スポーツ交流

・センター試験体験受験　　

・卒業生によるキャリアガイダンス



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

１　平成27年度の学校目標

①地域との様々な交流を推進し、地域貢献・ボランティア活動のより一
層の充実を図る。
②部活動の高い加入率を維持するとともに、委員会活動、学校行事のよ
り一層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。また、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。創立50周年にあたり、さらに
伝統ある学校づくりを推進する。

①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。
②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。
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。

（学習指導・授業改善）
学力向上進学重点校として、幅広
い学力の習得を図りながら、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、計画的・組織
的な授業改善に向けた校内研修を
さらに充実させる。

①論理的思考力とコミュニケーション能力を育成し、幅広い学力の習得をめざし
て、組織的な授業改善の充実を図る。
②確かな学力の育成を目指した円滑で適切な教育活動を行うための実務面の充実
を図る。
③生徒一人ひとりが高い目標を持ち、あきらめずに進んでいくために、適切な学
習支援と情報提供を行う。

（キャリア教育）
キャリア教育をさらに充実させ、
卒業までの見通しをもったキャリ
アガイダンスの取組みを計画的・
組織的にすすめ、生徒一人ひとり
の進路実現に向けた取組みを実践
する。

①３年間を見とおした計画の中で、学年ごとにその計画の意義や目的を意識して
キャリア教育の実践を行う。
②自己の進路実現に向けて、自己の生き方を主体的に考える態度を育成する。

（教育課程）
横浜国立大学教育人間科学部及び
附属横浜中学校との連携を発展・
深化させる。研究開発学校として
新しい教育課程や指導方法の開発
に継続的に取り組み、生徒の論理
的思考力とコミュニケーション能
力の育成・定着を図り、幅広い能
力（「リテラシー」）・学力の習
得をめざす。

①中高大連携の取組みを通して、生徒が幅広い年齢層の生徒や学生と研鑽を積む
ことで、豊かな人間性や社会性の伸張を図る。
②新教科「光陵リベラル・アーツ」の各科目において、指導方法の改善・充実を
図るとともに、生徒の幅広い能力の習得を測る評価方法の研究・開発をすすめ
る。
③生徒が聞いたり読んだりして得た知識を、自らの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ことにより、論理的思考力と
コミュニケーション能力の育成を図る。

平成27年度　学校目標 具体的な手立て

（地域等連携）
地域との交流・協働・連携をさ
らに深めるとともに、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。

（生徒指導・生徒支援）
これからの社会をよりよく生きる
ための幅広い能力（「リテラ
シー」）の育成を図ることによ
り、豊かな人間性や社会性を伸ば
し、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学年とグループが連携しながら、光陵ユニバース（KU)における探究的学習を
充実させ、 i-ハーベスト発表会に向け、成果発表の質の向上を図る。
②学校行事や日々の学校生活を通して豊かな人間性や社会性を伸ばし、生徒の自
己理解や自己成長に向けた指導・支援を行う。



２　平成27年度の学校目標の評価
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ホームルーム活動、生徒会活動、学校行事などの特別活動において、他者と協働しながら自
己の役割を考え、主体的に活動できるような取組みを行うことができた。

ベテラン教員と若手教員が授業の工夫について情報交換する職員研修会を実施できた。公開
授業月間については、より充実したものにできるよう工夫していく。

【学習指導・授業改善】

連絡、報告、相談といったコミュニケーションをしっかりとりながら円滑な実務運営を実施
できた。

授業時間の確保等について検討した結果、来年度から２学期制への変更を行った。これに伴
う課題をしっかりと把握し、その解決を適切に図っていく。

キャリアグループと学年が意思疎通を図りながら、時機を得たキャリア教育を実施できた。

それぞれのキャリアガイダンスにあたっては、目的や趣旨について職員で共通理解を図りな
がら実施できた。

地域貢献活動やボランティア活動などの体験活動が、生徒のキャリア意識形成に役立ってい
る。今後も生徒に明確な目的意識をもって取り組ませていきたい。

【キャリア教育】

【地域等連携】

部活動や委員会活動をとおして生徒の主体性、自主性が育まれている。

本校ＰＴＡは大変協力的である。今後も学校とＰＴＡが連携して、校内美化等に努めていき
たい。

災害が起きたときに、地域で高校生がどのような貢献ができるのか、生徒の安全確保を考え
ながら引き続き検討していく。

成績の確定、システムへの入力、出力結果の確認といった各段階において、複数による
チェックで確認をしながら実施してきた。今後もミスのない成績処理を実施していく。

【学校運営・学校管理】

【教育課程】

【生徒指導・生徒支援】

KUの探究学習と他の科目の学習との関連付けを図りながら、生徒の課題発見・課題解決の力
の育成を進めた。

  KUと附属横浜中学校のTOFYとの合同発表会やi-ハーベストなどをとおして、知識の習得だけ
にとどまらない幅広い資質能力の育成を推進した。

 職員研修会などをとおして、生徒の主体的・協働的な学習の工夫について情報共有すること
ができた。

  今後も引き続き、知識の習得と活用のバランスを図るカリキュラムマネジメントの視点をも
ちながら、組織的な授業改善を継続させる。

連絡先（電話番号）


