２０１9 年度
学校法人梅花学園 事業計画書

２０１９年３月３０日

梅花学園の建学の精神

キリスト教精神に基づき、他者への愛と
奉仕の精神を備える自立した女性を育成する

教学の理念
梅花学園は、キリスト教精神に基づき、人間として自分の生きる道を
見出してその道を歩む力を身につけると共に、多様な価値観を認めて
隣人と連帯する意欲を持つ人を育てる。さらにのびやかな感性を養い、
調和のとれた知性をもって社会に適応すると共に社会に貢献する人が
育つように努める

スクール・モットー
人にしてもらいたいと思うことは何でも、
あなたがたも人にしなさい。
（マタイによる福音書七章十二節）

２０１9 年度

学校法人梅花学園

事業計画（案）

Ⅰ．学園の基本方針
建学の理念であるキリスト教精神に基づく人間教育を実践し、小規模な女子学園の特色を
生かして以下に掲げる使命を果たす。
１．各設置学校において、教育の特色を明確に打ち出し、育成しようとする人材像を社会に
明示し、その約束を果たす。さらに、教育内容と学生・生徒・園児への各種支援・サー
ビスを充実させ、満足度の向上を図る。
２．総合学園であるメリットを生かして、学園内の学校間における教育連携事業を推進する。
３．教職員に対し就業規則に基づくコンプライアンス教育を徹底し、教育機関に相応しいガ
バナンスを示す。また、学内の情報共有の徹底を通して組織間連携を向上させ、ガバナ
ンスの強化を図る。
４．各設置学校においては教育活動における事業活動収支の均衡をめざしつつ、中・長期的
視野に立ち、法人全体として財務体質の強化を図る。また、各部門において経費の削減
に努め、学生・生徒等の安定的確保を通して経常収支における均衡を図る。
５．危機管理と情報管理を適正に行い、併せて外部の情報を積極的に収集し、これに基づき
時代の要請に対応した戦略に基づく経営を推進する。
６．学内外に対し情報の公表を行い、教学および経営の説明責任を果たす。
Ⅱ．学園改革への取組み
昨今の学校教育を取り巻く環境において、英語教育をはじめとしたグローバル教育の推進、
高大接続における入試改革、さらには幼児教育・高等教育の無償化など、国主導の教育改革
が進められるなか、本学園においてもこれに対応すべく、各学校において改革を進めている。
２０１９年度においては、本学園の現行の体制を維持しつつ、社会から求められる学校を
目指して、さまざまな観点から不断の改革に取り組むこととする。そして、
この改革により、
学園全体のブランド力を向上させ、社会的評価を得ることに努めたい。
１．各設置学校は文部科学省が進める教育改革に対応し、教育内容の見直しと充実を図り、
それぞれの教育目標に定める人材養成に沿った教育を推進する。
２．安定した財政基盤を確立するために、入学者の確保と収容定員の充足に努める。このた
め、各設置学校においては各種行事・イベント等を通じて募集活動を強化する。
３．高校・大学の教育と連携した「梅花歌劇団（劇団この花）
」の諸活動・公演等を通して
教育的展開を図り、学園全体の知名度とブランド力を高める。
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Ⅲ．事業計画の概要
１．

教学充実、学生・生徒・園児支援の取組み

（１） 大学
学園の基本方針に基づき、学生と親身になって向き合い、学生の個性を尊重する丁寧な
教育を通して、教育目標「チャレンジ＆エレガンス」の実現をめざす。
① 建学の精神の浸透
１）建学の精神であるキリスト教主義に基づく人間形成をめざすため、学生および教職員に
対し、礼拝（チャペル・アワー）への積極的参加を促す。
２）学園の建学の精神を学ぶために、教職員対象の研修会を開催する。
３）茨木キャンパスにおける「チャレンジ＆エレガンス」の具体的な実践を、学生および教
職員に促す。
②

学科名称の変更
2020 年度に向けて、学びの内容を明確にするため、文化表現学部日本文化創造学科およ
び心理こども学部こども学科の学科名称の変更手続きに入る。

③ 教育・研究の充実
1）教育の改革・改善に関する取り組みを各教員に促し、教育目標を確実に実現する真の教
育力をもつ大学をめざすため、優れた取り組みに対して経費補助を行う。
2）研究の活性化をめざして、外部の各種研究助成の案内をして積極的な研究活動を教員に
促すとともに、優れた個人研究およびプロジェクト研究に対して助成の充実を図る。
３）教員相互の授業参観や授業実践報告会、さらには学生による授業アンケートなどを通し
て、個々の教員の教育の改善および教育力の向上を図る。
４）教育方法や授業内容の改善・充実に役立てることを目的として、保護者に本学の授業を
参観してもらう機会を 11 月に設ける。
５）学生会館 2 階の「グローバル・コミュニケーション・ビレッジ」が、すべての学生が
気軽に訪れ、楽しく英語が学べるスペースになるよう、ビレッジの充実を図る。
④ 産官学の連携
１）学生たちの向学心を引き出し、社会で活躍できる力を伸ばすため、産官学の連携を積極
的に推進する。
２）グランフロント大阪ナレッジキャピタル「The Lab.」を学生の学びを公開する場、教
員の研究活動の場、さらには企業との連携拠点として活用する。
⑤ 学生支援
１）出席管理システムやクラスアドバイザー制度などを活用して、学生に寄り添ったきめ細
かな学生指導を行い、学生の成長を促すとともに、中途退学を未然に防ぐ。特に、新入生
に対しては、入学直後および定期的に学科単位で新入生全員の面談を行うとともに、学生
カルテを作成して一人一人の状況を把握し、それに応じた丁寧なサポートを行う。
２）1 年次生および 3 年次生を対象に「大学生基礎力レポート」を実施し、その結果を分
析することにより、教育改革並びに学生支援に役立てる。
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３）卒業後の就職対策として、各種の国家試験および教員採用試験等の対策講座を実施する。
また、MOS 試験、日本語検定、TOEIC Listening & Reading IP などの資格取得支援
(受検料の補助)を引き続き実施する。
⑥ エレガントな女性の育成のために
１）マナー教育
エレガントな女性の育成に向けて、その手引書となる『梅花マナーブック』（改訂版）
を基にマナー教育に取り組む。
２）美しい日本語教育
共通教育科目の必修科目「美しい日本語（話し方）」や「美しい日本語（書き方）」を通
して学生の言葉の素養を引き上げる。また、挨拶の励行や TPO に応じた正しい言葉遣い
の実践に取り組む。
３）梅花歌劇団「劇団この花」
劇団この花は、本学の学問と融合した文舞両道をめざす全国的にも類をみない運営形態
となる劇団として、2016 年 4 月にスタートし、2019 年 4 月には 4 年生までがそろう
年度となる。今年度の自主公演は、エレガントな女性の生き様を描くオリジナルミュージ
カル第 2 弾として謝珠栄先生演出・振付・歌詞による新作「マザー・テレサ ～愛は微笑
むことから始まる～」を 8 月 24 日（土）25 日（日）26 日（月）に上演予定。また、公
演以外には社会福祉施設や各種イベント活動を実施し、心身ともにエレガントな女性をめ
ざし活動していく予定である。
⑦

自己点検・評価
「梅花女子大学自己点検・評価規程」第 2 条の規定に従い、日本高等教育評価機
構の評価基準に基づいて、3 年に一度の自己点検・評価を実施する。

⑧ 学部・学科の取り組み
（文化表現学部）
国際英語学科：１年次生全員を対象に、総合旅程管理主任者の資格が取得できる学内研修・
ニュージーランド海外研修を 9 月に実施する。また、2 年後期からの海外実
習・留学に向けて「TOEFL-ITP」
（年 4 回）
、卒業後の進路選択を視野に入れ
て「TOEIC-IP」
（年 2 回）の受験を推進する。
日本文化創造学科：日本の歴史や文化に触れ、学ぶために、新入生を対象に１泊２日の京都
での宿泊研修を行う。また、書の歴史や文化への理解を深めるために中国
において５泊６日の書道研修を実施し、４年間の書道学習の集大成として
の作品展示会を 3 月に開催する。学会活動として、春と秋に講演会を開催
し、歴史･文学旅行を実施する。
情報メディア学科：学修成果を発表する機会として「広告・CM コンペ」や「年度末成果発
表会」を開催する。広報活動および実践的教育の場として「BBS 梅花情
報局」の番組制作を継続し、ゼミ主導による各種企業とのコラボ企画や学
外コンペへの参加を推進する。各種企業へのインターンシップ、病院等に
おける医療事務研修にも積極的に取り組む。
（心理こども学部）
心理こども学部のこども学科と心理学科において、
「小動物看護士」、「小
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動物介護士」および「ドッグシッター」の資格取得講座を開講する。
こども学科： 遊びを通して地域の子どもたちや保護者と交流する「こどもフェスタ」を
開催する。学生が作成した卒業制作の絵本をグランフロント大阪で展示す
る。各種イベントで子どもたちを対象に絵本の読み聞かせ・造形遊び・音
楽遊び等を行う。イタリアで海外研修を実施し、モンテッソーリ教育、レ
ッジョ・エミリア教育等について学ぶ。
心 理 学 科： 基礎学力の向上とキャリアに対する動機付けを行うことを目的に、各授業
の初めに小テストを行うプルミエプログラムを実践する。さらには、大学
院心理臨床学専攻と一貫した「公認心理師」養成課程の充実を図る。また、
犬・イルカ・馬・ゾウ（海外）を介して行うアニマルセラピー実習を行う。
（食文化学部）
食文化学科： 調理師としての技術習得のため、調理基礎分野は、授業時間外も指導に取
り組む。また、多様な食の歴史や文化に触れ、学ぶためヨーロッパ研修・
学会講演を開催する。さらに、食育に係る内容について、企業とのコラボ
を推進し、新商品の開発・販売を行う。
管理栄養学科： 学科開設から 3 年目を迎え、教学面では、病院および福祉施設等での臨
地実習が始まる。学生には専門知識の確認と社会マナー等の事前指導を行
い、実習に臨ませる。国家試験対策については、管理栄養士の資格取得に
向け、毎年度末に国家試験模試および弱点指導講義を行い、学んだ知識の
復習と理解力を高める。一方、学生参画の産学連携活動、地域貢献活動を
引き続き行う。具体的には、3 回生が中心となり茨木市と連携して主食・
主菜・副菜をテーマとする食育イベント等を開催する。
（看護保健学部）
看 護 学 科： 看護師および保健師の資格取得に向けて、１年次から各学年において国家
試験対策講座を行う。また、学生の学術的興味関心を引き出すために公開
講演会を実施する。さらに、学生の安全な実習環境の整備として、感染対
策の徹底および災害に対するガイドラインの策定とシステムの構築を検
討する。実習施設を招いて就職説明会を就職部と合同で開催し、学生の就
職を身近なものにする。
口腔保健学科：歯科衛生士資格および養護教諭一種免許状の取得に向け、国家試験対策と
授業の充実を図る。海外研修の企画ならびに学科の学会主催で１〜４年次
学生に大学院生を交えて、学内公開の授業成果発表シンポジウムを開催す
る。
（２） 中学校・高等学校
建学の精神に基づく教育活動を通じて、コミュニケーション能力を高め、円滑な人間関
係を構築し、真に社会貢献のできる、人間性豊かな自立した女性の育成をめざす。そのた
めに、全教職員が建学の精神を共有し、
「愛なる女学校」ならびに「チャレンジ＆エレガン
ス」をテーマとして、日々の教育活動に活かすことをめざす。
① 中学新コース・高校新コース新専攻での授業充実
2018 年度 4 月から開始した中学新コース・高校新専攻での教育の充実を図り、より
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魅力のある学校を目指す。
②

専攻（コース）ごとの特色を活かした特別プログラムの実施
特色ある専攻（コース）に在籍する生徒の満足度向上、およびモチベーションの維持を
めざし特別プログラムを実施する。
総合進学専攻（標準コース）
・大阪市立科学館、浪花教会訪問（1 年生 4 月）
：特別授業やプラネタリウム鑑賞など
の体験学習を通して理系に対する興味づけを行う。また、浪花教会訪問で梅花学園創
立について考える機会とする。
・職業体験（1 年生 5 月）
：コミュニケーションキャンプで実施。
（滋賀県長浜市黒壁ス
クエア周辺）
・自己アピール＆マナー研修（1 年生 11 月）
：大人の女性としてのコミュニケーショ
ン能力と立ち振る舞いを身につけるための宿泊研修を「新大阪ユースホステル」にお
いて元 CA の方を講師に実施する。
・総合学習の時間を利用し「生け花」「茶室体験」「着付け」等を実施することにより、
日本文化を理解し、礼儀作法を身につける。また、日本語検定を必修受験として対策
講座を実施する。
特進Ｓ専攻（特進 S コース）
・勉強合宿：1 年生３回、２年生２回の合宿を行い、大学受験に対するモチベーション
を高める。
・長期休暇期間の特別講座：弱点克服やレベルアップをはかり、目標の達成をサポート
する。
・大手進学塾と連携し、勉強合宿や長期休暇期間の特別講座の講師を担当いただき、大
学受験に対する実践力の向上をめざす。
国際教養専攻（国際コース）
・イングリッシュキャンプ（1 年生 5 月）：滋賀県長浜にて ECC 講師陣を中心に英語
オンリーの宿泊研修を実施する。
・留学生との異文化協働体験型研修（1・2 年生 11 月）
：校内でコミュニケーション能
力向上の実践の場として留学生との研修を実施する。
・3 ヶ月カナダ留学（1 年生 3 月～2 年生 6 月）
：カナダ・オンタリオ州でホームステ
イをしながら現地校で学ぶ。
・英語読み聞かせ（3 年生 3 学期）：土曜朝の読書の時間を利用して中学１年生に英語
で絵本の読み聞かせを行う。
・ECC ブラッシュアップ英会話講座(７月から)：2 年生でのカナダ 3 ヶ月研修事後学
習として、英語運用能力のレベルアップのための特別プロクラムを週 1 回放課後に実
施する。
（希望者）
医療看護専攻（医療看護コース）
・災害体験、小児応急手当教室（1 年生 4 月）
：大阪市立阿倍野防災センターにて応急
処置を学ぶ。
・普通救命講習受講（1 年生 7 月）：豊中市消防局から講師を招聘して豊中キャンパス
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にて受講する。
・病院実習（1 年生 10・11 月）
：西淀病院にて救急搬送患者の処置や血液検査のお手
伝い、患者さんの食事配膳や手足を洗うなど看護師の日常業務を現場で体験する。
・プレママ講習会：ミキハウスの協力で幼児の特性や助産師として幼児に対する接し方
等を学ぶ。
・実習ノートを梅花オリジナルで作成し、記録を取る習慣を身につけるとともに、文章
表現力を養う。
こども保育専攻（こども保育コース）
・梅花幼稚園での保育体験：平常時の保育以外に年 3 回の遠足、夏祭り、バザー等の行
事に参加して保育の現場を学ぶ。
・１年生は近隣幼稚園で、２年生は近隣保育園でのそれぞれ 3 日間の保育実習を実施し、
将来の仕事に対する意識を高める。
・ピアノ発表会（全学年）
：音楽室・円形講堂にてレッスンの成果を披露する場を設け
る。
・スキー実習（2 年生 3 月）
：野沢温泉スキー場おいて、３泊４日のスキー・スノーボ
ード研修を実施する。
・プレママ講習会：ミキハウスの協力で幼児の特性や保育士としての幼児に対する接し
方等を学ぶ。
・実習ノートを梅花オリジナルで作成し、記録を取る習慣を身につけるとともに、文章
表現力を養う。
舞台芸術専攻（舞台芸術コース）
・梅田芸術劇場でミュージカル「レ・ミゼラブル」
（２・3 年生 7 月）
、および、宝塚歌
劇月組公演（1 年生 11 月）のプロのステージを鑑賞する事で、表現力の向上をめざ
し、卒業公演等へ向けてのモチベーションの維持を図る。
・芸術発表会“Dream Fest” 11 月 1９日（火）梅田芸術劇場シアタードラマシテ
ィにて開催。コースの取り組みやクラブ活動の発表の場として、一般に広く知っても
らう機会とする。
・卒業公演 12 月 1５日（日）
：グランフロント大阪北館・ナレッジシアターにて第５
回卒業公演を実施する。卒業生自らが演技のみならず、公演全体をプロデュースする
ことで、３年間の総まとめを行う。
調理・製菓専攻（調理・製菓コース）
・近隣の飲食店でのインターンシップを実施し、職に対して考える機会とする。
・調理製菓スペシャルプログラムとして、クラブハリエ出張実習・叶匠寿庵での和菓子
作り体験（1 年生 5 月）
、神戸ケーニヒス クローネでの洋生菓子作り体験（2 年生 5
月）などを通し、プロの職人から学ぶことで、菓子作りや職業に対する認識を高める。
・料理検定、菓子検定（辻製菓専門学校主催）受験(2・３年生）により、お菓子につい
て知識や興味を高める。
③ リベラルアーツコースのプログラム
・English Communication Day：国際教養専攻以外のリベラルアーツコースにおいても
英語でのコミュニケーション力を養成するため、外部派遣のネイティブ講師や留学生と
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のアクティビティーおよびディベートの研修を実施する。
・リベラルアーツウィーク：１・２学期の期末考査終了後に、「みんなのドラマ」を活用
してコミュニケーション能力・自己表現力の向上を目指す。また、専攻・コースの特別
プログラム（プレママ講習会、保育実習、救急救命法、芸術鑑賞など）を実施し、生徒
の資質向上をめざす。
④ 大手進学塾との連携による進路指導の充実
・特進 S 専攻の進路指導を抜本的に見直し、カリキュラム・放課後の学習法変更に向けた
検討および準備を実施する。
・長期休暇中や放課後に実施する受験講座に講師陣を導入することで、進路実績の向上を
めざす。
⑤

実用英語検定（英検）の中学生・高校生全員受験
中学卒業時に 3 級、高校卒業時に特進Ｓ専攻（特進Ｓコース）
・国際教養専攻（国際コ
ース）は 2 級、他の専攻（コース）は準 2 級の全員取得を目標に掲げ、対策講座の充実
を図ることにより、英語に対するモチベーションおよび英語運用能力の向上に努める。

⑥ 2020 年問題に向けての取り組み
・ベネッセの Classi を導入し、 e ポートフォリオ対策および校内試験・外部模試等の学
力総合分析、ネット配信による学習教材の利用による基礎力応用力向上をめざす。
・ECC 英検対策講座、TOEFL 受験対策講座の実施
英語の 4 技能運用能力強化をめざし、ECC 講師による英検対策講座およびトフルゼミ
ナール講師による TOEFL 受験対策講座を放課後の時間を利用し実施する。
⑦ シリコンバレーラボの設置。
・西館 1 階 English Only Space 横の教室に Pepper や Musio、ドローンなどの各種ロ
ボットに加え、３D プリンターも常備し、自由な発想でコンピュータ機器を利用できる
空間を整備することで、プログラミング教育の充実を図る。
・中学で Pepper IoT チャレンジプログラムに参加し、Pepper と IoT を組み合わせてプ
ログラミングを行うことで、スキルアップを図る。
⑧

English Only Space の活用
・西館 1 階の English Only Space においてさらなる英語力の向上をめざす。

⑨ 修学旅行の充実
・高校修学旅行は海外と国内の選択制とする。海外コースでは、ドイツはノイシュヴァン
シュタイン城、チェコはプラハ、オーストリアはウィーンを訪問する。その間、聖歌隊
は教会での賛美歌合唱やウイーン少年合唱団との交流を計画している。また、国内コー
ス（沖縄・石垣島方面）では沖縄本島での平和学習および自主研修を行う。
・中学修学旅行をハワイで実施することで、グローバルな視点を持つ生徒の育成をめざす。
また、地元の方々との文化交流の機会として、チアリーディングの演技披露も行う。
⑩ 英語研修の充実
・高校国際教養専攻の 3 ヶ月学期留学はカナダ・オンタリオ州シムコー郡で、現地受け入
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れ高校を４校に増やして実施する。また、夏期海外英語体験学習は、オーストラリア・
タウンズヴィルで実施する。
・中学２年生は、福島県にある British Hills においての英語宿泊研修を実施する。
・夏期・冬期休暇中に英会話力の向上をめざし、ECC 講師による集中英会話講座を実施
する。
（希望者）
・同窓会の創設する留学支援制度により、中学３年生を対象として一定条件を満たせば、
国際教養専攻の 3 ヶ月カナダ留学プログラムに参加を認める。今年度は第 1 期生とし
て中学 3 年生 1 名をカナダ留学に参加させる。
・食堂に設置した 80 インチテレビに常時 CNNj のニュースを放映することで、常に英語
を耳にする機会を作りリスニング力のさらなる向上をめざすとともに、スカイプなどの
システムを用い海外とリアルタイムに交流をおこなう。
⑪

中学総合学習等での取り組み
各学年で調べ学習を中心に行い、情報を収集・整理し発表することで生きる力を養う。
また、全学年でマナー講座を受講することで、梅花の品位を体現できる生徒育成をめざす。
１年生
・キッザニアでの職業体験の事前事後に職業調べを実施し、将来の自分像を考える。
・３年生でのハワイでの修学旅行に向けて、英語コミュニケーションの実践の場として
「オオサカイングリッシュヴィレッジ」で研修（１月）を実施する。
・「国」調べや、新聞作りを通して、情報を得る力・まとめる力・表現する力を養う。
２年生
・３年生のハワイ修学旅行に向けて、英語コミュニケーションの実践の場として福島県
「British Hills」で宿泊研修（5 月）を実施する。
・紙芝居を作り、発表することで、お話しをまとめる力・表現する力を養う。作成した
紙芝居は発表会を実施する。
３年生
・ハワイ修学旅行に向けて、事前学習として調べ学習を行い、調べた内容をプレゼンテ
ーションする機会（７～９月）を設ける。また、
「インターナショナルマナー」と題
した外部講師による講演会（9 月）を通して、海外でのマナーについて考える。

⑫

高大連携の充実（Liberal Arts @ BAIKA）
梅花独自の魅力ある授業をめざし、梅花女子大学との高大連携授業科目の充実を図る。
・高校２年生高大連携選択科目：「Ｗｅｂ制作」・「造形デザイン」
・高校３年生高大連携選択科目：「心理学入門」
・高校２年生「看護特講」「調理・製菓特講」月１回、高校３年生「看護特講」通年の
授業を実施する。
・高校２年生「食育入門」「保育特講」
、高校３年生「保育特講」
「食品衛生学」の授業
を通年で実施する。

⑬

卒展・芸術作品展の実施
グランフロント大阪北館・アクティブスタジオにおいて、11 月に卒業生を中心とした
生徒の美術や書道など作品の展覧会「卒展」を開催する。また、3 月には芸術選択授業・
高大連携授業・クラブ活動で創作した芸術作品の展覧会「芸術作品展」を実施する。これ
により、生徒の情操教育・感性の向上をめざし、モチベーションを保つと共に、梅花ブラ
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ンド力を広く一般にアピールする。
⑭

チャリティイベント＆入試説明会の実施
１day キャンパスおよび梅花コレクション（通称：うめコレ）を梅花女子大学との連携
企画や学校説明会を組み合わせて開催する。この事により、出演者のモチベーションの持
続や成長を期待すると共に、広報面においても勢いのある「梅花」をアピールしていく。

・1day キャンパス：6 月２３日（日）グランフロント大阪北館・ナレッジプラザにて開催予定
・うめコレ：9 月 23 日（月・祝） グランフロント大阪北館・ナレッジプラザにて開催予定

⑮

クリスマス特別礼拝の実施
「ことばを聴く・みんなで讃美する礼拝」としてクリスマスを祝う特別礼拝を、茨木ガ
ーデンキャンパス澤山記念ホールで開催する。特別礼拝により創立者澤山の精神を再確認
することで、建学の精神を理解し、隣人愛の精神を育てる。
・12 月 1４日（土）梅花学園茨木キャンパス・澤山記念館
⑯

中学・高校 第６回山川登美子短歌文学賞の実施
中学・高校在校生を対象とした山川登美子短歌文学賞を継続実施する。短歌教育により
言葉の感性を磨き、美しい日本語を考える機会とする。また、この短歌文学賞を通し、梅
花女学校を卒業し与謝野鉄幹・晶子に並び称される明星派の歌人、山川登美子の文学的業
績を顕彰する。

⑰

不登校生への対応強化
不登校生徒を対象に「北館教室」を継続し、登校や進級に対して意欲的に取り組める環
境づくりを行う。

⑱

教師力向上に向けて
安定したより良い教師力を育成するため、PDCA サイクルを構築すると共に、教員研修
の有効な実施法を研究し実施する。

⑲

ICT 教育や e ラーニングに向けて
中高全てのホームルーム教室に設置した電子黒板機能付きプロジェクターを効果的に
用いた授業を展開するため、ICT 教育プロジェクトチームを継続する。研究授業を続け、
ICT を使った授業展開を多くの教員へ普及させる。また、これからの教育において必要不
可欠になると考えられる ICT 教育や e ラーニングについての教職員の意識付けやハード・
ソフト面の研究に加え、アクティブラーニングの実施に向けての研究を行う。

⑳

学校評価の実施
教員の自己評価、生徒による授業評価を 1 学期および 3 学期の年２回実施する。また、
学外からの関係者評価を実施し、その結果を検証することを通して教学の充実を図る。
さらに、評価結果をホームページ上に公開する。

㉑

危機管理への取り組み
平素の危機管理システムの充実を図り、火災や地震などの災害時の対策として訓練・研
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修を年 3 回実施し、万が一の緊急時に備える。また、中学では登下校の安全学習として、
防犯教室を実施する。
（３） 幼稚園
教職員の保育力を高め、園児・保護者をはじめ地域社会からの信頼を強固なものにする
ため、教育研究や諸施策の充実を図る。また、併設の各学校や地域社会との連携強化によ
り、幼稚園としての機能をより一層高めるなど総合力の向上を図る。
① 教師の保育力向上
キリスト教精神に基づく本園の教育理念に対する各教師の理解を深め、保育力の向上の
ために外部講師を保育アドバイザーとして招聘し、園内研究会の充実をはかるとともに 6
月には他園の保育者対象に本園の保育の公開を実施する。また、10 月より幼児教育の無
償化が実施されるが、幼児教育の目的は人間形成の基礎を作ることであるということを見
失わず、さらなる質の高い教育を提供していけるよう、各機関の研修会へも積極的に参加
する。
② 保育関係者間の連携強化
女子大学こども学科と連携を取って、本園の幼児教育観を充分学生に伝え、幼児教育に
対する知識を深めさせるよう配慮し、両者の共通理解を図る。また、高校の「こども保育
専攻（コース）」との連携を図り、実際の幼児教育現場での実習を通して生徒が保育に対
する知識を深め、幼児教育への興味や意欲をもてるよう本園の保育の充実と向上に努める。
③ 子育て支援の強化
前年度に引き続き、預かり保育の時間延長を継続し、夏休み・春休み期間中にも預かり
保育を実施する。また、月一回のキンダーカウンセリング等の専門分野からの子どもの発
達や保護者の育児などの支援を充実させ、本園のみならず広く地域親子の子育て支援にも
貢献する。
④ 危機管理体制の強化
安全で事故のない教育環境を保障するために、防犯教室や防災訓練等を実施し、危機管
理体制の一層の充実を図る。幼児の安全確保への責任意識を個々の保育者がしっかり持ち、
一丸となって園全体の危機管理に努める。
２．学生・生徒・園児の受け入れ
（１）大学
① 大学および学部・学科のセールスポイントの訴求
「チャレンジ＆エレガンス」を人材育成のスローガンに掲げ、「仕事力あるおしゃれな
女性」を育成するため、大学全体や学部・学科の取り組みと学びの内容を、受け取る側
の目線に主眼をおいて表現し伝える。
② パンフレット
大学案内をハーフモデルチェンジし女子大学として一層のエレガンス感やおしゃれ
感を出すデザインとする。加えて梅花女子大学の個性・特長・魅力を受験生およびステ
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ークホルダーに具体的に伝えるようにする。また、様々な切り口から特集パンフレット
を作成し、大学案内の内容を補完する。
③ ホームページの展開
受験生をはじめとする閲覧者の動向マーケティングを行い、ビジュアルを重視しつつ、
コンテンツを能動的に展開する。また、ＷＥＢ広告やスマートフォン対応も行い、さら
にはＳＮＳとの連動および動画配信を強化することにより拡散効果を図っていく。
④ マス広告の展開
マス広告は、テレビＣＭを中心に展開し、学園全体のブランディング広告として発信
を行う。さらに岡山・高松地域での認知度アップと志願者増を狙って CM 放映を増加さ
せる。また、ＷＥＢ広告を活用するとともにオープンキャンパスへの誘導のための交通
広告を実施する。
⑤ 進学相談会への参加
直接受験生と接触が持てる進学相談会・高校内説明会には積極的に参加する。また、
高校内説明会には模擬授業や学問分野説明などがあるため、積極的に教員派遣を行う。
さらに地方戦略の一環として、地方での進学相談会にも参加する。同時にその地域の高
校訪問を中心とした広報展開を行う。参加にあたっては大学の紹介および、相談会後の
オープンキャンパスへの参加促進に注力する。
⑥ DＭを中心とした受験生へのダイレクトな広報展開
受験雑誌への出稿という広報から、直接受験生に一年を通じて必要な時期にアプロー
チするＤＭを中心にした広報展開をさらに強める。地域、志望分野、学年など、より詳
細なセグメントを行い、対象者を絞り込みながら本学の情報を確実に伝達する。また、
早期より実施する DM は主として大学のブランドイメージの訴求やオープンキャンパ
スへの誘導を目的とし、後半は公募制推薦入試や一般入試への出願促進を目的とした
DM とする。
⑦ 高等学校との連携強化
高校訪問については、北摂地域や近畿圏内の高校で、本学への通学が可能な地域の高
校を重点的に複数回の訪問を実施する。さらに入学実績校からの入学者数の安定化を図
るため、連携協定をはじめとした親密な関係を築くよう働きかける。また、併設高校で
ある梅花高校については、「梅花女子大学インフォメーションデスク」を中心に生徒、
保護者、教員に対して梅花高校内で行う本学のイベントや情報を発信し、生徒・保護者・
教員から、大学への質問や相談に応じることができる体制を一層充実させる。また、教
員には大学の設置学科に関する情報などを積極的に共有する機会を増やし、さらなる連
携を深める。生徒・保護者には「梅花女子大学進学相談会」を高校内で開催し、学内推
薦入学への受験促進を行う。
⑧ 塾・予備校との関係強化
塾・予備校に関しては、エリアを限定して訪問を重ねる。そのことにより近隣地域で
の地盤を固める。個人塾には、基本的な大学情報等を提供するなど「相手に歓迎される
訪問」を行う。
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⑨ オープンキャンパス
受験生が直接本学と接する機会として、５月以降１1 月までの間、毎月１～２回の頻
度で年間 11 回のオープンキャンパスを実施する。ここでは、学科紹介をはじめ、各種
イベントを開催し、個別相談にも応じることにより、本学の魅力を直接受験生に伝える。
さらに、積極的に学外に出かけて本学の魅力を PR するための学外イベント（１Day
Campus など）をグランフロント大阪において実施する。このイベントは、梅花中学校・
高等学校と共催することで、オール梅花としてのブランド力向上を図る。また、地方か
らの来場促進のため岡山と香川からに加えて和歌山からのオープンキャンパスバスツア
ーを実施する。
⑩ 入試制度改革
2020 年度入試においては、管理栄養学科において新たに AO 入試を実施する。
（２） 中学校・高等学校
① 入試広報体制の強化
塾・公立中学校への訪問については、法人企画部との連携を強化し、合理的な計画を策
定する。特に近隣の徒歩・自転車通学圏内からの志願者増を図るために、大手塾だけでな
く、近隣の中小の塾についても関係強化を図り、信頼関係を築く。
②

募集対策行事の充実
従前の学校説明会をオープンキャンパスとして位置付けることで、校内での高校入試行
事は「オープンキャンパス」６回、「入試説明会」３回の年９回を、中学入試行事は「オ
ープンキャンパス」７回、
「プレテスト」３回の年 10 回を実施する。さらに校外での行
事として「ナイト説明会」や「うめコレ」、「1 day campus」等のイベントをグランフ
ロント大阪北館・ナレッジプラザで実施する。
校内での入試行事では、専属アシスタントとして活動する生徒を募り、本校のアピール
を強化する。

③

塾対象説明会
年４回（６月ホテル阪急インターナショナル、7・９・１０月に校内で各１回）の実施
とする。塾の先生方の利便性を図ると共に、梅花の教育の広報とブランド力向上をめざす。

④

ホームページの充実
法人企画部の指導を受け、学園全体の統一的イメージに沿ってホームページを刷新する。
常に新しい情報が提供できるように更新の頻度を上げ充実を図る。また、動画映像の掲載
を積極的に進めると共に、スマートフォン対応への充実を図る。さらに、常に閲覧者の分
析を行い、効果的なホームページ運用をめざす。

⑤

Ｗｅｂ広告および公式ツィッターの実施
パソコンやスマートフォンの普及を鑑み、法人企画部が作成するＷｅｂ広告・公式ツイ
ッターを用いることで、本校ホームページへ導き注目度アップを図る。

⑥

英検特待生の充実
英検の取得級により、中学は 4 級と 3 級以上の 2 段階、高校は 3 級、準 2 級、2 級以
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上の 3 段階で特待生を認定することで、英語に対する興味関心の高い生徒の獲得をめざす。
⑦

スクールバスの運行
豊中キャンパス－少路駅間にスクールバスを臨機応変に運行し、大阪モノレール沿線お
よび少路駅周辺地域の生徒募集を強化する。

⑧

小学生対象英語暗唱大会の継続
第８回小学生英語暗唱大会「ＢＡＩＫＡ ＣＵＰ」を実施し、英語教育に対するイメー
ジアップおよび入学者の確保に努める。

⑨

こどもミュージカルレッスンの継続
2016 年度から開講している小学４～６年生対象のこどもミュージカルレッスンを実
施する。

⑩

キッズレイダースの継続
小学 3～6 年生の児童を募集し、チアリーディングを通して梅花の良さをアピールする。

⑪

Kids English の継続
2018 年度から開講している小学４～６年生対象の Kids English を３クラス編成で実
施する。

（３） 幼稚園
① ホームページによる積極的な広報活動
ホームページを通して日常の保育の様子とその内容や特色を充分に広報し、保護者が
本園の教育方針に対する理解を深め、入園意欲を高めるよう努める。また、高校の「こ
ども保育専攻（コース）
」との連携活動の内容もホームページを通して広報し、総合学園
としての特徴を積極的にＰＲしていく。
② 自己点検・自己評価活動の実施と広報展開
本園独自の教育の具体的な保育内容や、子育て支援および預かり保育等の取り組みに
ついて、日常的な自己点検・自己評価活動を行い、その結果の公表等に積極的に取り組
みながら教育の充実と改善に努める。この活動を通して保護者や地域住民の本園の特長
についての理解促進をねらい積極的な情報提供を行う。
③ 未就園児教室の充実
次年度に３年保育入園対象となる未就園児親子が活動に満足し、入園に向けて意欲的
になれるよう園教員と未就園児教室スタッフとがしっかり連携をとり、充実した教室運
営を図る。未就園児対象の体操教室や園庭開放の充実を図り、地域にも広くＰＲをして、
未就園児教室への入会、さらには年少組への入園に繋がる取り組みを強化していく。
④ 課外活動の充実
外部から専門講師を招聘し、「音楽リズム」、
「英語」、「絵画造形」、
「体操」、「剣道」
の各活動により一層の充実を図る。また、学園の公式クラブとしてのチアリーディング
や大学のこども学科と連携をとっている「こうめ文庫」（絵本活動）においても本園独
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自の取り組みとして広報を強化し、保護者の入園意識へとつながるよう努める。さらに、
兄弟姉妹関係の入園につながる卒園児のサークル活動（英会話、書道、バレエ）におい
ても協力体制を維持する。
３．財政健全化への取組み
少子高齢化が進む日本社会において、私立学校を取り巻く経営環境は年々厳しくなっ
ている。その一方で、社会からは各学校に対し、高い教育力と社会に有用な人材の養成
が求められている。
私立の教育機関としての使命は、これに応えるべく、常に教学面での改革を推進し、
教育と研究の質的充実と改善を図り、学生・生徒・園児に満足度の高い教育を提供しな
ければならない。
そのためには、学園の財政基盤が安定していることが前提となることから、2019 年
度の予算編成は、教育活動資金収支並びに経常収支において、収支均衡を第一に掲げ、
財政基盤の確立を図ることとする。
【２０１９年度予算編成方針】
① 財政基盤の確立と安定を図るため、活動区分資金収支計算書における教育活動資金
収支差額並びに事業活動収支計算書における経常収支差額を収支均衡とした予算
編成を行う。
② 学生・生徒・園児数の増減によるもの等を除き、2018 年度の配分基準額を上限と
したゼロシーリング予算を基本とする。
③ 入学者数は、定員の充足を前提とする。
④ 各種補助金や寄附金等、外部資金の獲得を継続的に進める。
⑤ 各部門の予算単位においては、常に事業の見直しと検証を行うことにより、不要不
急の支出を抑制するとともに、費用対効果に見合った事業を実施する。
⑥ 人件費については、人事計画に基づく採用分を除き、現状の水準を維持する。
⑦ 施設設備の新設・修繕・更新については、計画に基づき予算計上する。
４．教育環境の整備
（１）茨木キャンパス
（大学）
① 学内者向けポータルサイトの更新。
② 山草館（A 棟）校舎の耐震補強。
③ 授業教室における ICT 教育機器の整備・充実
④ 通学用スクールバスの一部更新。
⑤ 花と緑に囲まれたガーデンキャンパスの整備・充実。
（２）豊中キャンパス
（中学・高校）
① 西館 1 階へシリコンバレーラボを設置。
Pepper や Musio、ドローンなどの各種ロボットに加え、３D プリンターも常備し、
自由な発想でコンピュータ機器を利用できる空間を整備することで、プログラミング
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教育の充実を図る。
② 高校のクラス増に伴い、南館の物理講義室および自習室を一般クラスのホームルー
ム教室に改修する。
（電子黒板機能付きプロジェクター、校内自主放送用テレビの設置）
③ 国際教養専攻のクラス増に伴い、無線 LAN 設備を増設し iPad の使用環境を整備す
る。
④ 老朽化した放送機器の入れ替えを段階的に進める。
⑤ プレハブ体育館の建築を計画し、着工に向けて推進する。

以
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上

