
学校法人追手門学院  第Ⅱ期中期経営戦 略
（ 2016 年度～ 2018 年度）
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大学改革の進展を軸に、学院の発展に向け、
私たちは自らを変革し、挑戦し続けて新しい追手門を創ります。
学校の教育理念である「独立自彊・社会有為」の実現を目指して、

学院創立120周年で打ち出された「追手門ビジョン120」にもとづき、

大学・各学校・園が掲げた、第Ⅰ期中期経営戦略（2013年度～2015年度）の第2ステージとして位置づけられるのが、

今回策定した第Ⅱ期中期経営戦略（2016年度～2018年度）です。

大学創立50周年（2016年度）及び学院創立130周年（2018年度）という節目を迎える重要な3年間となります。

追手門学院は、こども園から大学・大学院までの総合学園として、

以下にあげる人物の養成を目標とし、地域社会、国家および国際社会において、

指導的役割を果たしうる人間の育成をめざします。

●確固たる個性をもち、自他の人格を尊重し、節度をわきまえ、

　社会の秩序と平安を乱す有形無形の暴力を排除する、勇気のある民主的人物

●美的、倫理的価値に対し、鋭敏で健康な感受性をもち、真に自由な精神と強い意志をもった責任感のある人物

●豊かな一般教養を身につけ、深く高い知識と思考力をもって、

　人文、社会ならびに自然の諸科学の正しい発展に寄与できる人物

●日本の歴史、文化および芸術に対する深い造詣と、母語に見識をもつ豊かな表現力のある人物

●国際的視野と国際的社会性、および地球的観点をもち、人類の繁栄に寄与し、社会に貢献することのできる人物

追手門学院教育理念

第Ⅱ期中期経営戦略体系独立自彊・社会有為
りつ きょうじどく か い ゆう いしゃ

　第Ⅱ期中期経営戦略は、上図のとおり、大きく5つの階層で構成されています。まず、大学・各学

校・園ごとに「最終目標としてのビジョン」を策定し、そのもとに「戦略ドメインに基づく基本目標」を設

定して、その基本目標に対する「戦略ドメインごとの重点課題に係る行動目標」及びその評価指標

（KGI）を設定しています。

　具体的に例を挙げれば、大学の「ビジョン実現に向けた戦略ドメインに基づく基本目標」の1つで

ある「社会的自立のための学生・キャリア支援」に対し、重点課題に係る行動目標を「キャリア支援

プログラムの開発」として、その評価指標（KGI）については「就職率」とし、その目標値を85%と設

定しています。

　この下に、上位目標である行動目標達成のために何をするのかという「重点課題解決に向けた

戦略計画」を策定し、当該計画における成果に関する評価指標（結果KPI）を設定しています。

　そして、経営戦略における最終段階では、当該戦略計画を達成するための具体的な3ヵ年の重

要計画として、各部署等の組織単位で「重点中核施策」を策定し、施策ごとに進捗に関する評価

指標（行動KPI）を設定しています。

社団法人大阪偕行社により

「大阪偕行社附属小学校」として創設

創設者 高島鞆之助

大阪偕行社附属中学校を開校

新学制実施により中学部を開設、

男女共学校となる

財団法人追手門学院と改称

追手門学院高等学部を開校

私学法実施により

学校法人追手門学院と改称

追手門学院大学開学（経済学部、文学部）

高等学部、大手前に一部残置し

茨木校地に移転

同時に中学部を併設

追手門学院幼稚園開園

大学院文学研究科を開設

大学院経済学研究科（修士課程）を設置

追手門学院中学校並びに同高等学校の

名称を追手門学院大手前中学校並びに

同大手前高等学校と変更する

追手門学院中学校並びに同高等学校を

茨木校地に開校

大学改組転換により経営学部、

人間学部設置

大学院経済学研究科に

経営学専攻博士後期課程を設置

大学院経済学研究科に

経済学専攻博士後期課程を増設

大学改組転換により心理学部、

社会学部設置

大学院改組転換により経営学研究科設置

大学改組転換により国際教養学部設置

大学院改組転換により心理学研究科設置

おうてもんがくいんこども園を開園

大学地域創造学部を設置

追手門学院幼稚園並びに

おうてもんがくいんこども園を幼保連携型

認定こども園へ移行し、園名を幼保連携型

認定こども園 追手門学院幼稚園に変更

大学創立50周年

学院創立130周年
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第Ⅱ期中期経営戦略の実現

追手門学院の歩み
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学校法人追手門学院
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①事業活動収支差額比率：10%　②学校園保護者アンケート：満足度向上

追手門ブランドの再構築を目指す。これが、大学創立50周年にあたる2016年から始まる第Ⅱ期中期経営戦略の大きな目標です。こども園

から大学院までの総合学園として、魅力ある学園創り。一貫連携を強化し、各校園の教育レベルを高め、教育の質保証につなげる。徹底し

た教学改革を第Ⅱ期中期経営戦略の根源に据え、2018年に迎える学院創立130周年に向けて学院の飛躍をめざします。学生、生徒、児

童、園児、教職員、卒業生、保護者などすべてのステークホルダーとの結束により、「オール追手門」を実現します。

1.学院全体の情報の共有化
2.大学校友会、山桜会との連携強化
3.大学教育後援会による学生支援支出の増進
4.寄附政策の検討・実施

5.全学的広報体制スキームの構築
6.デジタル・アーカイブズの整備
7.長期財政計画の策定（学院全体）
8.長期人事計画の策定（学院全体）

9.キャンパスグランドデザインの策定
10.スクールバス運行の抜本的改革
11.各学校・園における定型事務の整理

学校法人 追手門学院

理事長・学院長　川原 俊明

学院創立130周年を迎えるにあたり、西日本屈指の総合学園としての地位を確立し、

魅力ある私学教育を実現する学園であり続ける

ビジョン

重点中核施策

〒567-8502
大阪府茨木市西安威2-1-15
TEL.072-641-9165
FAX.072-641-9169

追手門学院大学

〒567-0008
大阪府茨木市西安威2-1-15
TEL.072-643-1333
FAX.072-643-9329

追手門学院高等学校
追手門学院中学校

〒540-0008
大阪市中央区大手前1-3-20
TEL.06-6942-2235
FAX.06-6945-7552

追手門学院大手前高等学校
追手門学院大手前中学校

〒540-0008
大阪市中央区大手前1-3-20
TEL.06-6942-2231
FAX.06-6946-6022

追手門学院小学校

併設校のご紹介

KGI

追手門学院大学
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① 志願者数：16,000人以上　② アサーティブ入学者：入学総数の3割　③ 就職率：85%　④ 進路決定率：100%　⑤ 学生アンケート：満足度向上

「独立自彊」を教育理念に掲げて大学創立50年。いわば「天命を知る」節目です。その高邁な教育理念を

実現するために、全学教職員、学生が日々 、粉骨砕身、努力しているか。以下の施策は、天命にたちもどっ

ての自省を踏まえたもの。時代や社会が大きく変わったいま、教学組織の枠組みも再検討を要します。天野

先生が創設時から念願されていたのは理系学部の設置。本学の身の丈に合わせつつも、一貫連携を実

効あらしめるためにも、早急に具現化する必要があります。自立心旺盛な学生の育成、存在を誇示し得る

大学創りのために、ここに掲げた構想や施策は、火急に着手すべきものに限られています。

1.MANABOSSの充実
2.アサーティブ制度に対する調査分析の推進
3.アサーティブプログラムに関わる職員の資質向上
4.入試制度の最適構成の構築
5.進路説明会の実施拡大
6.高大接続プログラム対象範囲の拡大
7.新規提携校向けプログラム開発
8.カリキュラムマップの策定
9.検定テストの制度化
10.課題発見・解決型科目の充実
11.低学年を対象としたインターンシップ制度の展開
12.インターンシップ受入企業数の拡大
13.海外インターンシップの拡大
14.Co-op教育制度の新設
15.教務システムの開発
16.クォーター制移行調査
17.能動型ゼミ・講義の授業開発
18.ポートフォリオの開発
19.受入及び派遣交換留学生の拡大
20.国際交流における新規協定校の開拓
21.国際教育プログラムの体系化
22.E－COの改組

23.研究奨励費等学内助成費体系の見直し
24.海外研修、国内研修の見直し
25.研究力向上の風土づくりによる研究の活性化
26.研究紀要のeジャーナル化、
 　データベース化のシステム構築
27.スポーツ、文化・芸能活動総合支援策の
　 新規策定
28.クラブ・サークルリーダー育成プログラムの開発
29.課外活動に関わる教職員の支援体制強化
30.スポーツ施設の拡充計画の策定
31.学生寮の設置構想
32.既存設備の有効活用による
　 学生活動スペースの確保
33.健康管理センター（仮称）の設置構想
34.キャリア形成カルテの作成
35.全ての教職員で取り組む
　 新たなキャリア教育の推進
36.卒業後3年間のフォロー体制の構築
37.基礎学力の養成
38.学生ニーズに合った講座の開講と
　 受講者数の増加
39.求人企業開拓および学内求人斡旋事業の拡大

40.府県別の就職相談会の実現
41.地域連携の取組
42.大学間連携の促進
43.全学的な地域連携活動の企画運営と
　 学生の参画
44.e-learningの試験的導入
45.アクティブな学びを保障する、
　 教室等教育環境整備計画の立案
46.新図書館「ハイブリッドライブラリー」設置構想
47.サテライトキャンパスの設置構想
48.新中期経営戦略におけるPDCAの実効性確保
49.大学間交流における協定校の拡大
50.他大学等と協同したFD/SDの実施
51.雇用体系の見直し
52.財務分析の実施
53.補助金戦略の策定
54.学部・学科設置計画の策定
55.大学院改組

～自主・自由・自立の追大人～

追手門学院大学

学長　坂井 東洋男

一人ひとりの学生が志を掲げて自らを信頼し学び実践する文理総合の学びの文化を有する大学となる
ビジョン

KGI

重点中核施策

※KGI…「Key Goal Indicator」の略で重要目標達成指標のことをいう。
※KPI…「Key Performance Indicator」の略で主要業績評価指標のことをいう。
※重点中核施策の詳細内容については、HPに掲載されております事業計画書をご参照下さい。 
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追手門学院大手前中学校
追手門学院大手前高等学校

学校長　木内 淳詞

追手門学院大手前中学校・高等学校

優れた環境の中で、生徒も教員も響き合う関係性を構築することにより、教育理念を体現し、

未来を切り拓く知恵とたくましさを備えた人材を育成する学校を目指す

高校　①入学者：150名　②各コース入学偏差値：2ポイント向上　③国公立大学合格者数：30名以上
　　　④関関同立合格者数：30名以上　⑤第一志望進学率：90%以上
　　　⑥模試偏差値：各学年数値目標達成率80％以上　⑦追手門学院大学進学者率：30％
　　　⑧保護者満足度：5ポイント以上向上
中学　①入学者数：130名　②各コース入学偏差値：2ポイント向上　③模試偏差値：各学年数値目標達成率80％以上
　　　④追手門学院小学校からの受入れ率：20％　⑤保護者満足度：5ポイント以上向上

変化が速くて激しい現代社会で生きていく上で、学校を卒業して社会

に出てからも、豊かに、たくましく生きていくための力を育てていきます。

そのために必要となる力として、解決力とコミュニケーション力を軸に、

思考力・創造力・俯瞰力・表現力・協同力・貢献力の8つの力を掲げ、5

つの教育プログラムを通してそれらを養成します。総合学園内のリソー

スを活用し、学院理念を体現した人物となるために必要な高い学力と

志を持った人材を育てる「人格形成キャリア教育」を推進します。

～高い学力と豊かな人格形成～

ビジョン

KGI

重点中核施策

KGI

1.戦略的中学訪問計画の策定と実施
2.計画的な塾訪問の実施
3.入試制度・入試問題検討委員会の設置
4.ネット出願の導入
5.出張説明会の実施
6.SS・特進コース対象募集戦略計画の策定と実施
7.五ツ木模試会場での教育セミナー実施
8.授業改善研修の強化
9.授業コーチングの体制整備
10.スタデイサポートを活用した面談強化
11.自習室の環境整備とチューター配置
12.外部組織の導入検討
13.ユネスコスクールへの加盟
14.SBH・IBの研究と申請検討
15.英語教育プログラムの検討
16.洪庵講座の教育プログラムの確立と実施
17.自校教育の教育プログラムの確立と実施
18.キャリア教育の教育プログラムの確立と実施
19.教員の大学入試問題解答力向上
20.学校評価・教員評価制度の改善の検討
21.追大学生との人的交流機会の拡大
22.アサーティブプログラムの研究・推進
23.追小児童への入試関連イベント参加への働きかけ
24.小中の教員間での教育交流計画策定
25.中長期的採用計画の検討
26.中長期人事交流計画の検討
27.中長期施設・設備計画の検討
28.グランド用地獲得計画の検討

追手門学院中学校
追手門学院高等学校

学校長　住谷 研

追手門学院中学校・高等学校

一人ひとりの生徒が、自己を肯定する力を育み、他者と共生しながら

「新しい学び」を実践・体得したうえで、高い「志」を実現できる進学校を目指す

高校　①入学者数：340名　②各コース入学偏差値：2ポイント向上　③国公立大学合格者数：50名以上
　　　④関関同立合格者数：170名以上　⑤第一志望進学率：90%以上
　　　⑥模試偏差値：各学年数値目標達成率80％以上　⑦追手門学院大学進学者率：20％
　　　⑧保護者満足度：5ポイント以上向上
中学　①入学者数：80名　②各コース入学偏差値：2ポイント向上　③模試偏差値：各学年数値目標達成率80％以上
　　　④追手門学院小学校からの受入れ人数：10名以上　⑤保護者満足度：5ポイント以上向上

一人ひとりの生徒が高い「志」を掲げ、自己を肯定する力を育み、他者

と共生しながら「新しい学び」を実践・体得できる学校となるために、常

に時代を認識し、時代に必要とされる力を育むための教育を研究・実

践していきます。学校全体の教育力を向上し、生徒の「志」を実現する

ための「新しい学び」となる授業モデルの構築・実践と英語教育の充

実を図ります。また、小中高大の一貫連携教育を強化します。

～確かな学力と豊かな人間性の育成～

ビジョン

KGI

重点中核施策
1.戦略的中学校・塾訪問計画の策定
2.訪問マニュアルの作成
3.入試制度・受験科目の見直し
4.入試イベントの早期化
5.表現コミュニケーションコース独自のイベント計画の策定
6.担当者によるHPの更新
7.AL型授業の全教科での導入
8.理想的授業モデルの構築
9.新サイクル学習のシステム構築
10.放課後学習システムの構築
11.新たな学習システム（モーニングスタディ）の構築
12.英語4技能を育成するActive English
　 Programの構築
13.総合学習シラバスの確立
14.ユネスコスクール認定校との連携構築と
　 留学制度の研究
15.理系クラブの設立
16.教員の大学入試問題解答力向上
17.授業モデルの研究と公開授業の実施拡大
18.入試問題の研究
19.高大連携事業の拡充計画の策定と実施
20.既存の高大連携事業の見直し
21.小学校との新たな連携事業の策定と実施
22.効果の高い入試イベントモデルの構築
23.中長期人事交流計画の策定
24.財政シミュレーションの策定と最適人員構成の検討
25.建設委員会の設置

追手門学院小学校

学校長　東田 充司

追手門学院小学校

「社会有為」のリーダーとしての人格形成

とゆるぎない高度な追手門教育を確立する

さらに、グローバル社会の中でアイデンティティーの確立と

世界人としての人間形成を目指す

①志願倍率：1.5倍以上　②保護者推薦度：75%以上　③内部受入率：30%以上
④内部送出率：30%以上

本校教育の根幹である「敬愛・剛毅・上智」、つまり「礼儀や礼節

を尊び、強い体、目標に立ち向かう精神力、高い学力を備えた、

志高い次世代のリーダーの育成」を実践するため、「志の教育」

を中心とした生活指導や心情育成、国際・ICT教育の充実、また

それを支える施設設備の充実、教員育成などに注力し、これから

の時代に求められる教育に向けて施策を展開してまいります。

「すべては子どもたちの為に」が、私たちの行動指針です。

～敬愛・剛毅・上智～

ビジョン

重点中核施策
1.入試制度検討会議の実施

2.多メディアによる広告出稿

3.ニュースリリースの学内公募制

4.「志の授業」

5.「リーダー教育」推進委員会の設置

6.「将来を考える授業（仮称）」の実施

7.iPad等タブレットを利用した教育コンテンツの構築

8.英語新指導要領への対応

9.イングリッシュキャンプ

10.３ヵ年の研究授業計画および研究成果の可視化

11.学外研究会への教員派遣計画化

12.基礎学力に重点を置いた漢字・計算の集中的指導

13.追幼対象出前授業の拡充

14.内部進学説明会の充実

15.中高人事交流の実施

16.10ヵ年採用計画の立案

17.東館建築計画の立案

18.普通教室、記念ホール、AVホール、教育工学室、

    イングリッシュルームのICT･AV設備更新

KGI

幼保連携型認定こども園
追手門学院幼稚園

園長　田邊 雅一

幼保連携型認定こども園 追手門学院幼稚園　

幼保連携型認定こども園としての体制を確立し、

地域の子育て支援の中核としての地位を築くことにより、教育理念に

基づいた人材を育成する

また、これにより経営基盤の安定化を図る

①志願者数（教育課程）：120名以上　②保護者推薦度:80％以上　③内部送出率：30%以上

幼保連携型認定こども園としての体制を確立し、地域の子育て

支援の中核としての地位を築きます。教育理念に基づき、各々の

持つ「志」実現のため、一人ひとりの個性を尊重します。様 な々体

験・経験を通じて、自己肯定感と基本的能力を育み、社会に役立

つ人材の育成を目指します。これにより北摂地域における教育保

育機関として確固たる地位を築き、経営基盤の安定化を図りま

す。

～ひろびろ・のびのび・いきいき～

ビジョン

重点中核施策
1.子育て支援プログラムの改善と新設

2.広報内容の充実と実施手段の拡大

3.園児像の再定義とカリキュラムの見直し

4.組織体制の再整備

5.保育教諭への一本化

6.外部研修会への積極的参加

7.大学心理学部との連携による

  子育て支援体制の整備

8.両中高交流プログラムの企画推進

9.小学校交流プログラムの拡大

10.主要養成校訪問

11.保育室の改修
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Vision  一人ひとりの学生が志を掲げて自らを信頼し学び実践する文理総合の学びの文化を有する大学となる Mission
① 総合学園の未来をリードする大学の責務を自覚し、社会に信頼されるＯＧ人財育成の学びと教育を革新し続ける 

② 学びと教育のコミュニティを基盤に据え、社会の課題に果敢に挑む研究・開発の多彩なコミュニティを創出し保持し続ける

③ 少子・高齢化の成熟社会に向き合い、地域社会の安心・安全・紐帯・連携・未来創造に寄与するサービスを開発・提供し続ける

 Ⅳ 共創する
研究コミュニティ 

 Ⅲ 国際派学生を支える
学びと教育の環境 

 Ⅱ 追大型
学びのスタンダード 

 Ⅰ 追大志願者の
育成と確保 

Ⅳ ： 専門の壁を超えて、学
生・院生・職員をパートナーと
して共に議論・探究・創造す
る研究者のコミュニティを追
手門キャンパスに浸透し、持
続させる。 

Ⅲ ： 世界の舞台とキャリアを
自ら引き寄せる国際派学生
を支えるために、キャンパス
に多文化の交流・交換を支え
る学びと教育の環境をつく
りあげる。 

Ⅱ ： 体験を通した学生の飛躍
的な成長を促すために、学
際的アクティビティ型と専門
講義・ゼミ型の双方の学びを
組み合わせた追大型教育ス
タンダードの質を形成する。 

Ⅰ ： 高等学校との信頼関係を
強化しながら、本学での学び
のレディネスをもつ志願者
層の募集・育成・確保を持続
的に実現する。 

１　追大型研究拠点の形成 
学内の研究の強みとシーズを
発見・育成・評価し、学内構成
員に開かれた研究コミュニティ
に対して重点支援を行う。 

１　相互課題を学び合う
  　経験プログラム
アジア・オセアニア・欧米など
の様々なグローバル文化圏に
興味をもち、直接・間接に触れ
合い、互いの課題を学び合う
経験プログラムを開発・提供す
る。 

１　学際アクティビティ型
  　の学び
学内及び地域社会の多様な
学習資源を発見・活用し、学
生中心の学際的アクティビ
ティ型の学びを増やしていく。 

１　アサーティブプログラム・
  　アサーティブ入試
アサーティブプログラム・アサー
ティブ入試により、志願者の育
成と入学者を確保する。 

①追大拠点として認定する
　研究コミュニティに対して、
　広報・出版・活動環境等の
　組織支援を行う。 

①協定校の新規開拓と相互
　リピート率の高い信頼関係
　の確保を目指して、交換
　留学制度のサービスプログ
　ラムを再デザインし提供する。 
②世界の様 な々分野の舞台
　で活躍する学院卒業生の
　支援を受ける、学外短期
　研修の単位認定エクス
　ターンシップ・プログラムを
　開発・提供する。 

①入学後に学びの動機づけ
　と学習規律の指針を与える
　学び力検定制度をリベラル
　アーツのスタンダードとして
　開発・活用する。 
②国内外の体験、実習、
　実験、インターンシップなど
　の課題プロジェクトを充実
　し、学修成果の保存と発信
　機会を学生に提供する。 

①大学での学びに適合する
　学力の基礎・基本テストを
　開発し志願者にサービスする。
②アサーティブ入試の面談
　サービス力をもつ職員スタッ
　フの育成に取り組む。 

２　研究紀要の
  　eジャーナル化
学部などそれぞれの部局が刊
行する研究紀要を、社会的資
産として積極的にeジャーナル
化し社会的に発信する。 

２　専門ゼミ・講義型の学び 
体験と理論を組み合わせて能
動的に学ぶ学術ゼミ・講義型
の授業開発に挑戦する。 

２　推薦・一般入試
推薦・一般入試の志願者層の
開拓を継続し、第一志望の入
学者層を安定的に確保する。 

①図書館と協同し研究紀要
　eジャーナル化に向けた
　体制整備を進める。 

①チームで学び合い、議論し
　合い、理解度を高める機会
　を取り入れたゼミ・講義型
　の割合を学部カリキュラム
　で増やしていく。 
②3，4年次の学びのポート
　フォリオ開発を推進する。 

①高等学校と連携するオープ
　ンキャンパスのサービスプロ
　グラムを開発・強化する。 
②信頼関係をもつ高等学校
　への学部サービスプログラ
　ムを開発・強化する。 

戦略ドメイン

基本目標 

行動目標１

 戦略計画１ 

行動目標２

 戦略計画２ 

 Ⅷ 育み受容する
経営文化 

 Ⅶ 安全・安心・
快適性からの環境整備 

 Ⅵ 地域社会への
連携サービス

Ⅴ 社会的自立のための
学生・キャリア支援

Ⅷ ： 総合学園人財ネットワー
クの相互信頼力とコミュニ
ケーション力を促進強化し、
現場の多彩な発案力と挑戦
心を育み受容する経営文化
を持続する。 

Ⅶ ： 教室から地域社会にまで
拡張する様々な学びの活動と
教育研究活動を、安全・安心・
快適性の観点から環境整備
し、持続的に運営する。 

Ⅵ ： 北摂津内外の地域社会を
守り育てる人々と協同し、生
活・文化・経済にわたる地域の
行動力と教養力を支える連携
型サービスを開発・提供する。 

Ⅴ ： 未来の社会において自発
的・自律的・自立的に選択・行
動する卒業生を輩出するた
めに、課外の多様なアクティ
ビティの促進とキャリア発見・
獲得・維持を支えるサービス
を創意工夫する。 

１　ガバナンス体制
追手門学院のステークホル
ダーの知恵を尊重し、21世紀
型大学改革のグローバルな大
波を乗り切るガバナンス体制を
整備・確立する。 

１　教室のアクティブな学びの
　 環境整備
学生のアクティブな学びのスタ
イルに適合する教室環境を学
院として増やしていく。 

１　交流拠点による連携型
  　サービス 
地域の元気につながる産・官・
学の連携型サービスを、交流拠
点活動により提供する。 

１　学生支援
達成感を重ねて自己信頼と相
互信頼につながる課外活動の
機会をより多くの学生に提供す
る。 

①対話と信頼を土台にして、柔
軟性と機動性と持続性を尊
重する経営・教学の協働文
化を、学院全体として保持し
継続する。 
②観察・提案・行動・検証する教
職員文化の醸成を目指す
FD/SDの研修を組織として
支援する。 

①他大学の優れた教室環境と
運営体制を踏まえ、既存教
室の施設・設備をニーズとコ
スト効果の観点から整備す
る。 

①地域文化創造機構、ベン
チャービジネス研究所、地域
支援心理研究センター等の
アウトリーチ型地域拠点が企
画・運営する講座・プロジェク
トを学院として支援する。 

①スポーツ・文化・科学分野に
わたる課外活動の強みを育
成支援し評価する仕組みを
整備・強化する。 
②居場所のあるキャンパス空間
を確保し、課題にチームで挑
戦するアクティビティ型活動
を奨励・支援する。 
③孤立型学生の発見とケアの
プログラムを開発・提供する。 

２　イノベーションを支える財務
追手門学院の戦略的イノベー
ションを可能にするために、目的
合理性と健全性を両立する財
務の収支構造を構築・確保す
る。 

２　学部・研究科等の研究・教育
　 に支えられた連携型サービス
地域や産・官・学のニーズに応
じる連携サービスを、学部等の
研究・教育活動の延長として提
供する。 

２　キャリア支援
就活のプロセスと成果に対する
学生満足度を向上させるため
に、キャリア形成支援と企業開
拓・交流の学びのプログラムを
開発・提供する。

①ゼロベース予算の原則を堅
持するために、コスト効果の
検証を次年度の予算配分に
反映させる仕組みを確立す
る。 
②自主財源の比率を高める財
務資源の多様化を進め、イノ
ベーション効果のある取り組
みに投資する体制を整備す
る。 

①地域創造学部を始めとする
　６学部・基盤教育機構等が
　学内外で企画・運営する
　公開及び派遣の講座・プロ
　ジェクトを学院として支援
　する。 

①一人ひとりのキャリア形成カ
ルテを保存し、成功事例・問
題事例のスタッフ・カンファレ
ンスを導入・普及する。 
②キャリア形成の選択肢を広げ
る資格等の学内講座を充
実・提供する。
③本学で培った知識・経験・技
能を有効に活用でき、また多
様な就業意欲に応えうる就
職先の開拓に努め、就職先
の確保と拡大を図る。

２　キャンバス・サテライト型の
 　学びの環境整備
地域に出向く学びの活動を支
援するキャンパス・サテライトの
確保・拡充を学院として推進す
る。 

①キャンパス・サテライトのモデ
ル事例を調査し、ニーズとコ
スト効果の両面を踏まえて候
補先の探査・選択と実現を目
指す。 
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①常に時代を認識し、時代に必要とされる力を育むための教育を研究・実践する

②主体性・社会性を身につけ、自らの可能性を広げ、社会に貢献できる人材を育成する

③地域社会に対して、安心・安全・文化未来創造に寄与するための交流を広げ、深めるための礎を築く

Ⅲ 教員の教育力・組織力の向上Ⅱ 追手門教育の推進Ⅰ 募集戦略

Ⅲ ： 教員の「授業力」・「進路指導力」
を向上させ、生徒の学力向上・進学実
績の向上を図り、学校への信頼度・満
足度を高める。

Ⅱ ： 本校独自の新たな学習システムの
構築に「徹底」して取り組む。それに
よって進学面を強化し、その結果、学
力向上を図り、生徒の第一志望（志）
を実現する。また、並行して特色教育
を推進することで追手門学院の教育
を確立する。

Ⅰ ： 「学力を伸ばす教育」と「進学実
績」を基軸に、積極的な広報活動を展
開することで「追手門ファン」を増や
し、高い学力と品格をもった志願者・入
学者を増やす。

１　教科指導で生徒から信頼される
　  教員力の養成 
学内・学外での教員研修を充実させて教
員の教育力を向上する。

１　進学を強化するための
 　 教育の実践
各学年の外部模試における数値目標を
達成し、難関国公立大学・難関私立大
学に合格できる学力をつけるための教育
を実践する。 

１　入学者の安定的確保
積極的な中学校訪問・塾訪問や本校の
魅力を打ち出したイベントを企画・実施し、
入学者を安定的に確保する。

①教員研修において個人的・組織的に
　取り組める課題を提示し、実行する。

①追手門スタイルの授業により生徒の
　学力向上を図る。
②生徒の基礎学力を定着させる
　システムを整備する。
③生徒が主体的に学ぶ環境を
　整備する。
④追手門スタイルの英語の指導により
　生徒の学力向上を図る。

①中学校・塾の先生方と教育を
　テーマにした信頼関係を築く。
②新たな入試制度により、受験者層を
　拡充する。
③イベントを拡充し、来校者数を増やす。
④表現コミュニケーションコース独自の
　イベントを拡充し、練習会参加者数を
　増やす。
⑤HPの充実と情報発信能力を
　向上させる。

２　思考力・判断力・表現力の育成 
思考力・判断力・表現力を育成するため
のアウトプット教育を推進する。

２　志と目的意識の高い生徒の確保
教育理念に共感する、志と目的意識の
高い生徒層を確保する。 

①総合学習の時間でのアウトプット教育
　を充実させる。

①新たな入試制度により、受験者層の
　レベルを上げる。

３　ユネスコ国際教育の推進
ユネスコスクールの理念に基づいた追手
門独自の国際教育を推進する。

①海外研修・対面交流会（国内）・
　オンライン交流（海外）を実施する。

４　時代に即した新たな教育の
  　展開と充実
時代のニーズに応えるICT教育・理系教
育を推進する。

①PCルーム・理科実験室を授業・
放課後に積極的に活用する。

一人ひとりの生徒が、自己を肯定する力を育み、他者と共生しながら「新しい学び」を実践・体得したうえで、
高い「志」を実現できる進学校を目指す

戦略ドメイン

基本目標 

行動目標１

 戦略計画１ 

行動目標２

 戦略計画２ 

行動目標3

 戦略計画3

行動目標4

 戦略計画4

 Ⅵ 施設・設備の充実他Ⅴ 人事政策の策定Ⅳ 連携政策の充実

Ⅵ ： 移転までの３年間で新天地での新
しい教育を構築する。

Ⅴ ： 両中高の発展のため、人心を刷新
し、両校の補強のために積極的な人
事交流と優秀な人材の確保により学
校の教育力を高める。

Ⅳ ： 小中高大の連携を強化し、総合学
園としてのブランドを構築する。

１　キャンパス移転
新しい教育コンセプトに沿った校舎を建
設する。

１　業務経験の多様化 
違った職場を体験することで教育力を高
める。

１　一貫連携教育の実現 
小中高大の教育内容を共有し、追手門
での教育に一貫性をもたせる。

①学院と連携し、移転を完遂させる。①中期的視点で異動計画を策定し
　実行する。

①連携事業数を増やし、教育内容を
　共有する。 

２　優れた教員の確保 
優秀な教員を早期に確保することで学
校の教育力を高める。

２　追手門学院大学への進学強化
大学の教育の魅力を在校生に伝え、内
部送出率を高める。

①中期的視点で採用計画を策定し実行
　する。

①高大連携イベントへの参加数を
　増やし、大学の認知度を高める。

３　追小からの進学強化 
中高の教育の魅力を追小に伝え、内部
送出率を高める。

①学校イベントへの参加数を増やし、
　本校認知度を高める。

Vision Mission
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Mission
① 生涯を通じて主体的に学び成長を続けるための基盤となる力を養成する

② 社会に目を向け高い志を持った人材を育成するための教育環境の整備と豊かな関係性の構築に継続的に取り組む

③ 上町台地における教育・文化の発信の場として認知され、地域の人々がつながりを深めるための礎となる取り組みを展開する

優れた環境の中で、生徒も教員も響き合う関係性を構築することにより、教育理念を体現し、
未来を切り拓く知恵とたくましさを備えた人材を育成する学校を目指す

 Ⅵ 施設・設備の充実他Ⅴ 人事政策の策定Ⅳ 連携政策の充実Ⅱ 追手門教育の推進Ⅰ 募集戦略戦略ドメイン

Ⅵ ： 私学としての本校教育への
ニーズに応え、質の高い教育実践
が可能な環境を整える。

Ⅴ ： 本校の教育理念を体現する人
材を安定的に確保し、人的リソー
スを最大限に活用する。

Ⅳ ： 教育連携を推進し、総合学園
としてのブランドを再構築する。

Ⅱ ： 教育理念の下、これからの世界を担う高い志を持った生徒を
育成する。

Ⅰ ： 「独立自彊・社会有為」の教育理念と教育方針に深く共感し、高
い志を持った生徒を広く受け入れる。基本目標 

１　教育施設・設備の充実
時代に即した教育を展開するために、
必要な施設・設備の充実を図り、効果
的に活用する。

１　優れた教員の確保 
本校の教育理念に共感し、質の高
い教育を支える志の高い教員を確
保する。

１　追大への進学強化 
追手門学院大学の教学面での魅
力を伝え、進学者を増やす。

１　国公立大学および難関私立大学への進学を可能にする
　  教育の展開
国公立大学および難関私立大学への進学を希望する生徒を支援す
る教育を展開する。

１　入学者の安定的確保
志願者の開拓を継続し、第一志望の受験生を安定的に確保する。

行動目標１

①時代に即した教育実践のために
　必要となる施設・設備の
　中期計画を策定する。
②校外でのグランド用地の獲得を
　検討し、学則変更が可能な
　条件づくりを進める。

①人事異動・交流も考慮に
　入れながら、学校経営の観点から
　採用計画を策定・実施する。

①追手門学院大学の教育内容を
　より積極的に配信し、
　認知度を高める。

①「スパイラル学習」「なぜ思考」を意識した質の高い
　授業・講習を展開し、興味関心を高め学力の向上を図る。
②模試結果を分析し、きめ細かい学習サポートを行うために、
　質問対応を含めた学習環境の抜本的な改善を、
　外部組織の協力も視野に入れながら行う。

①大阪市内および周辺の重点地域を中心とした広報活動を実施する。
②本校教育の良さを理解し、受験生・保護者に入学を勧めてくれる
　塾との関係を構築する。
③Ａ日程で受験しやすい制度と出題の方法を採り入れる。
④窓口での来校出願以外の方法を考え、
　より出願しやすい環境作りを進める。

 戦略計画１ 

２　業務経験の多様性と
  　適材適所の配置
学院内の人的リソースを最大限に活
用し、適切な配置で教育力を高める。

２　高大の教育連携推進
高大連携を推進して、総合学園とし
ての魅力ある教育プログラムを構築
し、学校力・教育力を高める。

２　グローバル社会を生き抜く生徒の育成
国際的素養をもって活躍し、グローバル社会を生き抜く生徒を育成する。

２　志と目的意識の高い生徒の確保
追手門学院の理念に共感する、志と目的意識の高い、周りの手本と
なる生徒を確保する。行動目標２

①小中高間の人事異動・交流に
　ついて中期的な計画を策定・
　実施し、各校の教育力向上に
　つなげる。

①アサーティブプログラム・AP科目
　の受講を始めとする連携事業を
　充実させる。

①短期海外研修に加え、より多くの生徒が海外の人や文化に触れる
　機会を設け、異文化を理解する力を育成する。
②従来の「読む・書く」に加えて、生徒が主体的に取り組む「聴く・話す」
　ことを授業に取り入れ、4技能を意識した英語能力を育成する。

①本校の教育理念・方針、入学してほしい生徒像を明確にし、
　それに共感する保護者層の獲得に努める。
②学習・進学面での本校の魅力をアピールし、学力の高い生徒と
　その保護者層の関心を集めるようにする。

 戦略計画２ 

３　8つの力の育成と5つの教育の推進
20年度大学入試に対応する教育を展開し、これからの社会が求める
力を育成する。行動目標3

①20年度入試を意識した洪庵講座を通して、合科型の課題にも
　対応する力を育成する。

 戦略計画3

４　志の教育
自らの頭で考え、自ら行動するという自立の精神を持った生徒の育成を
行う。

行動目標4

①学院理念である独立自彊・社会有為の教育的具現化を図り、
　生徒に誇りを抱かせる自校教育プログラムを構築する。
②社会の動向を読む力、自らの人生を切り拓く力の育成を目指し、
　発達段階に応じたキャリア教育プログラムを構築する。

 戦略計画4

４　小中の教育連携推進
小中の教育的連携を深め、総合学
園としての学校力・教育力の向上を
図る。

①小中の教員間での授業見学と
　教科交流の機会を設定し、相互の
　教育連携と教育力の向上を図る。

３　追手門学院小学校の
　　保護者からの評価向上
追手門学院小学校の保護者からの
評価を向上させ、総合学園内の中
高としての地位を確立させる。

①大手前中・高の教育内容をより
　積極的に発信する機会を設定し、
　その内容の充実化を図って本校
　教育への理解を深め、認知度を
　高める。

Ⅲ 教員の教育力・組織力の向上

Ⅲ ： 進学・生活の両面において、生
徒から信頼される教員・組織とし
ての力を十分につける。

１　優れた教員の育成
授業を中心とした教員力の向上に取
り組み、生徒・保護者満足度の向上
につなげる。

①授業の基本の形を構築し、
　授業改善・授業力向上に努める。

２　組織体制の整備・業務の見直し
戦略的かつ機動的な組織体制を整
備し、組織の活性化を図る。

①学校評価・教員評価の制度を
　見直し、教育の成果と教員の
　評価・生徒と保護者の評価が
　ダイレクトにつながるものとする。

Vision
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「社会有為」のリーダーとしての人格形成とゆるぎない高度な追手門教育を確立する
さらに、グローバル社会の中でアイデンティティーの確立と世界人としての人間形成を目指す 

Ⅲ　教員の教育力・組織力の向上Ⅱ　追手門教育の推進Ⅰ　募集戦略

Ⅲ ： 教育の根本たる教員の資質につ
いて組織的に向上を図る。

Ⅱ ： 追手門学院小学校の特長たる教
育方針について具現化を推進する。

Ⅰ ： 追手門ブランドを維持するため、
戦略的な募集を推進する。

１　魅力ある授業展開の研究 
教員個々の授業力を研鑽するため、研
究授業や教科指導体制を充実させ、そ
の成果を着実なものとする。

１　「志の教育」の具現化
追手門教育の柱であり、社会の要請に
応える「志の教育」を具現化し、他校に
はないバリューとして認められるものとす
る。

１　志願倍率水準の確保 
年々激化する私立小学校受験におい
て、追手門ブランドを維持するため志願
倍率の水準を現状以上に確保する。

①研究・研修授業を幅広く実施し、学内
　研修を行い、研究成果の発表や
　アピールも行う。また、学外の研究会
　へ積極的に教員を派遣し、学級運営・
　教科指導の充実を図る。
②基礎的、基本的な知識や技能を確実
　に習得させ、魅力ある追手門教育を
　推進する。

①生活指導や礼法の授業を通じ、礼儀
　礼節と規律を保った行動を身につけ
　させる。また、縦割り活動や卒業生
　講演、各種業界からの出前授業等を
　通じてリーダー意識・職業意識を育む。

①最新の設備、機器を用い、情報化
　社会の変化に対応できるメディアリテ
　ラシーを身につけ、情報を活用できる
　能力の育成を目指す。
②新学習指導要領への対応を中心に、
　言語だけでなく知識やコミュニケー
　ションに重点を置いたグローバル教育
　を実施する。

①校長を中心に総務部、入試対策室で
　入試制度の検討（時期、回数）を
　行う。また、経営的視点をもとに入学
　定員を見直す。
②メディアを問わず広告による効果的な
　露出を増やし、教育内容のアピールを
　強化する。また、積極的にニュース
　リリースを行い、テレビ、新聞、雑誌
　などへの露出を増やす。

２　特色ある教育の推進
ICT、グローバル教育について特色ある
教育を展開し、時代に求められる能力を
養成する。

Mission
①発祥校としてのゆるぎない高水準の教育を推進するとともに、常に次世代で求められる教育を実践し続ける

②学校と保護者が一体となって教育成果を追求し、私学ならではの初等教育コミュニティーを創造し続ける

③世界平和や現代社会の諸問題解決に不断の努力をするグローバル社会のリーダーを育成し社会に寄与する

戦略ドメイン

基本目標 

行動目標１

 戦略計画１ 

行動目標２

 戦略計画２ 

 Ⅵ 施設・設備の充実他Ⅴ　人事政策の策定Ⅳ　連携政策の充実

Ⅵ ： 魅力ある教育を可能にする施設・
設備を計画的・継続的に充実していく。

Ⅴ ： 人事的な政策により、小学校なら
びに学院全体の質向上を目指す。

Ⅳ ： 総合学園である学舎間の連携を
政策的に推進する。

１　東館建替
最も古い校舎である東館の建替えにつ
いて、時期・規模を含めて検討する。

１　小中高人事交流政策の推進 
小学校、中高間の教員人事交流につい
て具体的に推進する。

１　一貫連携の推進 
総合学園であるメリットを最大限に享受
し、世代間交流により人間的成長を相
互にもたらす、一貫連携教育を目指す。

①2018年着工、2020年竣工を目指
　し、東館の建替え計画について、建設
　委員会を設置し業者選定、基本設計
　を完了する。

①小中高間における人事交流につい
て、諸条件を解決し、恒常的に交流が
可能な体制を整えられるよう方法を模
索する。

①今後の入試動向を踏まえ、経営的な
視点から中長期的に教員組織の構
成を再検討し、具体的な採用計画に
落とし込む。

①少子化、進路の多様化の中で、小学
校の魅力を改めて強調し、幼稚園との
つながりを強く示す。
②両中高教員と緊密に連携し、説明会
やその他活動を通じて中高の強みを
ＰＲし、受験者数の増加を図る。

２　優れた教職員の確保育成と
  　人事構成の適正化 
優れた教員を採用・確保しつつ、経営の観
点から適正な人事構成を保つよう努める。

①東館建替計画を控えつつ、普通教
室、記念ホール、AVホール、教育工学
室、イングリッシュルームなど特別教室
の時流に応じたICT･AV設備充実を
図る。

2　学内・施設設備整備 
学校内の教室設備について、順次更新
をおこなう。

Vision
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Ⅲ　教員の教育力・組織力の向上Ⅱ　追手門教育の推進Ⅰ　募集戦略

Ⅲ ： 魅力ある教育・保育内容の展開を
支える組織としての力、教員としての
力を向上させる。

Ⅱ ： 幼保連携型認定こども園としての
特長を生かした本園独自の教育・保育
を実践する。

Ⅰ ： 総合学園である追手門学院の入り
口として、未来・現在の追手門ファン
を獲得する。

１　両課程の一体的運営
両課程について足並みを揃えた、一体
的な組織運営を行う。

１　特色ある教育内容の展開
発達段階を踏まえた特色ある保育課程
と教育課程を展開する。

１　保護者からの支持獲得
子育てに不安を持つ保護者の悩みを払
拭し、教育熱心な保護者層からの支持
を獲得する。

①教育と保育の政策決定の一元化と
　指揮命令系統の明確化を図るために
　教職員組織の一体化を図る。
②こども園と幼稚園に分かれていた
　教職員を幼保連携型認定こども園の
　保育教諭に一本化し、効率的な人事
　運用と安定的な雇用の確保を図る。

①各段階の発達段階を踏まえたうえで
　生活面・教育面での連携カリキュラム
　を構築する。

①多くの研修会に参加することにより
　最新の教育保育技術の習得を図り、
　教育保育の向上を目指す。

①魅力のある子育て支援プログラムを
　提供し、未就園児の保護者に園及び
　学院の魅力を伝える。

２　優れた教員の育成
質の高い教育・保育を支える、目的意識
と行動力に優れた教職員を確保し、育成
する。

①園の教育保育の積極的発信を行い
　園及び学院の持つ魅力を保護者・
　未就園児保護者に伝える。

２　広報の充実
園の魅力を伝える広報・募集活動によっ
て、志願者の増加と入学者の安定的確
保を図る。

幼保連携型認定こども園としての体制を確立し、地域の子育て支援の中核としての
地位を築くことにより、教育理念に基づいた人材を育成する
また、これにより経営基盤の安定化を図る

Mission
①子ども一人ひとりの個性を大切に教育保育を行い、自尊感情を涵養する

②あらゆる教育保育の場を通し、社会性・能動性・協力性の基礎となる資質を育む

③地域の子育て支援の情報発信拠点として、地域から信頼される園であり続ける

戦略ドメイン

基本目標 

行動目標１

 戦略計画１ 

行動目標２

 戦略計画２ 

 Ⅵ 施設・設備の充実他Ⅴ　人事政策の策定Ⅳ　連携政策の充実

Ⅵ ： 時代に即した質の高い教育・保育
を支える環境を整備する。

Ⅴ ： 本園の目指す教育・保育の質を保
証する人材を安定的に確保する。

Ⅳ ： 総合学園である学舎間の連携を
推進し、総合学園としてのブランドを
構築する。

１　施設環境の整備と充実
保護者が安心し満足する利便性と安全
性を兼ね備えた、施設・設備の整備と充
実化を図る。

１　優れた教員の確保
養成校との連携・連絡を深めることによ
り優秀な教員の安定的採用を目指す。

１　内部リソースの積極的活用 
総合学園のリソースを活かした園運営を
行い、相乗効果を図る。

①教育課程保育室全室の空調装置の
　更新と新たに床暖房化を図ることに
　より、園児の住環境を更に充実させる。

①養成校キャリアセンター等を訪問し、
　卒業生の近況報告等をすることに
　より、連携を強化し、必要時に適切な
　人材の確保ができるようにする。

①大学心理学部の先生の協力のもと、
　地域に開かれた相談日を設けることに
　より、社会貢献を果たすとともに、学院
　ならびにこども園の知名度をあげる。
②職業体験やクラブ発表を通じて
　両中高生徒と園児との交流を深める
　ことにより、園児・保護者の両中高に
　対する興味関心を深め、園内における
　両中高の認知度をあげる。
③小学校との交流会を継続することに
　より保護者、園児の小学校に対する
　理解、憧れを深める。

Vision



h t t p : / / w w w . o t e m o n . j p /


	HP用00
	再01-02
	HP用03-04
	HP用05-06
	HP用07-08
	再09-10_0516
	再11-12_0516
	再再13-14._0516
	再再15-16_0516
	HP用17

