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１．法人の概要  

 設置校   アナン学園高等学校 【普通科・看護科(5年制)・調理科】 

所在地   大阪府東大阪市若江西新町３丁目１番８号 

            電話 ０６－６７２３－５５１１ 

ホームページアドレス  https://www.anangakuen.ed.jp  

 

(1)   設置の目的 

  学校法人アナン学園は、教育基本法および学校教育法ならびに私立学校法に基づき、有 

為な人材を育成することを目的とする。 

 

(2)  役員等 (２０２０年３月３１日) 

理 事 ： ７名 

氏名 役職 就任年月日 常勤・非常勤別 現職 

北村  守 理事長 2019／4／1 非常勤  

吉田 允久 理事 2018／4／1 常勤 校長 

政光 潤治 常勤理事 2018／1／15 常勤 入試広報室長 

堀  忠善 理事 2018／4／11 非常勤  

藤原 安雄 理事 2018／4／11 非常勤  

北村 千里 常勤理事 2019／4／1 常勤 入試広報室参与 

藤田 孟司 理事 2018／4／1 非常勤  

監 事 ： ２名 

氏名 役職 就任年月日 常勤・非常勤別 その他 

植田 寛重 監事 2018／7／2 非常勤  

久木野 正志 監事 2018／7／2 非常勤 
 

評議員 ：１５名 

氏名 選任区分 就任年月日 役職 その他 

北村  守 理事長 2019／4／1 
 

 

吉田 允久 校長 2018／4／1 校長 
 

大槻 伸裕 教職員 2018／5／1 教頭 
 

荒井 絹子 教職員 2018／4／1 普通科長  

河井 隆廣 教職員 2019／4／1 事務室長  

瀧川  薫 教職員 2019／4／1 看護科長 
 

谷口 尚美 校友 2019／4／1 
 

 

岩田 智代子 校友 2018／4／1   

北村 千里 校友 2019／4／1 入試広報室参与  

https://www.anangakuen.ed.jp/
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政光 潤治 学識 2018／1／15 入試広報室長  

北村 良久 学識 2018／5／8   

堀  忠善 学識 2018／4／11   

藤原 安雄 学識 2018／4／11   

藤田 孟司 学識 2018／4／1 学園後援会長  

原田 冨士雄 学識 2018／5／8   

 

(3)  沿 革 

昭和１１年１２月    樟蔭東高等女学校設置認可 

昭和１２年 ４月    樟蔭東高等女学校 開校 

昭和２２年 ４月    樟蔭東中学校 開校 

昭和２３年 ４月    樟蔭東高等女学校から「樟蔭東高等学校」に改称 

昭和４１年 ４月    樟蔭東女子短期大学 開学 

平成２１年 ４月    高等学校 衛生看護科（男女共学）を開設 

平成２２年 ４月    高等学校 普通科 男女共学化 

              中学校 男女共学化 

平成２４年 ４月    中学校 募集停止 

              樟蔭東女子短期大学から「樟蔭東短期大学」に改称 

    平成２６年 ３月    中学校 閉校 

    平成２７年 ３月    短期大学 閉学 

    平成２７年１０月    樟蔭東高等学校から「アナン学園高等学校」に改称 

    平成２８年１２月    学園創立８０周年 

    平成２９年 ４月    調理科を開設 

                衛生看護科を「看護科」に改称  

 

(4)  理事長のメッセ－ジ 

  学校法人アナン学園は「心の教育」の実践を目指します。 

教育とは教師が教えるだけではなく、教師が身を以て示すことこそ教育者・指導者の実践

態度の要だと考えています。子供は親の云うことは聞かないが、親の真似はします。身を

以てしめすものこそ善知識であり、教育者、指導者の振る舞いです。 

私達は、目に見える物だけではなく目に見えない物の価値、「心の秩序」を見出す教育

そして生徒が自己の最良の本質を体認しながら成熟していく場の実現を目指します。観

念的な徳目や標語を羅列して弄ぶのではなく、形式的、儀式的、偽善的な教育でもなく、

生徒それぞれの個性に改善と転換の可能性を確信し、同時に限界をも確認しながら生徒

の資質に応じた教育を心がけます。異なる資質には、異なりに相応しい対応こそ、真の教

育だと考えます。誠の心は必ず相手に通ずることを確信して現場に臨みます。しかし、現
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実はそれほど安易ではありません。そこで、教育者の“自己の内的軌道に基づく努力”が

必要不可欠になります。内的自己の質の向上と、外的実践を通し、師弟共に自己実現に努

力し、「心の秩序」を確立する教育の場でありたいと念願しております。 

教（おしえ）と学（まなび）とは、不即不離の関係です。生徒の成長は教師の成長、教

師の成長は生徒の成長に連動しています。共に成長し、共に進化する教育の場を目指しま 

す。 

 

 

２．設置校の概要  

(1)  名 称    

アナン学園高等学校 【普通科・看護科(5年制)・調理科】 

 

(2)  校 訓 

感謝の気持ちを忘れず 

相手の立場に立って考えられる 

何事にも礼儀を守り 

社会に貢献する人間の育成 

 

(3)  校名の由来 

  釈迦の説法を最も聞いた十大弟子の「阿難（あなん、ア－ナンダ、阿難陀の音写略）」 

にあやかって“アナン”と選定しています。 

 

(4)  生徒心得 

① 私たちは実社会で役立つことを身に付けるため学習し、自覚と責任を持って

行動します。 

② 社会の指導的立場の一員としてふさわしい礼儀・挨拶・言葉遣い・服装等、校

則や社会の規律を守ります。 

③ 私たちは幸せになる為、将来の夢の実現に向けて、授業や学校行事にも積極的

に参加します。 

④ 予習・復習に心がけ、常に真面目な学習態度で臨み、学力向上に努めます。 

⑤ 人が皆平等の権利を持つことを認め、人を敬う心を持ち、他人に迷惑をかけな

い行動をします。 

⑥ 友人と和を保ち、楽しい学校生活を送ります。 

 

(5)  教員心得 

①  生徒の人権を尊重し、生徒や保護者に信頼される教師を目指します。 
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②  生徒から尊敬されるよう、生徒の模範として自覚ある行動を心掛けます。 

③  教材研究と準備を完璧にして授業を大切にし、生徒の学ぶ意欲を高めます。 

④  生徒に真心で接し、将来の夢の実現に向けて生徒が理解、納得できるまで指

導します。 

⑤  校則や社会のルールを守らせ、共通理解のもと信賞必罰で臨みます。 

⑥  教育に生きがいを見いだし、日々楽しく仕事に励みます。 

 

(6)  学 科 

① 普通科 

普通科における基本方針である「一人一人の人権を大切にし、けじめある学校生活

を送る生徒の育成に努めるとともに、基礎学力の定着を図り、進路目標を自己の責任

において実現する。」ことを目標に指導。また、ＩＣＴ教育の一環として、ノートパ

ソコンと教育ソフト「Ｃｌａｓｓｉ」を活用した教育を展開し、現代社会に適応する

力を持つ生徒の育成に取り組みました。 

② 看護科 

看護科にあっては、普通科のＩＣＴ教育に加え、教育ソフト「ナーシング・スキ

ル日本版」を活用して、看護実践に必要な手技などを動画で学ばせました。これ

は、高校教育では極めて斬新な試みであり、生徒の学力のみならず教員の教育力の

向上にも十分に寄与するものです。 

③ 調理科 

２０１９年度に完成年度を迎えた調理科にあっては、一期生全員が卒業と同時に

調理師免許を取得し１００％の就職を達成しました。 

 

(7)  教職員数（２０１９年５月１日現在） 

① 教 員  

種別 人数 平均年齢 

本務 ４２ ４６ 

兼務 ３２ ５１ 

計 ７４ ４８ 

  ② 事務職員 

種別 人数 平均年齢 

本務 １９ ４９ 

兼務     ７ ５１ 

計 ２６ ５０ 
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（8） 生徒数（２０１９年５月１日現在） 

学科 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

普通科 150 60 540 174 

看護科（本科） 70 48 240 171 

看護科（専攻） － － 160 74 

調理科 30 27 90 83 

計 250 135 1,030 502 

 

 

３．事業の概要  

(1)  情報公開 

①  ＨＰ公開         タイムリ－に更新 

②  学校案内          ２０１９年４月下旬刊行 

③  アナンの風（学校情報誌）  毎月刊行（夏休み・春休みを除く） 

④  中学生向けﾘ-ﾌﾚｯﾄ      ２０１９年７月上旬刊行 

 

(2)  主な学校行事 

①  入学式           ２０１９年 ４月 ６日 

②  卒業式・終了式       ２０２０年 ２月２０日 

③  看護科卒業式        ２０２０年 ３月 ７日 

④  献花祭（看護科）     ２０１９年 ５月１１日 

⑤  修学旅行（調理科）    ２０１９年 ５月２６日～２９日 

⑥  修学旅行（普通科・看護科）２０１９年 ６月 ２日～ ５日 

⑦  体育祭           ２０１９年 ９月３０日 

⑧  文化祭                   ２０１９年９月４・５日 

⑨  オープンキャンパス    ２０１９年 9/7・10/19・11/9・11/30 

⑩  サポート講座       ２０１９年 12/7・12/14 

 

 

(3)  部活動の状況 

① 文科系(12)  美術部，エレクト－ン部，演劇部，かるた部，軽音楽部，茶道部， 

写真部，調理部，ボランティア部，吹奏楽部，書道部，広報部 

② 体育系(14)  バトミントン部，ゴルフ部，女子ラグビ－部，剣道部，ダンス部， 

         硬式テニス部，ソフトテニス部，バスケットボ－ル部，合気道部， 

         バレ－ボ－ル部，少林寺拳法部，卓球部，水泳部，柔道部 
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(4)  主な施設・設備の改善 

① 学園食堂及び別館のエアコン更新 

② 情報処理教室におけるパソコンの新機種購入 

③ 南館の屋上防水工事 

 

 (5)  卒  業 

① 卒業者数   普通科－４６名，看護科（本科）－５名，同（専攻科）－２８名 

         調理科－２７名               合計 １０６名 

② 進学・就職先 大阪芸術大学，大阪樟蔭女子大学，関西大学，大阪商業大学， 

         京都産業大学，京都精華大学，近畿大学，天理大学，日本経済大学， 

         東大阪大学，桃山学院大学，美作大学 

         大阪城南女子短期大学，大阪夕陽丘学園短期大学，龍谷大学短期大 

学部 

             大阪アニメーション＆ｅスポーツ専門学校，大阪医療秘書福祉専門 

学校，大阪医療福祉専門学校，大阪教育福祉専門学校，大阪工業技 

術専門学校，大阪自動車専門学校，大阪ダンス＆アクターズ専門学 

校，大阪電子専門学校，大阪府歯科医師会付属歯科衛生士専門学校， 

      関西ビューティプロ専門学校，キャットミュージックカレッジ専門 

学校，神戸甲陽ダンス＆ミュージック専門学校，東京ダンス＆アク

ターズ専門学校，日本歯科学院専門学校，ベルェベルビューティ＆

エステ専門学校，エコール辻 

           大阪医真会八尾病院，森本記念病院，誠佑記念病院，奈良医大付属

病院，コープ大阪病院，加納総合病院，北野病院，医誠会病院，野

崎徳洲会病院，医誠会城東中央病院，若草第一病院，共和病院，済

生会吹田病院，奈良県立病院機構，鶴見緑地病院，おかたに病院，

済生会野江病院 

玄米カフェ実身美，春帆楼，左近太郎，ベルコラ，ItarianDining 

NATUR，万野屋，モトックスプランニング，プレジデント千房，東天

紅，ルミエール，石和川，野菜やめい 

               ㈱Eikyu，㈱ケーディーシー，㈱ノムラ，㈱三菱自動車京都製作所，

㈱関西チューブ 
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４．財務の概要 

  別添資料のとおり 

 

５．監事の監査報告 

  別添資料のとおり 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


