
　　１　キリスト教の世界観

 　１　  特色ある教育機関として、更に教学の充実を図る。

　２　  特色ある教育機関として社会に貢献するため、将来にわたって安定した財務基盤を確立する。

中・長期経営計画

期間：2016年度～2020年度

　２　進路の保障と充実。

　生徒のニ－ズにあった進学先の新たな開拓と就職先確保への取り組みを実施する。

　３　高大専連携の実施と充実

高校、大学、専門学校との連携を密にし、教育内容の充実と進路を保障する。

　４　退学率低下への取り組み

　５　生徒募集活動の強化

　６　施設設備の整備

　  　生徒の安全確保と教育環境改善のための施設設備整備計画を実施する。 　教育環境の向上と安全を確保する。

　７　教職員研修と組織改革 　７　教職員研修と組織の改革

　　（1）　教職員研修の実施と意識改革

退学を防ぐため、低学力生徒及び特別支援生徒への個別サポ－ト体制づくりと 経済的支援
制度の活用によって転退学生徒を最小限に止める。

少子化の進む中、府外への募集活動も積極的に行い、広範囲での募集活動を展開すること
で本校へので本校への理解をより高め、教育内容の充実と合わせ、募集活動を内外両面よ
り強化する。

　低学力生徒へのサポ－ト体制の充実と特別支援生徒への個別プランによる組織的支援により、退学率５％以内とする。

　国、京都府の支援制度や奨学金等の活用により就学を保障する。

基本方針 推進組織

管理職

管理職

事務室

普通科・宗教情操委員会

運営委員会  看護科募集エリアへの今まで以上の情報提供と募集強化・普通科の魅力の発信力強化

  普通科「５系」の学校設定教科の見直しとボランティア実践よるボランティア精神の育成

  就職３年以内の教育制度の確立と研修

  組織的な学校運営と教職員の指揮命令系統の確立

事務室

教務部・学年団

進路部

普通科　新教育課程に向け、専門教科、学校設定科目の検討と見直しを行う。

　進路保障の一環として聖カタリナ大学説明会を実施する。

　進路保障の一環として聖カタリナ大学説明会を実施及び「５系」連携校による出前授業の提供と受講。

　　（2）　魅力ある教育を行い募集に連動させる

　５　生徒募集活動の強化

　　（2）　学校改革と組織づくり

　　（1）　施設整備計画の作成と実施

教職員の技能、資質向上のための研修会の実施と組織力を高めるための組織改革を行う。

　経　　営　　方　　針

　６　施設設備の整備

　　（1）　募集活動地域の拡大

進路部・看護科

進路部・普通科

　　（1）　看護科の充実

2020年度学校評価報告書

京都聖カタリナ高等学校　中・長期経営計画グランドデザイン（２期）

建　　学　　の　　精　　神

　本校の保護者と仰ぐ、シエナの聖カタリナの精神と学識にならい、神の愛と人への奉仕に生涯を捧げる人間を育成する。

看護科

目　　的　　等

　看護科教育を更に充実させ、看護師国家試験合格率１００％を維持する。

　1　各科、各系の充実と見直し

　２　進路の保障と充実

主　要　施　策　

　　（２）　普通科５系の充実と見直し

看護の進路を保障及び普通科の新たな進路先の開拓

　　　（１）　低学力生徒及び特別支援生徒へのサポ－ト体制の強化

 （3）　自発的精神を養い、文化の創造と発展に貢献する人間の育成

　　（1）　看護科の進路保障

　　（2）　普通科５系のそれぞれの進路を保障する

　１　各科、各系の充実と見直し

　　　特色ある学校として、社会に貢献していくため、各科の充実と教学の充実を図る。

　　（2）　低所得家庭生徒への教育保障

　４　退学率低下への取り組み

　　（1）　大学及び専門学校との連携の強化

　３　高大専連携の実施と充実

　　２　真理を観想し、観想の実を他に与える

　　３　聖カタリナの模範と教訓

　イエス・キリストのように神を愛し、お互いに愛し合うことによって、人間としての真の幸せを享受し、平和な世界を作り上げる。

　設立母体、聖ドミニコ宣教修道女会の精神は「真理を観想し、その実を他に伝えよ」であり、愛と真理を世界に広めることを目指す。　

　　　　　　　立ち向かってゆく強く気高い心身をもつことです。

　高潔　　　人間の尊厳を守るために、個人と社会を取り巻く諸困難に

　　　　　　　に信頼し合うことです。

　2．校訓

　誠実　　　社会成立の基礎として各個人が真実に従って生き、相互

 （2）　建学の精神にかかげる教育を身につけさせるとともに、個々の

　教　　育　　目　　標

　1．教育方針

 （1）　カトリック精神にもとづく人格教育に重きを置き、特性を磨き、

　　 　品性を高め、良心に従って生活する真の人間を育成する。

　奉仕　　　民族、地域、社会、文化の差異を越えて、世界の平和と

　　　　　　　発展のために、すべての人間に対して、尽力することです。　 　　につとめる。

　 　　適性、能力、関心を理解し、進路に応じた知識、技能を授ける。



１．各科、各系の充実と見直し

　　　（1）看護科の充実

方針・目的

具体的対策

実　施　計　画
　担当部署・責任

者
実　施　内　容 評　価　と　対　応

１．国語・数学・理科の基礎学力の強化

２．看護基礎医学授業内容の充実

３．全学年共通の解剖生理復習テスト実施

４．上級生による下級生への学習指導

５．国家試験対策

　①さわ研究所，メディカ出版による出張講義

　②さわ研究所，メディカ出版による模擬試験

6.成績分析及び国家試験結果の相関の検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価：B

看護科
看護科科長

   一般科目における基礎学力については、習熟度別
授業により個々の能力に合わせて取り組むことができ
ていた。また、英検や漢検の受験も行い、合格者も出
すことができた。看護科目は、精選表を用いて授業を
展開し、各科目の重複を少なくすることができた。また、
新型コロナウイルス感染拡大の影響で臨地実習ができ
ず、学内での代替実習となることが多かったが、事例展
開やグループワークなどで充実を図った。実力判定試
験は、実施から数年が経ち、生徒にも慣れや弛みが感
じられたことで令和3年度に向けて変更を行った。上級
生から下級生への学習指導は、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、実施できなかったが、令和3年度
に向けて、各科目の授業内容を精査し、実施していく
検討を行った。国家試験については、42名中40名の合
格(合格率95.2%)と全国平均を上回ることができた。国
家試験対策アドバイザーと協力し、成績下位者の面談
や補習の強化を図った結果といえる。

2020年度　計画実施管理表

本校看護科の伝統的な特色である「生徒一人ひとりに対するきめ細やかな指導」を心がけ、国家試験１００％合格を目指す。

・高校入学当初より、国語・数学・理科の基礎学力を強化するとともに、看護基礎医学の徹底指導を行う。

・高校３年生を「専攻科準備学年」としてとらえ、国家試験対策を始める。

1.今年度より1年生が毎日7時間授業となり、また、新型
コロナウイルス感染症拡大の影響で放課後の居残り学
習に制限がかかるため、看護科独自の基礎学力強化
に向けた取り組みはできなかったが、数学・英語では、
習熟度別の授業が行われている.
２．精選表を用いて、科目ごとの内容を精査して授業を
行う。
３．実力判定試験として解剖生理学の復習テストは行
えたが、学年共通の試験までは至らなかった。
４．新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、校内
演習やグループワークに制限がかかり、未実施.
５．国家試験対策のアドバイザーを導入。アドバイザー
が中心となって国家試験対策講義だけでなく、成績下
位者への放課後補習を実施。
 
６．国家試験対策アドバイザーとともに、国家試験模試
の成績分析を行い、下位者には面談および補習を実
施。また、下位者を中心として教員を配置し、国家試験
合格に向けてのサポートを行った。



１．各科、各系の充実と見直し

　（2）普通科５系の充実と見直し

方針・目的

具体的対策

実　施　計　画 　担当部署・責任者 実　施　内　容 評　価　と　対　応

1.系の見直し

2.出前授業・聴講の実施　　　　

3.アンケート実施

4.各系の学習（成果）発表会と2つ以上のコラ
ボでの学習（成果）発表会

5.5系の連携授業（同時開講）　　

6.ボランティア（地域との交流・協力） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価：B

・来年度からの系の見直しを行った。今までの系を
「キャリアコース」とし、新たに大学受験に対応した「アド
バンスコース」を設置することとなった。
・サンガとの連携はコロナの影響で延期しているが、終
息後なんらかの形で活動を行うことが見込まれる。
・出前授業は１件のみ（培良中学：調理・パティシエ）
だった。
・1年生マイドリーム講座でのアンケートの実施、面談に
より、生徒は希望どおりの系が選択できた。
・３年生学習成果発表会を実施
・例年開催している調理・パティシエ系「高校生カフェ」
はコロナの影響により、自宅に持って帰る「感謝のお弁
当」に形を変え実施できた。
・３年どうぶつ・医療系の「老人会との交流会」はコロナ
の影響で直接交流することはできなかった。しかし、生
徒が作ったプレゼントを教員よりお渡しし大変喜んでも
らえた。

普通科
普通科科長

2020年度　計画実施管理表

3Dマイドリームを達成し、夢の実現につなげる。

・学習（成果）発表会の実施・提携先（企業・大学・専門学校）の拡大と充実・アンケート実施（生徒の満足度）・地域との交流と協力

・2022年度入学生からのマイドリーム講座の見直しを
行った。5系から6系とし、名称を系からコースにする
方向性で進めていく。
・J2京都サンガとパートナー契約を結んだことで2021
年度以降のホームゲームでのボランティア活動を進
めたい。
・調理・パテｨシエ系が、中学校で出前授業を実施。
・1学期にマイドリーム講座満足度アンケートを実施。
・12月に3年生学習成果発表会を実施。
・3年どうぶつ・医療系で老人会との交流会を実施。



２．進路の保障と充実

　　　（1）看護科、福祉科の進路保障

方針・目的

具体的対策

実　施　計　画 　担当部署・責任者 実　施　内　容 評　価　と　対　応

１．聖カタリナ大学の学校説明会を実施する。
 

２．就職施設開拓を行う。 　 2・3が未実施となってしまった。

３．就職説明会を実施する。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価B

1．11月19日に聖カタリナ大学中川先生による1年生
普通科対象の講義と大学説明会を実施した。
2．新型コロナウイルス感染症対策のため実施でき
ず。
3．看護科就職説明会は新型コロナウイルス感染症
対策のため実施できず。各施設からのパンフレット
等を生徒が閲覧できるように昇降口前に設置。

   進路部  進路指導部長
看護科　看護科科長

2020年度　計画実施管理表

看護科・福祉科生徒の進路選択を充実させるため、就職先の開拓、情報提供を行う。

・看護科の場合、卒業後、実習病院に就職するケースが６０％を超えており、就職説明会におけるプレゼンテーションにより意思決定する生徒も多く

みられることから、就職説明会を重要視する。



２．進路の保障と充実

　　　（2）普通科のそれぞれの進路を保障

方針・目的

具体的対策

実　施　計　画 　担当部署・責任者 実　施　内　容 評　価　と　対　応

   新型コロナウイルス感染症の影響
で、3・4・5・7が未実施となってしまっ
た。
他の項目は目標を達成できた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価B

１．聖カタリナ大学の学校説明会を実施する。
２．連携先大学の開拓を行う。
３．普通科５系関連の大学・短大・専門学校の
    出前授業を企画、実施する。
４．キャリア教育を実施する。
５．進路実現に向けて学力向上を図る。
６．生徒の希望する業界、企業訪問や就職説
   明会に参加し、情報を収集する。
７．企業開拓を行う。
８．ハローワーク、障害者就労支援センター等
    外部機関との連携を密にし、生徒にあった
    進路保障を行う。
９．ポ－トフォリオファイルを作成し、３年間一貫
　　した進路指導を行う。
10・国語科と連携して、小論文指導を行う。
11．外部模試を実施する。

普通科科長
   進路指導部長

１．１１月１９日聖カタリナ大学、中川先生による健康スポーツ
に関する出前授業と、大学説明会を１年３組を対象に実施し
た。
２．西山短期大学との連携契約を締結した。
３．新型コロナウイルス感染症の影響により未実施
４．新型コロナウイルス感染症の影響により未実施
５．公募制推薦対策のための補習、個別指導を２、３年生希
望者に実施。
６．新型コロナウイルス感染症の影響により未実施
７．新型コロナウイルス感染症の影響により未実施
８．各機関との連携をはかり、情報交換を行った。
９．基礎力診断テストの結果を分析して職員会議で報告し、
資料を保存した。
１０．２学期、３学期の授業を用い、小論文の書き方講座から
下書き、清書までを行い、小論文模試を受験した。
１１．６月、９月、１月に基礎力診断テストを実施した。

・生徒の希望する業界、企業訪問や就職説明会に参加し、情報を収集する。

・ハローワークとの情報共有を行う。

2020年度　計画実施管理表

普通科関連大学・短大・専門学校との連携を通して、生徒の進路保障へつなげる。

・聖カタリナ大学・短期大学の学校説明会を実施する。

・普通科５系関連の大学・短大・専門学校の出前授業を企画、実施する。



３．　退学率低下への取り組み

　　　（1）　低学力生徒及び特別支援生徒へのサポ－ト体制の強化

方針・目的

具体的対策

実　施　計　画 　担当部署・責任者 実　施　内　容 評　価　と　対　応

１．個別支援プランに基づく実践，評
価，考察，プランの修正

1.学期毎にケース会議を行い、次学期の目標を設定
した。

２．ベネッセGTZの「D３」から「D２」への
具体的なとりくみを行い進路の保障に
つなぐ（放課後、週３回の３０分学習から
始める）

2．普通科で国語、数学、英語の課外補習授業を
行った。

2.普通科の7限補習を行い、赤点取得者は減少してきて
いるが、GTZへは反映されていない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価B

3．養護教諭、学年からカウンセリングにつなぎ、必要
に応じて医療機関と連携を図った。

3.教育相談会議では２名のカウンセラーにも参加してい
ただき、学校全体の現状を把握し、関係者間での連携が
図れた。次学期の目標を明らかにし、共通理解すること
で、役割分担ができ、生徒対応に活かすことができた。カ
ウンセラーから医療機関の紹介もあり、主治医との連携も
図れた。今後も関係機関と連携し、継続して生徒の見守
りを行う。

学年
養護教諭

・ベネッセコーポレーションの学力指標（GTZ（学習到達ゾーン））の「D２－」が『仕事に取り組むための最低限の学力が身についているま
たは、短期大学・専門学校の合格がめざせる』最低のライン。「D３＋」は『就職後仕事についていけない可能性が高いまたは、希望に
沿った進学ができない可能性が高い』レベルとなる。要するに　D３からD２へのステップアップが重要であるため、該当生徒の個別指導
に取り組む。

３．精神的支援

2020年度　計画実施管理表

低学力生徒及び特別支援生徒へ個別的支援を行うことにより、学力の向上，退学率の低下，進路保障をめざす。

・各学年団との連携を密に、個別支援プランを実践する。又、実践に対する評価，プランの修正を定期的に行う。

学年
教務部長



３．　退学率低下への取り組み

　　　（2）　低所得家庭生徒への教育保障　

方針・目的

具体的対策

実　施　計　画 　担当部署・責任者 実　施　内　容 評　価　と　対　応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価Ａ

・毎年度当初に国の就学支援対象生徒と京都府のあんしん修学支援制度の対象生徒を把握し、対象生徒については学納金の納入を
猶予し、経済面と精神面での保護者の負担を軽減し、生徒の修学を保障する。

　コロナ禍による家計急変者は、政府の対策により他
校においてもほとんど出ておらず、特段の対応は生じ
なかった。経済的理由での退学者は０名。

１．就学支援金、京都府あんしん修学支
援制度の活用と専攻科学生について
は、病院の奨学金等を受させるなどし
て、当該理由での退学は無いようにす
る。

　コロナ禍であっても、行政と連携させながら、全生
徒の学納金を徴収済み。
　今年度より新たに制定された専攻科の支援制度に
ついても、コロナ禍で京都府のリリースが大幅に遅延
したが、さしたる混乱もなく、対応が完了。

校長・事務長

2020年度　計画実施管理表

　低所得世帯の生徒が経済的理由により就学の機会が失われることが無いように、国と京都府の修学支援制度を利用し、専攻科生徒
については、病院の奨学金制度等を積極的に活用するなどの指導を行い、経済的理由での退学を無くす。



４．　生徒募集活動の強化と魅力ある教育の発信

　　　（1）　募集活動地域の拡大　　

方針・目的

具体的対策 ・看護科募集エリアの拡大

実　施　計　画 　担当部署・責任者 実　施　内　容 評　価　と　対　応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価A

　募集イベントの年間参加者数は、昨年度と比較し
て、看護科４６名減、普通科７名減であった。コロナ
禍のため、中高連主催のイベントは中止や入場制限
下での開催となり、イベント参加数は大幅減となっ
た。
  本校主催の入試説明会についても開催数を減らし
たこともあってか３３名減となった。しかし、第２回オー
プンキャンパスへの参加数が多く、４５名増となった。
入学者数については、昨年度から２１名増（看護９名
増、普通１２名増）となった。
  募集イベントへの参加が難しい中、参加者に対して
満足のいく内容を提供できたことが、入学者増につ
ながったのではないかと推測する。

2020年度　計画実施管理表

少子化の進む中、府内南部地域及び府外への募集活動も積極的に行い、広範囲での募集活動を展開することで本校への認知をより高める。

１．本校の魅力を伝えるために募集エリアであ
る府下一円（京都府北丹地域以外）及び大津
市内中学校個別訪問の実施
２．京都市内における塾対象入試説明会の開
催
３．ホームページの適時な更新と情報提供
４．中学校での出前授業の実施
５．生徒募集の在り方の研究、検討、PDCAサイ
クル実施

運営委員会
入試広報部

入試広報部長

1.入試広報部にて生徒募集企画・運営および中学校への情報発
信・中学校個別訪問を行った。また、運営委員も中学校への情報発
信・中学校個別訪問を行った。
・第1回中高連絡会(6/29～7/10）中学校個別訪問
・第1回オ－プンキャンパス（8/1）生徒93名参加
・ミニオ－プンキャンパス（8/8）生徒37名参加
・京都府私立高等学校入試合同説明会（135中学校対象）にて生徒
募集要項の説明（8/19メルパルク京都）
・京都府私立中学高等学校展参加（9/5・9/6みやこめっせ）　相談生
徒27名
・第2回中高連絡会実施（9/8～9/30）中学校個別訪問
・部活動体験実施(8/29･8/30･9/12･9/13･9/19･9/20･9/27）16名参
加
・第1回入試説明会（10/１０本校）　36名参加
・西地区入試相談会(10/24ガレリア亀岡）　相談生徒5名
・第2回オ－プンキャンパス（11/7）生徒110名参加
・第2回入試説明会(11/14夜間メルパルク京都）　16名参加
･私立中学・高校入試相談会参加（11/29メルパルク京都）6名参加
・第3回中高連絡会実施（11/30～12/11）中学校個別訪問
・第3回入試説明会（12/5本校）　43名参加
・第4回中高連絡会実施（12/20～12/28京都市外,1/5～1/19京都
市内）中学校個別訪問
２．塾主催京都私立中学高校合同説明会に参加（9/17キャンパスプ
ラザ）及び本校主催の塾対象説明会を実施(10/21本校）18塾21名
出席。
３．ホームページの適時情報提供を行った。
４.生徒募集のあり方を検討するため、入試広報部が他校（洛陽総合
高校）のオープンキャンパスの見学を行った。



　　　（2）　教育方針・校訓の実践　　

　　　　　①　教育方針の実践　　

方針・目的

具体的対策

実　施　計　画 　担当部署・責任者 実　施　内　容 評　価　と　対　応

１．各学期の始業式・終業式で、身だしな
みなどの指導を実施

２．登校時の校門指導（あいさつ・身だしな
み・遅刻指導）の実施

３．定期的な服装・頭髪指導の実施

４．言葉遣いの乱れについては、その都
度、指導を実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価Ｂ

・SHRを当番制にし、複数の目で服装チェックなどが
できるようにした。

・指導において、教員間でのバラつきがないように
意識の統一を図った。

・頭髪指導については、前年度同様に生徒指導部
長が一律に確認をした。

・生徒会活動の活発化を図った。（キッチンカーの導
入や行事ごとの関わり等）

・部活動の活発化、整理を行った。
５．前年度の検証と見直し

・担任以外の教員に当番制でＳＨＲに入ってもらい、2人1組
で服装チェック等をおこなった。各クラスでチェックの意識の
違いがあったりと改善の余地は多かったが、複数の目で生
徒を見るということの安心感は少なからずあったように感じ
た。
・頭髪指導は昨年度と同様に生徒指導部長が一律して指
導をおこなえた。
・生徒会の活動として、キッチンカーの導入を実施した。生
徒からの評判も良く、次年度も継続して実施していきたい。
また、学園祭でのアンブレラスカイや、クリスマスのイルミ
ネーションなど、行事に積極的に関われた。
・部活動の整理のため、活動報告書や予定表を月ごとに提
出し、活発化を図ることができた。また、部員の整理をおこ
なった。

生徒指導部
生徒指導部長

2020年度　計画実施管理表

４．　生徒募集活動の強化と魅力ある教育の発信

カトリック精神にもとづき、将来社会で役立つ姿勢や態度を育成する。

カトリック精神にもとづき、基本的生活習慣の確立、正しい言葉遣い、身だしなみを身につけ、将来社会で役立つ姿勢や態度を育成する。



４．　生徒募集活動の強化と魅力ある教育の発信

　　　（2）　教育方針・校訓の実践　　

　　　　　②　校訓の実践　　

方針・目的

具体的対策

実　施　計　画 　担当部署・責任者 実　施　内　容 評　価　と　対　応

１．聖母月のボランティア
1.聖母月のボランティアは学校臨時休校のため実施し
なかった。

２．5月・12月の募金活動
２．９月２５日の学園祭の日に合わせて、「新型コロナウ
イルス感染拡大防止対策緊急募金」のため、９，０３９円
をカリタスジャパンに送金した。

３．エコキャップ．プルタブ集め（学内）
３．エコキャップ集めはコロナ禍のため、実施しなかっ
た。

４．学内清掃ボランティア

４．１１月２日に奉仕活動を実施した。コロナ禍のなか
で、外部での活動はカトリック丹波教会園部聖堂と聖家
族幼稚園清掃となり、当日は雨天のため、校内清掃を
実施した。また、１１月末までの期間に養護施設へのクリ
スマスプレゼントとして全校生徒に呼びかけ、文房具用
品を回収し、段ボール箱３箱を施設に届けた。

５．校長賞(ボランティア)受賞式

６．聖家族幼稚園ボランティア
６．聖家族幼稚園ボランティアはコロナ禍のため実施し
なかった。

７．特別支援学校との交流
７．丹波支援学校との交流会はコロナ禍のため実施でき
なかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価C

宗教情操部
宗教情操部長

2020年度　計画実施管理表

校訓の実践および各学科の特性を活かしたボランティア活動の実施

・校内ボランティア活動をとおし、ボランティア精神を育む。

・校内ボランティから地域ボランティアへと範囲を拡大し、奉仕の精神を深める。

   5月、12月の募金活動の代替えとして文房具回収
ボランティアを行った点は評価できるが、実施計画7
項目中　２募金活動、４学内清掃ボランティアの2項
目のみの達成となった。



６．　施設設備の整備　　

　　　（1）　施設整備計画の作成と実施　　
方針・目的

具体的対策

実　施　計　画 　担当部署・責任者 実　施　内　容 評　価　と　対　応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価C

財務委員会

校長・副校長・教頭・事務長

　美化計画を立てていたが、本校内の校舎としては
美麗であり特段の対応は不要。但し、屋上防水工事
は西館とともに急ぐ必要があり、令和3年度に対応予
定。

 特に、上下・消防給排水、電気系統等に経年劣化ト
ラブルが頻発し、都度対応の多額の修繕費が生じて
いるが、原資が乏しく、抜本的な対応は出来ない。
今後も都度対応を続けることとする。

　その都度の工事・修繕対応はしっかりとすすめてい
るが、場当たり的発想による当初計画や予算措置が
なされていない案件が年度途中で生じるうえ、判断
の遅れにより補助金の申請時期を逃すなどの失策
が続いている。予算統制の概念をしっかりと認識し、
周到な準備とスピード感を伴う意思決定が必要であ
る。

2020年度　計画実施管理表

　教育環境の整備と美化に努めるとともに生徒の安全を確保する。

・東館、本館の整備（内装外装、屋上防水工事）、グランド整備
・体育倉庫、部室の整備
・教室の防寒、暑さ対策、生徒昇降口改修工事（冬期の凍結、滑り止め）の実施

１．北館美化整備

２．危険箇所の点検整備



７．　教職員研修と組織の改革　　

　　　（1）　教職員研修の実施と意識改革　　

方針・目的

具体的対策

実　施　計　画 　担当部署・責任者 実　施　内　容 評　価　と　対　応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価B

・授業参観には大多数の教員が３件以上の見学を
し、それぞれ良い刺激となった。
・授業アンケートに関しては、全体的に前年を上回る
満足度となっており、次年度に向けて好材料となっ
た。
・生徒・保護者アンケートについても、前年度よりよい
感触が得られた。アンケート内容を教職員研修で公
開し、それぞれの課題として意識することができたと
思われる。
・ハラスメント等の研修については、まだ話を聞くだけ
の段階であり、具体的な対応策には至っていない。

2020年度　計画実施管理表

教職員の技能・資質向上を図る。

・教職員研修の実施

・学校評価制度の充実

１，・就職３年以内の教育制度のPDCA
サイクル実施①定期的な授業参観と授
業評価システム
２．社会人としてのマナー・モラル向上
研修の実施と見直し
３．学校自己評価の公開
４．学校関係者評価の検討
５．リスク管理と危機管理体制の見直し
６．カトリック研修の実施

校長・副校長・事務長

・全教員を対象として授業参観を実施し、感想・改善
点を報告。
・全教員(非常勤含む）を対象に、授業アンケートを
実施。
・生徒・保護者に学校満足度アンケートを実施。
・学校自己評価の公開。
・校長からのハラスメント、体罰、情報セキュリティ等
の研修を実施。
・コロナ感染に関する教員・生徒への感染防止の注
意、行動の徹底を呼びかけた。

・リスク管理と危機管理体制の見直し　　　　　     　　　　



７．　教職員研修と組織の改革　　

　　　（2）　学校改革と組織づくり　　

方針・目的

具体的対策

実　施　計　画 　担当部署・責任者 実　施　内　容 評　価　と　対　応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価A

2020年度　計画実施管理表

教職員組織力を高めるための組織改革

・組織的な学校運営と教職員の指揮命令系統の確立

・人材育成制度の実施

１．就業規則が遵守される組織づくりの研修、
PDCAサイクルの実施
２．教職員指導体制確立のための研修、
PDCAサイクルの実施
３．人材育成制度の実施と見直し
４． 組織力を高めるための意識改革研修の
実施、PDCAサイクルの実施

校長・副校長・事務長

教員　：　夏期休暇教職員研修にて、第3期中長期
計画におけるSWOT分析及び看護科、普通科にお
ける年次目標等について、グループディスカッション
後、発表を行い継続討議とする。
　
事務室　：　ジョブローテーションを企画していたが、
コロナ禍による在宅勤務等により、実施に至らなかっ
た。コロナ禍による在宅勤務を逆に絶好の機会ととら
え、リモート利用による朝礼や打合せを定例化し、ス
タッフのコンピュータスキル（環境設定、ソフト使用、
PCコミュニケーション等）の底上げを図った。結果と
して、相互の立場に立った業務遂行や伝達スキルが
向上したと自己評価している。
　学園構成員としてのロイヤリティ向上、視野の拡大
を目的とし、聖カタ大・短、学園高校キャンパス視察
（１１月２７、２８日）等の取り組みを行った。

教　 員　：　教職員研修の中で積極的にグループ
ディスカッションを取り入れ、世代・教科・性別につい
てさまざまな組み合わせを作りながら実践を重ねて
いる。その中で、会議というものにあまり慣れていな
かった職員たちが少しずつフランクに意見を出し合
えるようになってきている模様である。今後も更に活
発な意見交換をめざしていきたい。

事務室　：　コロナ禍により、在宅・時短勤務を交えた
想定外の1年であったが、それぞれの高い適応力と
柔軟な対応で業務をこなした。今年度最大の目標で
あったジョブローテーションはコロナ禍において急進
的対応を見送らざるを得ず、実施に至らなかった
が、令和3年8月よりローテーションを行う。自分の業
務を整理して他人に伝達することは大きな負担が生
じる作業であるが、ビジネスパーソンとして必要な能
力の醸成に必ずつながるので、引継ぎ事故が生じな
いようコミュニケーションアップをはかりながら、実施
したいと話し合っている。

・教職員指導体制の確立

・内部統制機能の強化



教科別生徒授業評価（2020年実施）

〈設問内容〉

設問1：先生は授業の始まりと終わりの時間を守っている。 設問2：先生の話す声は良く聞こえる。 設問3：先生の説明はわかりやすい。 設問４：先生の板書はわかりやすい。

設問5：先生は私たちの質問にきちんと答えてくれる。 設問6：先生の授業の内容は適切である。 設問7：先生の宿題や課題の量は適切である。 設問8：先生の授業から興味・関心がわき、もっと学びたくなった。
　

データ表示方法；生徒が、設問１～８に対して　《　①とても当てはまる　②だいたい当てはまる　③あまり当てはまらない　④ほとんど当てはまらない　》で評価をしたものを教科別にまとめて表示

※ 今年度より調査対象に非常勤講師授業を含んでいます。

① 79％

➁ 17％

③ 3％ ④ 1％

国語

①とても当てはまる ②だいたい当てはまる

③あまり当てはまらない ④ほとんど当てはまらない

① 68%

➁22%

③ 7%

④ 3%
地理歴史

①とても当てはまる ②だいたい当てはまる

③あまり当てはまらない ④ほとんど当てはまらない

① 73%

➁ 20%

③… ④ 2%

数学

①とても当てはまる ②だいたい当てはまる

③あまり当てはまらない ④ほとんど当てはまらない

① 72%

➁ 22%

③ 5%
④ 1%

理科

①とても当てはまる ②だいたい当てはまる

③あまり当てはまらない ④ほとんど当てはまらない

① 91%

➁ 8%

③ 1% ④ 0%保健体育

①とても当てはまる ②だいたい当てはまる

③あまり当てはまらない ④ほとんど当てはまらない

①
75%

➁ 18%

③ 5% ④ 2%
英語

①とても当てはまる ②だいたい当てはまる

③あまり当てはまらない ④ほとんど当てはまらない

① 75%

➁ 18%

③ 5% ④ 2%
情報

①とても当てはまる ②だいたい当てはまる

③あまり当てはまらない ④ほとんど当てはまらない

① 76%

➁ 21%

③ 2%
④ 1%

家庭

①とても当てはまる ②だいたい当てはまる

③あまり当てはまらない ④ほとんど当てはまらない

① 81%

➁ 14%

③ 3% ④ 2%音楽

①とても当てはまる ②だいたい当てはまる

③あまり当てはまらない ④ほとんど当てはまらない

① 60%
➁ 27%

③ 9%

④ 4%
宗教

①とても当てはまる ②だいたい当てはまる

③あまり当てはまらない ④ほとんど当てはまらない

① 62%
➁ 21%

③ 6% ④
11%

カタリナ講座

①とても当てはまる ②だいたい当てはまる

③あまり当てはまらない ④ほとんど当てはまらない

① 84%

➁ 10%

③ 3%
④ 3%普通科５系

①とても当てはまる ②だいたい当てはまる

③あまり当てはまらない ④ほとんど当てはまらない

① 81%

➁ 16%

③ 3%
④ 0%看護科専門

①とても当てはまる ②だいたい当てはまる

③あまり当てはまらない ④ほとんど当てはまらない
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