
　　１　キリスト教の世界観

 

　２　進路の保障と充実。

　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。

　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

  組織的な学校運営と教職員の指揮命令系統の確立

2018年度学校評価報告書

基 本 方 針

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）

　　　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。

　1　各科、各系の充実と見直し

　奉仕　　　民族、地域、社会、文化の差異を越えて、世界の平和と

　　 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。

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。

  就職３年以内の教育制度の確立と研修

　　（2）　学校改革と組織づくり

　　（1）　施設整備計画の作成と実施 　教育環境の向上と安全を確保する。

管理職

　６　施設設備の整備

管理職

事務局

運営委員会　　（1）　募集活動地域の拡大  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・宗教情操委員会　　（2）　魅力ある教育を行い募集に連動させる  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

　５　生徒募集活動の強化

　　（1）　低学力生徒及び特別支援生徒へのサポ－ト体制の強化 　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。

事務局　　（2）　低所得家庭生徒への教育保障 　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。

教務部・学年団

　４　退学率低下への取り組み

進路部・普通科

　　（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

　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。 進路部

　　（２）　普通科５系の充実と見直し

看護科

　　（1）　看護科の進路保障 　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。

　　（2）　普通科５系のそれぞれの進路を保障する 　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。

　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。 普通科

　２　進路の保障と充実

主　要　施　策　 目　　的　　等 推 進 組 織

進路部・看護科

　　（1）　看護科の充実 　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

　　　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。

中・長期経営計画

看護の進路を保障及び普通科の新たな進路先の開拓

期間：2016年度～2020年度

　　　　　　　発展のために、すべての人間に対して、尽力することです。

　経　　営　　方　　針　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。 　　　　　　　に信頼し合うことです。

　　　　　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。

　　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

建　　学　　の　　精　　神

　　　　　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。　

　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
　　　１　  特色ある教育機関として、更に教学の充実を図る。

　　　　　　　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

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

　　　につとめる。

（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

　　　適性、能力、関心を理解し、進路に応じた知識、技能を授ける。

（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．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
予

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 全学年共通の解剖生理復習テストは実施できず。

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．大学編入への検討委員会
大学進学を希望する生徒について、随時、相談や情報
提供を行う。

７．成績分析及び国家試験結果の相関の検討
過去5年間の生徒数の変動と国家試験の合格率につい
て、調査を行う。

外部の国家試験ガイダンスおよび対策講座を高校3年
生から実施。専攻科2年生においては、成績下位者を対
象に少人数補習を実施。模試についても公開会場で実
施し、受験の雰囲気を体験。

各学年での放課後３０分学習を始めてから数年が経
過しており、学習習慣の定着という意味ではある程
度の効果が見られているようではあるが、客観的な
評価が難しく、また、課題などの設定も検討が必要
であり、今後、見直しを図っている必要が考えられ
る。
今年度は、学内演習の機会が多く、生徒からも好評
を得ることができた。座学と演習、その先にある実習
へと結びつけていくためには、演習の機会を増やす
とともに、看護科目の授業内容の充実を図る必要が
あり、そのため、授業内容精選表(マトリックス)を作成
した。次年度は、精選表に基づいて授業を行い、各
科目のつながりなどを強化していく。全学年共通の
試験や上級生から下級生への指導など看護科とし
ての縦のつながりはまだまだ作れていない。国家試
験対策については、成績下位者に対するフォロー
アップの強化が図れ、結果として合格率８９．７％と前
年を上回ることができたが、成績下位者対象の補習
に参加しなかった生徒が不合格となったため、いか
に補習につなげていくのかが課題である。また、専
攻科２年からの補習ではなく、各学年での成績下位
者へのフォローアップが必要であり、次年度は各学
年での取り組みも強化できるよう計画を立てていく。
評価：B

　放課後30分学習において、国語・数学・理科および解
剖学、基礎看護技術の内容を実施。専攻科1年には進
学時に基礎学力の確認試験を行う。看護科目について
は、各授業や長期休暇時の課題を出し、授業内容の充
実を図る。

上級生による下級生への学習指導は、実習期間の都合
上、実施できず。

2018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。

看護科長・看護科教員



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
・2019年度以降に向け５系の見直しのための会議を開
催。

・出前授業に向け、どのような講義ができるか検討した。

２．出前授業・聴講の実施　　　　
・１学期に１年生のマイ・ドリーム講座で２年生の系選択
アンｹｰトを実施

３．アンケート実施 ・３年生で集まった学習発表会の実施について検討中。

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

・9月5日(水）聖カタリナ短期大学より学科長、入試課長
が来校され、子ども保育系の体験授業、聖カタリナ大
学・短期大学部の入試説明を実施。

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）

・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

普通科科長・普通科教員

2018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。

　５系の授業は昨年に引き続き、好評である。そ
のなかで、更に魅力的な選択ができるように工
夫が必要である。系については、いくつかの案
が出て検討ができた。実際に系の変更を行い更
に魅力のある５系にすることが来年度以降の課
題である。
　今年度は５系全員での発表会を行うことができ
た。それにより１年から３年までの活動がよくわか
り生徒の進路へのイメージがより明確になってき
た。
評価B



２．進路の保障と充実

　　　（1）看護科の進路保障

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．就職説明会を実施する。 看護科科長・看護科教員
7月25日(水）看護科3・4・5年を対象に、１６の病院人事
担当者による就職説明会を実施。

実施計画に基づき実施できた。
評価A

2018年度　　計画実施管理表　　

看護科生徒の進路保障

・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 ・聖カタリナ大学・短期大学の学校説明会を実施する。

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。 1・.9月5日（水）聖カタリナ短期大学より学科長、入試課長が来校

２．連携先大学の開拓を行う。   され、子ども保育系の体験授業、聖カタリナ大学・短期大学部の

３．普通科５系関連の大学・短大・専門学校の   入試説明を実施。

出前授業を企画、実施する。 ２．大阪成蹊短期大学調理・製菓学科の指定校推薦枠を得た。

４．キャリア教育を実施する。 ３．・京都府レクリエーション協会から健康スポーツ系に福祉レクリ

５．進路実現に向けて学力向上を図る。 エーションについての出前授業を実施。

６．生徒の希望する業界、企業訪問や就職説 ・京都コンピュータ学院から仕事プロデュース系の出前授業を実施。

 明会に参加し、情報を収集する。 ・池坊短期大学から子ども保育系への出前授業を実施。

７．企業開拓を行う。 ・聖カタリナ大学健康スポーツ学科から健康スポーツ系にテーピング

８．ハローワーク、障害者就労支援センター等    講習を実施。

外部機関との連携を密にし、生徒にあった ４．10月29日（月）１・２年生普通科生対象に職業体験講座を実施。

 進路保障を行う。 ５・７月6日（金）みやこめっせにて企業と高校就職担当者との懇談会

９．ポ－トフォリオファイルを作成し、３年間一貫    に参加。

　した進路指導を行う。 ６．近隣の製造工場見学会に参加。

10・国語科と連携して、小論文指導を行う。 ７．南丹障害者就労支援センター担当者と生徒について意見交換。

11．外部模試を実施する。 ８．面接指導を定期的に行い、記録する。

９．第一学習社より小論文ガイダンスを実施し、学習教材を国語科

   でも指導した。

10．Benesse基礎力診断テストを3回各学年で実施。

・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。

2018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。

・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。

・ハローワークとの情報共有を行う。

普通科科長・進路部長・普通
科教員

評価A                                                                                         



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

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）

・月二回スクールカウンセラーの面談を実施した。養護教諭と
カウンセラーが連携を取り、担任も交えて生徒の精神面の支
援を行っている。また、保護者に対してもスクールカウンセラー
の面談を行うことにより、支援の充実を図っている。　　　また、
生徒・学生のメンタル面での教育相談も行っている。
　・個々の生徒の学習面、生活面での支援を行うため、個別
教育支援計画を作成した。たんば地域支援センターからコー
ディネーター、専門相談員の方々が来校され、支援を必要と
する生徒について、授業の見学、その後保護者をまじえての
関係者懇談会を行った。

学年主任・養護教諭
３．精神的支援

・1年生・2年生は、カタリナ講座にて、3年生普通科は一般教
養の授業内にて、ベネッセマナトレの教材を使い、国語・数
学・英語の学びなおしを行う。
・長期休暇の課題として、ベネッセOneWeekトライアルの取り
組みをさせ、基礎力診断テストを実施する。
・看護科においては、放課後30分学習を通して、様々な課題
を取り組み学習に対する意識を向上させる。

2018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。

・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

　「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

　短期大学・専門学校の合格がめざせる』最低のライン。

教務部長・学年主任

　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。

・カウンセリングについては、生徒本人のみでなく保護者と
の連携、協力が必要であるので、カウンセラー、担任、養
護教諭らとともにそれぞれの立場で保護者への協力を求
めていく。
評価B

・カタリナ講座・一般教養の授業内にてマナトレの実施は
できたが、国語・数学・英語の教員が担当教員ではなかっ
たため、各教科のフォロー等はできなかった。次年度にお
いては、国語・数学・英語の教員が授業を担当し、フォ
ローできる体制が必要である。
・OneWeekトライアル・基礎力診断テストを実施した。
・看護科担任による30分学習は取り組むことができたが、
各学年により30分学習の頻度が違ったため、このままでよ
いのか、全体で統一するのかの検討は必要かと思われ
る。



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

・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。

校長・事務長・事務担当者

　就学支援金、京都府あんしん修学支援事務手続と申請事
務を執り行う。
　その他、金銭的事情での退学に至らないよう、個別の事情
により適切な制度の紹介、行政への橋渡しを行っている。

　今年度でワークフレームがほぼ完成した。京都府私立中
高連での情報交換会においても、本校の事務・支援体制
の手厚さと正確さはトップレベルにあり、今後ともこの好循
環サイクルを維持、来年度導入されるマイナンバーでの収
入確認を適切にすすめるよう、検討中である。
評価Ａ

2018年度　　計画実施管理表　　

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。

　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。



　　　（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

・普通科の魅力の発信

実　施　計　画 　担当部署・責任者 実　施　内　容 評　価　と　対　応

1.中学校への発信内容・相談対応等の統一性と信頼度を

  高める ため運営委員会のメンバーで全募集エリア担当

・「私学フェア」参加（6/10・みやこめっせ）相談生徒102名

１．本校の魅力を伝えるために募集エリアである ・第1回中高連絡会(6/7～6/29）中学校個別訪問

  府下一円（京都府北丹地域以外）及び大津市内 ・第１回オ－プンキャンパス（7/28）生徒153名参加

  中学校個別訪問の実施 ・京都府私立高等学校入試合同説明会（京都南部地域中学校

２．京都市内における塾対象入試説明会の開催    132校対象）にて募集基準等説明（8/20）

３．ホームページの適時な更新と情報提供 ・部活オープンデー実施(8/18）12名参加

４．中学校での出前授業の実施 ・第２回中高連絡会実施（8/23～31）中学校個別訪問

５．生徒募集の在り方の研究、検討、PDCAサイクル ・京都府私立中学高等学校展参加（9/1～2）みやこめっせ　

  実施    相談生徒38名

・第3回中高連絡会実施(10/4～19）中学校個別訪問

・第1回入試説明会（10/6）本校　20名参加

・第2回入試説明会(10/20）メルパルク京都　26名参加

・西地区入試相談会(10/27）ガレリア亀岡　相談生徒6名　　

２．塾主催及び本校主催の塾対象説明会を実施

   (10/17キャンパスプラザ）３１塾から３２名の出席。

３．看護科の出前授業を3中学校で実施した。

４．　生徒募集活動の強化と魅力ある教育の発信

運営委員会
（校長・副校長・教頭・総務部
長・教務部長・進路部長・生徒
指導部長・事務長）

　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3名減、普通科23名の減であった。普通
科の入学者数の減は想定内であったが、看護科に
ついては想定外の減数となった。今年度より男子の
併願を可能にした結果、併願の受験者数は、59名か
ら82名と増数した。しかし反面、専願率が62．7％か
ら44．0％と下がり、入学者数も69名となった。本校募
集行事へのリピーターをいかに増やすかを検討し、
情報発信の最大のアイテムであるホームページを魅
力あるものに改善する必要がある。
評価B

2018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。



　　　（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 ・１学期の始業式・終業式，２学期の始業式で、身だしなみ等

　　導を実施   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 ・月初めの３日間に、全教員で登校指導を実施。

　　導）の実施 ・登校時に校門前で、生徒指導部による登校指導を実施。

３．定期的な服装・頭髪指導の実施 ・１学期に３回、２学期に２回、服装・頭髪指導を実施。

４．言葉遣いの乱れについては、その都度、指導を

　　実施

５．前年度の検証と見直し

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。

生徒指導部長・生徒指導部

始業式では、身だしなみを整えて授業を受けるよう
に指導し、服装・頭髪検査を実施した。　終業式で
は、現状を伝え新学期に改善するように指導した。
各学期に2回、定期的に服装・頭髪検査を実施し
た。　頭髪指導については、継続指導が必要な生徒
もおり、個人指導をし改善に努めた。言葉遣いの乱
れについては、その場で注意をし、改善に努めた。
年度当初に、前年度の実施内容を見直し、定期的
な指導計画を立て実行した。
評価B

2018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。



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の実施　（5月1５日）

２．5月・12月の募金活動

２．5月１５日は東日本大震災被災地へ　９２，６８１円を送金し
た。また、７月１７日と２０日の２日間に実施した、西日本豪雨
被災義援金４０，７６８円をカリタスジャパンに送金した。 １０月
１０日～１１日と１２月１７日には北海道胆振東部地震被災地へ
の募金活動を行い南丹市社会福祉協議会をとおして、送金し
た。合計金額は１２６，９０６円であった。

３．エコキャップ．プルタブ集め（学内） ３．実施しなかった。

４．学内清掃ボランティア ４．特定の部活生のみが実施

５．校長賞(ボランティア)受賞式 ５．実施しなかった。

６．聖家族幼稚園ボランティア

７．特別支援学校との交流

７．丹波支援学校との交流会を実施

宗教情操委員長
宗教情操委員

６．1月25日、インターアクト部は聖家族幼稚園を訪問し、保育
ボランティアを行った。

全校生による聖母月のボランティア活動は、施設訪
問、清掃活動、募金活動とそれぞれであるが、生徒
は奉仕する喜びを体験するよい機会となっている。
口丹地域の高校生と丹波支援学校の生徒との交流
は、例年行われている活動であり、参加者が楽しい
時間を持つことができている。今後も続けていきた
い。聖家族幼稚園へのボランティアを活発化してい
きたい。
評価：Ｂ

2018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．　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

１．本館内装工事

　本館、東館の廊下、階段、視聴覚室の塗装・照明器具
交換工事、３階女子トイレのデザイナー工事を実施し
た。加えて、体育倉庫・公用車ガレージの外装改修、教
室黒板・ホワイトボード改修、全館鍵・丁番等整備、理科
室机、椅子入替、校長室床張替、消化水槽漏水工事、
給水施設修繕、来客駐車場土間コン工事、消火栓バル
ブ取替、外灯修繕、屋上点検門扉取付、受水槽配管修
理、聖家族像塗装等を実施した。

２．危険箇所の点検整備

　管理職による全館見回りにより、危険個所の確認を行
い、階段手摺、防犯カメラ２４台の増設、渡廊下改修工
事を実施した。
　特に今年度は、地震、台風、酷暑といった自然災害に
より、ブロック塀の改修、体育館への換気扇取付等、想
定出来ない案件が増加したが、全体予算内で吸収対応
出来た。

３．教室防寒暑さ対策工事、昇降口改修工事 　東館各教室に網戸を新設。

　美化を目的とした工事について、生徒や保護者の
反応は上々であり、耐震補強を必要としない本校の
現状を鑑みると、大規模工事の実施よりはむしろ、塗
装やリニューアルといった営繕工事を続け、満足度
を上げていくことが適当であると理解出来た。今後
も、きめ細やかなメンテナンスを行いキャンパスイメー
ジの向上を図りたい。
評価A

財務委員会
校長・副校長・教頭・事務長

2018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



６．　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

１．就職３年以内の教育制度のPDCAサイクル実
施　・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と検討
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

管理職
校長・副校長・教頭・事務長

・就職3年以内の教員を対象に11月を授業参観月間とし、全
教員が、対象教員の授業を参観し、感想・改善点等を報告。
また全教員に対して生徒授業アンケートを１２月に実施。
・全生徒を対象に学校アンケートを3月に実施
・ＩＣＴセキュリティーガイドラインを作成し、教職員への周知徹
底を図った。

・11月就職3年以内の教員を対象に、全教員による授業参
観を行い、アドバイス・感想などを授業担当者にフィード
バックし技能・資質の向上を図った。
・12月全生徒を対象に授業アンケートを実施し、各教員が
授業改善を行うための資料とした。
・3月には全生徒を対象に学校アンケートを実施し、生徒
の満足度を調査した。このような結果を踏まえ学校自己評
価公開に向けて検討を行った。
評価Ａ

・リスク管理と危機管理体制の見直し　　　　　     　　　　

2018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



６．　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
１．就業規則が遵守される組織づくりの研修 管理職 　発達障害と合理的配慮について臨床心理士から研修を受 　教職員の指導体制については必要に応じて指導は行っ

１．就業規則が遵守される組織づくりの研修

   PDCAイクルの実施　

２．教職員指導体制の確立するための研修

   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

・教職員指導体制の確立

・内部統制機能の強化

　夏期休暇教職員研修にて、今後の学校の方向性等につい
てグループディスカッションを行い、来年度以降の取り組みに
ついて各部・各科等で検討。　・一年を通じて適時、校長より
カトリック教職員として、また社会人としてのマナー・モラルに
関しての説諭を行った。
・春期休暇教職員研修では、全教職員に対して全規程（教務
部内規・生徒指導部内規・学則・就業規則・給与規程・勧奨退
職規程・非常勤講師就業規則・期間雇用職員の任用に関す
る規程・いじめ防止基本方針・車両管理等に関する規程・ICT
セキュリティガイドライン・薬品等取扱規程・部活動に係わる活
動方針）の説明を行った。

　事務室においては、連絡事項の伝達に限定しない朝礼、個
別面談、フリートーキングによる意見交換、京都府や中高連等
の研修・懇談・懇親会への積極的参加、看護科を設置する高
校への勉強訪問（８月２３日）等の取り組みを行い、意識と知識
の向上のみならず、チームビルディングに取り組んでいる。

・夏期休暇教職員研修にて、今後の学校の方向性
等についてグループディスカッションを行い、来年度
以降の取り組みについて各部・各科等で実施内容を
具現化した。　また春期休暇教職員研修では、全教
職員に対して、全規程の説明を行いリスク管理の徹
底を図った。

　事務室においては、人事異動によるスタッフ入れ
替えが頻繁に生じたが、0スタートのチャンスととら
え、精鋭集団化をはかりたい。
評価A

管理職
校長・副校長・教頭・事務長

2018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



教科・科目別生徒授業評価（2018年11月実施）

   〈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科目別にまとめて表示

70%

22%

6%

2%

国語科

①とてもあてはまる 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

79%

16%
3%

2%

地歴・公民科

①とてもあてはまる 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

78%

16%
4% 2%

数学科

①とてもあてはまる 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

21%

23%

23%

33%

理科

①とてもあてはまる 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

82%

15%

2% 1%

保健体育科

①とてもあてはまる 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

68%

21%

5% 6%

外国語(英語）

①とてもあてはまる 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

68%

26%

4%

2%

家庭科

①とてもあてはまる 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

50%

31%

11%
8%

宗教（学校設定科目）

①とてもあてはまる 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

46%

28%

13%

13%

カタリナ講座(学校設定科目）

①とてもあてはまる 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

74%

19%

5%

2%

普通科５系講座（学校設定科目）

①とてもあてはまる 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

50%

30%

5%

15%

一般教養(学校設定科目）

①とてもあてはまる 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

65%

27%

6%

2%

看護専門科目

①とてもあてはまる 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


