
令和２年度 京都府立朱雀高等学校（全日制）学校経営計画（スクールマネジメントプラン）（計画段階・実施段階）

学校経営方針（中期経営目標） 前 年 度 の 成 果 と 課 題 本年度学校経営の重点（短期経営目標）

朱雀高校の教育目標・校訓を 成果 １ 活気ある学校づくり
もとに次のように定める。 （1）「制服導入」「コース制導入」「部活動活 （1）生徒や保護者・地域の期待に応えるため、教

性化」を３本柱とした「朱雀プライド計 職員は生徒一人一人にしっかりと向き合い、厳
１ 生徒の期待に応える「生徒 画」を始動し、１期生が入学した。生徒 しくかつ丁寧で手厚い指導を心掛ける。
本位」の学校づくりに教職員 に自信を持たせる様々な取組（授業規律 （2）教職員間の意思疎通や連絡体制を円滑にする
全員体制で取り組む。 の確立、土曜補充・補習講座の実施、学 とともに、学校施設や環境の充実に努め、活気

友会活動の活性化、学校説明会への積極 ある学校づくりを目指す。
２ 生徒に学ぶ主体としての自 的な生徒参加、頭髪違反改善を含む身だ
覚を持たせ、学習に励み、進 しなみ指導など）が一定の成果を収め、 ２ 学びと自立
路を切り拓き、社会で生き抜 全学年が授業や学校行事に集中して取り （1）基礎基本を徹底することで、生徒の学習意欲
く力を育てる。 組める雰囲気となった。 を向上させ、夢や希望の実現に向けた進路指導

を充実させる。
３ 規範意識を育てて、自らを （2）基礎基本を徹底することで、学習意欲 （2）自らを鍛え、何事にも興味をもって探求する
律し、自主活動を通して他者 の高まりが見られ、転・退学、追認対象 姿勢を養い、自分の“好き”を発見させる。
と協働する力を育む。 者を大幅に減少させることができた。

３ 自律と自主活動
４ 心身ともに健康な生徒の育 （3）生徒一人一人に丁寧に向き合い、様々 （1）生活規律・授業規律の確保に努め、身だしな
成と安心・安全な学校づくり な発達課題や障がいのある生徒を、卒業 みを整えるなど規範意識を醸成する。
を行う。 へと導くことができた。 （2）自主活動を通して、生徒相互の協働力を養い

社会性・自主性を育む。
５ 開かれた学校づくりを推進 （4）ＨＲや部活動・行事などの取組を通し （3）部活動の入部率を更に高める等、部活動の活
し、保護者や地域との連携を て生徒相互の交流を深め、社会性や自主 性化を推し進め、学校に軸足を置いた学校生活
進め、理解と信頼を得る。 性を育むことができた。部活動加入率が を送らせる。

向上し、全国大会で活躍する生徒もいた。
６ 本校全日制に学ぶ生徒が、 ４ 健康と安全
自らに自信を持ち、明るい 課題 （1）健康安全教育を充実させ、自他のいのちを守

将来を展望し、活気のある学 （1）学習環境の維持・向上に努めながら、 る安全意識を育成する。
校生活を安心して送るための 各学年、各コースにおいて基礎学力の定 （2）生徒一人一人の個性を尊重し、人を思いやる
朱雀プライド計画」を積極的 着を図る取組を引き続き充実させる。 心を育み、人権意識を育成する。
に推進していく。

（2）生徒の希望進路実現に向けた様々な取 ５ 開かれた学校づくり
組をより充実させる。 （1）地域と連携した取組を積極的に推進する。

（2）「朱雀プライド計画」第一ステージをさらに
（3）「朱雀プライド計画」を着実に推進する 積極的に進め、変化してきた朱雀高校の良さ
とともに、「変化してきた朱雀の良さ」を を伝える広報活動をより一層充実させる。
発信する。



評価領域 重 点 目 標 具 体 的 方 策 成 果 と 課 題
課題の解決に向けた組織的な学校運 ・魅力ある学校づくりを目指し、学校改革プロジ
営体制の充実 ェクト会議を中心に学校体制の充実及び活性化を

組織・運営 図る。
・校内ネットワークを活用した迅速な情報伝達及
び適切な情報の共有化を図る。

・課題に即応した柔軟な組織運営を行う。
分掌所管事項の整理と分掌機能の充 ・教職員間の意思疎通や連絡体制を円滑にし、教
実 職員組織の充実及び活性化を図る。

・校務が適正かつ効果的に行われるために部長会
議の機能強化と一層の分掌機能の充実を図る。

生徒の学力充実・学力保障に努め、 ・新学習指導要領の趣旨に合致し、本校の教育方
すべての生徒の進級・卒業を目指 針にも沿った新しい教育課程を立案する。

教 務 部 す。 ・研究授業や研修会を充実させるともに、自由参
観日を年２回実施し、教員の研鑽に努める。

教育活動が円滑に進むよう授業や行 ・年間の授業数を管理するとともに、行事等の精
事の計画を立てるとともに、各分掌 選を図り、授業時数の確保に努める。
・各教科の企画の合理的な調整を行 ・シラバスを充実したものにし、生徒の教育活動
う。 の充実につなげる。
広報活動を計画的に行い、中学生の ・学校説明会や学校公開を適切な時期に行い、広
募集に努める。 報活動をさらに充実させる。
校務システムの運用が教員全体のも ・システムに習熟する教員を増やし、継続的にシ
のになるよう、マニュアルを整備す ステムの管理ができるようにする。
る。
自主活動を通した生徒の自立と自治 ・ＨＲ指導連絡協議会により生徒の実態に応じた
能力を持つ生徒集団の育成 指導の工夫、生徒の委員会活動の充実を図る。

生徒指導部 ・生徒が高校生活の過ごし方について振り返る機
会をつくる。

・部活動の加入率向上を目指す。また、部活動代
表者会議等の指導を通してリーダーとしての能
力を育てる。

生徒の規範意識の醸成。また、落ち ・特別指導の指導件数０を目指し、各分掌・教科
着いた学習環境のもと、安全・安心 と連携をとる。

・全校体制で頭髪指導を行うことにより、学校
のルールを守る意識を高めるとともに、高校
生らしい身だしなみについて考えさせる。

・朝の遅刻指導等により、遅刻・欠課を減少さ
せる。

生命を大切にする態度を育成し、 ・交通ルール遵守の啓発や朝の校門立ち番での
実践させる。 交通安全についての声掛けをする。

・ＳＮＳ使用のマナーについて考えさせる機会
を設ける。

生徒一人一人の特性を生かし、社会 ・日常生活において、遅刻欠席をしない習慣の確
で活躍できる様々な能力を伸ばせる 立や話し方など社会的なマナーやルールについ

進路指導部 よう取り組む。 て指導する。
自らが進路を主体的に拓く能力や態 ・「進路の手引き」を発行し活用する。



度を養うよう指導する。 ・年間計画を立て、学年と連携をとり実施する。
・進路希望調査により、できるだけ早い時期に希
望進路を明確にする。

・進学補講への積極的参加を促し、１年間継続さ
せる。

・各種模擬テストを積極的に受検させる。
・学生サポートアシスタントの積極的な活用を促
進する。

仕事の意味、働く意義を考えさせ、 ・分野別進路学習を実施する。
社会の中で生きがいのある人生を築 ・２年生については、わーくライフビジョンへの
けるよう指導し援助する。 積極的な取り組みを促す。

・会社見学を積極的に行わせる。
社会に出るにあたって、自他の人権 ・教科学習や自主活動の中で、人権に関する科学
を守ることについての意識を高め 的な認識と豊かな感性を育む。
る。 ・生徒自身に働くものの権利を知らせ、働くもの

の自覚と権利意識を持って就職活動できるよう
に援助する。

健康な心と身体の育成 ・健康診断や健診結果の通知及び治療勧告の強化
を図る。

保 健 部 ・新型コロナウイルス対応を含めた感染症対策の
広報に努める。諸行事実施の見直しを行う。

学習環境衛生の促進 ・重点清掃箇所を設ける。
ゴミの分別収集に努める。

生徒の心の健康への理解と対応 ・特別支援コーディネーターと教育相談会議との
連携により、教育活動を推進させる。

・健康相談の充実。
スクールカウンセラーとの連携を図り、教職員
間の共通認識を深める。

図書館機能を充実させ,生徒の知的 ・個人情報を保護しながら蔵書管理システムを運
興味関心を高めることにより学習を 用し円滑な貸出業務を行う。

図 書 部 支援する。 ・分掌や教科の教育活動を把握し、連携して適切
な資料提供につとめる。

・新型コロナウイルス感染症対策を含め、図書館
内の環境を適正化する。

生涯学習を背景として，読書に親し ・図書委員会活動を中心に読書の啓発活動を活性
むために,図書館の利用を推進する。 化させる。

・定期的な広報活動を行う。
・快適な学習環境を保持するため、学校薬剤師と
共に照度検査・環境衛生検査を実施し、必要に
応じて改善に努める。

基本的生活習慣を確立させると共 ・頭髪や服装等の身だしなみ指導に努め、落ち着
に、規範意識を醸成させる。 いた学習環境を整える。

第１学年部 ・遅刻や欠席の減少を目指し、積極的に授業に取
り組ませる。

他者を尊重し、お互いの人権を守ら ・多様な特性を持つ生徒がいることを理解させ、
せる。 他者に配慮した行動がとれるような人間を育

む。



・携帯電話・スマートフォン等の使用マナーにつ
いて考える機会を設ける。

自主的活動を通した協調性と自己尊 ・部活動やＨＲ活動に積極的に参加し、自尊感情
厳に努める。 を育て、自ら考えて行動する習慣を身につけさ

せる。
基本的生活習慣の確立と規範や社会 ・分掌・教科担当者・家庭との連携を密にし、無
常識の実践 断欠席や遅刻等の防止を図る。

第２学年部 ・規範を重んじ守らせる。社会常識を身につけさ
せる。

学習習慣の定着と進路実現に向けて ・宿題・小テスト・提出物への取り組み状況を確
の行動 認し、指導する。

・進路調べ等を通じて早期に進路意識を高め、実
現への行動を起こさせる。

自主的活動の活性化 ・部活動やボランティアへの参加を奨励し、有用
感を持たせる。
・各種の機会を捉えて、企画・調整・運営できる
力を身につけさせる。

規律ある態度と基本的生活習慣の確 ・授業やＨＲ活動を通して挨拶・時間厳守・身だ
立 しなみ・携帯電話やスマートフォンの適切な使

第３学年部 用を心がけさせる。このために、他分掌との連
携を密にする。

・授業規律を守り、学習に取り組む態度を育てる。
遅刻の減少を目指し、生徒との対話や保護者と
の連絡を密にし、欠課時数超過による 単位不
認定の防止に努める。

進路目標の明確化と進路実現 ・面談等を通じて、生徒の思いに耳を傾け、進路
指導部や事務部との連携を密にし、有益な情報
を的確に伝える。

・進学希望者には、補習や模擬試験への参加を促
し、制度の変更点を踏まえて指導する。

・就職希望者には、学校紹介のあり方について理
解させ、早くから意識を高めるよう指導する。

自己尊厳と社会性の育成 ・学習の場にふさわしい服装のあり方について理
解させ、自由服最後の学年であることを肯定的
に考えることができるようにする。

・社会人として巣立つ学年として、自主活動を通
して、人間関係に悩むことが多い現状を克服で
きるようにする。

学校施設や環境の充実に努め、活 ・ 学習内容の変化に対応できる施設設備の充実
気ある学校づくりを目指す。 に努める。

事務部 ・ 計画的に老朽施設設備の改修に取り組む。
生徒の就学を支援するため、適切に ・ 各種支援制度の周知を図るとともに、適切に
対応する。 活用できるよう努める。


