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第１ 学校法人の概要 

 

名 称 法人名 学校法人 宣真学園 

    設置校 宣真高等学校  

設 立 大正 ９年１１月１５日 宣真高等女学校設立認可を受ける 

所在地 大阪府池田市荘園２丁目３番１２号    

電 話 ０７２－７６１－８８０１  

 

本校の沿革 

 本学園は「日本文化の母」と讃えられる弘法大師の平和社会建設の精神に基づき 

、仏教による宗教的情操を培い、人格の完成をめざし、社会に役立つ女性を育成す 

るために、大正 9 年に宣真高等女学校として現在地に創建された。 

 昭和２３年新学制により高等学校となり、令和２年１１月には創立１００周年を 

迎える。現在、３万数千人を超える卒業生を社会に送り、整った施設整備と堅実な 

校風を誇る女子教育機関として北摂の地に確固たる地歩を占めている。 

 

建学の精神 

 深い信仰心に基づく円満な人格を備え、実用的な能力と豊かな教養を身につけた 

、明るく、健康で、心の優しい女性を育成し、社会の発展に貢献する。 

 

会議（理事会・評議員会） 

 別紙のとおり 

 

第２ 設置校の概要 

 

教育方針 

１．学力の充実を図り、個性の伸張に努める。 

・自主的・自発的学習態度と、勤勉努力の習慣を養い、学力の充実を図る。 

・進路適性に応じた教育課程を編成し、個性の伸張を図り、特にクラブ活動を 

 奨励する。 

２．仏教による宗教的情操を培い、人格の完成に努める。 

・厳粛な朝終礼や宗教的行事を通じて敬虔な心、慈しみの心を育て、思いやり 

 の心を持った素直で優しい女性を育成する。 

・きめ細かい生徒指導を行い、自律的生活態度と、誠実な人間性を育てる。 

３．感恩奉仕の心を育て、社会の浄化と平和に寄与する。 

・感謝の心を育て、進んで奉仕の精神を養う。 

 



校訓 

○誠実 ○勤勉 ○温順 ○奉仕 

    

在籍生徒数 

   令和元年５月 1 日現在 普通科 ７８５名 

 

募集定員 ２８０名  

 

設置コース         

総合コース        

アニメ・アートコース  

保育系進学コース      

看護系進学コース      

 

役員及び教職員構成 

 学校法人 宣真学園 

 理事           １２名 

 監事            ２名 

 評議員          ２５名 

  

 宣真高等学校 

 校長            １名 

 教頭            ２名 

 教員           ６６名 

 養護教諭          １名 

 

生徒募集 

 学費 

   受験料      ２０,０００円 

   入学金     ２００,０００円 

   授業料（年間） ５５０,０００円 

 

行事報告 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 



第３ 財務の概要 

 

１．資金収支 

  令和元年度の資金収入の主な増減については、高等学校の生徒数の増加により、生徒等納付金収入

が前年比６百万円の増加、経常費補助金収入が前年比６百万円の増加、授業料支援補助金収入も前年

度比１２百万円増加した。前年度の借入金収入３００百万円が減少し、全体の資金収入は前年比１億

９２百万円減の３０億７８百万円となった。 

  資金支出については、高等学校の退職者の減に伴い退職金支出が前年度比２３百万円減少した。教

育研究経費支出は、前年比２６百万円増加した。管理経費支出は２８百万円減少した。施設関係支出

は高等学校耐震補強工事により４億８７百万円減少した。全体としての資金支出は、前年比１億９２

百万円の減の３０億７８百万円となった。 

 

２．事業活動収支 

  平成３０年度の事業活動収入については、高等学校の生徒数の増加により、生徒等納付金収入が前

年比６０百万円増加、授業料支援補助金収入も前年比１２百万円増加した。また、経常費補助金も、

前年比６百万円増加した。事業活動収入全体では、前年比２６百万円増の１０億６３百万円となった。 

  事業活動支出では、教育研究経費の奨学費の増により２３百万円増加し１億５百万円となった。管

理経費は前年比２８百万円減少している。事業活動支出全体では前年比３９百万円増の１１億３百万

円となった。 

  

３．主要財務比率 

  基本金組入前当年度収支差額は１億１４百万円となった。人件費比率については、前年度と同様で、

６７％となった。今後も人件費を現状維持していきたい。 

    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１） 学校法人宣真学園 

 

【理事会】 

第１回 

   開催日時 平成３１年４月１１日（木） 

   書面理事会 

   議案 

    第一号議案 宣真高等学校校舎（東・南・北東館）耐震補強工事の業者選定について 

 

【理事会・評議員会】 

第２回 

   開催日時 令和元年５月１４日（火） 

   会場   宣真学園 会議室・理事室 

   議案 

    第一号議案 平成３０年度事業報告について 

    第二号議案 平成３０年度学園資金収支・事業活動収支決算書（案）について 

    第三号議案 平成３０年度学園貸借対照表、固定資産明細表、基本金明細表（案）について 

          監査結果報告 

    第四号議案 令和元年度耐震補強工事等について 

    第五号議案 令和元年度耐震補強工事に伴う美装工事について 

 

【理事会】 

第３回 

   開催日時 令和元年９月１８日（水） 

   書面理事会 

   議案 

    第一号議案 令和元年度耐震補強付随改修工事の業者選定について 

 

【理事会・評議員会】 

第４回 

 開催日時 令和元年１０月２５日（金） 

   会場   宣真学園 会議室・理事室 

   議案 

    第一号議案 役員人事について 

    第二号議案 令和元年度耐震補強付随改修工事の業者選定について 

    第三号議案 令和元年度外構工事に伴う設計業者の選定について 

    第四号議案 令和２年度認定こども園幼稚園舎の増改築工事について 

    第五号議案 令和元年度第１回補正予算（案）について 

    第六号議案 学校教育自己診断アンケート結果報告について 



【理事会】 

第 5 回 

   開催日時 令和元年１２月１２日（木） 

   書面理事会 

   議案 

    第一号議案 役員人事について 

 

【理事会・評議員会】 

第６回 

   開催日時 令和元年１２月１７日（火） 

   会場   宣真学園 会議室・理事室 

   議案 

    第一号議案 役員人事について 

    第二号議案 令和元年度外構工事に伴う工事業者の選定について 

    第三号議案 令和２年度認定こども園幼稚園舎の増改築工事の設計・監理業務の選定について 

    第四号議案 令和元年度第２回補正予算（案）について 

    第五号議案 私立学校法改正に伴う寄付行為の改正について 

    その他   宣真高等学校の希望状況について 

 

 

【理事会・評議員会】 

第７回 

   開催日時 令和２年３月３０日（月） 

   会場   宣真学園 会議室・理事室 

   議案 

    第一号議案 役員人事について 

    第二号議案 令和元年度 第３回補正予算書（案）について 

    第三号議案 令和２年度 事業計画（案）について 

    第四号議案 令和２年度 当初予算書（案）について 

    第五号議案 令和２年度 認定こども園幼稚園舎の増改築工事について 

    第六号議案 スクールバスの購入について 

    第七号議案 令和２年度入学生及び入園児について 

    第八号議案 令和元年度外構工事に伴う工事費について 

 

 

 

 

 



（2）宣真高等学校 令和元年度 行事報告 

行事名 内容 日付 備考 

学校行

事 

入学式 ４月９日（火）   

芸術鑑賞 ６月１４日（金）   

保育フェスタ（なでしこ劇場） １１月１６日（土）   

体育祭 ７月４日（木）   

なでしこ祭（文化祭） ９月２６日（木）・２７日（金）   

卒業式 ３月２日（月）   

宿泊行

事 

1 年高野山参拝 ５月９日（木）～１０日（金）   

修学旅行 １０月７日（月）～１０日（木） 東京ﾃﾞｲｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ 

宗教行

事 

奉賛会 原則として毎月２１日   

花まつり ４月８日（月）   

青葉まつり ６月１４日（金）   

追悼会 ９月２０日（金）   

保護者 

保護者会総会 ５月１７日（金）   

オール委員会（1回目） ５月１７日（金）   

陶芸教室 １０月２６日（土）   

オール委員会（2回目） １０月２６日（土）   

秋季日帰り研修 １１月１４日（木） 滋賀県近江八幡 

入試関

係 

オープンスクール（1回目） ８月３日（土）   

オープンスクール（2回目） ９月７日（土）   

オープンスクール（3回目） １０月１９日（土）   

オープンスクール（4回目） １１月３０日（土）   

オープンスクール（5回目） １２月１４日（土）   

入試説明会 １２月２１日（土）   

    

 

 


