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　自己評価は

　　A　：　適切である

　　B　：　概ね適切である

　　C　：　やや適切である

　　D　：　不適切である

評価（３月） 次年度の主な課題

「確かな学力の向上」

「キャリア教育の一層の推進
と充実」

「自己指導能力を育成する
組織的生徒指導体制の確
立」

「今日的課題に対する対応」
道徳教育、人権教育、国際
理解教育、主権者教育の推
進、教育支援サービスの活
用

観点別評価の充実を図り、指導と評価の一体化を組織的に推進する

他者と協働して課題を解決する能力を育成するための教育活動の工夫

国際化対応に資する英語の資格検定試験受検への積極的取組

面談の実施、進路先検討会・進路企画会議等による教職員の共通理解と指導体制の一層の充実

生徒の進路希望に対応した講座制等による効果的な課外及び補習の計画と実施

高い志を育み難関大学合格を目指す学校全体での進路指導の取組の充実

心のこもった挨拶や静止礼の励行を基本とした礼節を重んじる教育の徹底

ＳＮＳによるトラブルやいじめ問題に対する未然防止と早期発見・早期対応の取組

自転車等の交通マナー指導の徹底と組織的対応。安全安心な学校づくりの推進

カウンセリングマインドに基づく寄り添う指導に徹した教育相談体制の推進

異文化理解・グローバル化対応のための国際交流の機会の設定及び取組の推進

１カ月に１度は教務課会議を実施して、早目かつ丁寧に教務課業務が行えるようにする。

具　体　的　目　標

将来を見据えたキャリア教育及び３年間を通した「総合的な探究の時間」の体系化と実践

全職員の共通理解に基づく厳しく親身な生徒指導体制の推進

教育活動全体を横断的に見通し、生徒の多様な資質・能力を伸ばす効果的な二学期制の運用

教育相談領域の組織体制を効果的に運用しながら教職員全体による相談対応力を充実させる

日常の安全衛生意識の更なる向上と感染症予防の徹底

計画的・体系的な教育課程経営を通した学習指導要領の理念実現

成果:
(1)新型コロナウィルス感染症拡大防
止のための休校措置の期間中からオ
ンラインによる学習支援や生徒指導を
積極的に実施した。
(2)教員の共通理解を図りながら観点
別評価を段階的に導入し、円滑に実施
できた。
(3)総合的な探究の時間にSDGｓを
テーマに世界的な視点で多角的に物
事を考える学習を展開した。
(4)SNSによる情報発信を頻繁に行い、
幅広く学校の広報活動を発展させるこ
とができた。
(5)カウンセリングの機会を充実させる
とともに、教育相談委員会を中心に生
徒の情報共有を行い、きめ細かな対
応を進めた。
(6)体育大会の屋内実施など２学期制
の特色を生かした柔軟で効果的な教
育活動を推進した。
課題:
(1)タブレット端末等を活用したＧＩＧＡス
クール構想の実現
(2)SDGｓを教科横断的な視点で取り組
み、カリキュラムマネジメントを推進す
る。
(3)自転車等の交通法規の遵守の徹底
による事故防止やSNSのマナー等、一
層の向上を図る。
(4)異文化理解のために国際交流活動
の組織的取組を推進する。

昨年度の成果と課題

学校運営方針

具体的目標

並立した教育課程における
円滑な経営

平和で民主的な国家及び社会の形成者にふさわしい意思と実践力を備えた、心身ともに健康で国際感覚豊かな人材の育
成を目指す。また、夢・志を持って未来に生きる人間性豊かで逞しい生徒を育成し、明朗・真摯な校風を継承、発展させる。

具　体　的　方　策

校務支援システムに関わる人員を１学年あたり２人に増やすとともに、内容を単純化する。

生徒指導要録作成において、進路指導課とタイアップして、統一した記載事項を作成する。

成績処理において、ミスの出ない・ミスが発見できるようにシステムや処理のマニュアルを
作成する。

年　度　重　点　目　標

政治的教養を育み社会参画意識を醸成する主権者教育の実践

一人１台端末を活用したＧＩＧＡスクール構想の実現

学習意欲の向上及び家庭学習の習慣化を図るための指導の工夫

45



教務課

中学校ＰＴＡ訪問・中学生の体験入学の積極的受け入れを行う。

企画広報課

生徒指導課

中学生・保護者・中学校・
学習塾への広報・ＰＲ活動
の充実

礼節を重んじる態度を基本
とし、互いの個性を尊重す
る自己表現力を育成

部活動生や生徒会役員を中心とする本校生が、地域の行事等に積極的に参加・貢献する
機会を設ける。

図書館課

幅広い教養と豊かな感性を備えた
生徒を育成するために、読書啓発
に努め、図書館利用を促進（図書
年間貸し出し冊数目標3500冊）

朝の10分間読書を実施し、読書習慣の定着を図る。

「図書館祭」の企画充実に
よる豊かな感性や表現力
の育成

ビブリオバトルを定着させ、さらに充実したものとする。

授業や部活動で制作した作品展示などを行い、来館者を増やすための工夫をおこなう。

感染防止対策を徹底しながら「平尾大学との合同読書会」を実施し、地域との交流を図る。

新転任職員の靴箱・レターケースの整理など年度末･年度当初の業務の確実な実施を協
力して行う。

教科・分掌・学年と連携し、図書館オリエンテーション時や長期休暇前の図書の複数貸し出
しを促進する。

図書委員会活動を充実させ、生徒
の自主性と責任感を養うとともに、
他者と協働して課題を解決する能
力を育成

カウンター業務・館内整理・図書館清掃など図書委員の自主的な活動の活性化を図る。

「図書館便り」（年5回）、「図書館報」（年2回）の発行や図書館の展示等を図書委員主体で
行う。

図書委員に「図書館祭」の企画・運営を担当させ、自主性と責任感を養う。

式典への早期の取組と円
滑な運営

庶務分野の確実な実施と
職員の福利厚生面への寄
与

規範意識育成学習等を通
した生徒の自己指導能力
の向上

生徒が安全安心に高校生
活を送れるよう、地域や関
係機関と連携 地域(平尾校区)・近隣の小中高校との連携による巡回指導や夜間パトロールに積極的に

参加する。

持続可能な教務課業務の
運営

教務課業務を精選・分担し、複数人で業務にあたれるようにする。

観点別評価の充実及び指
導と評価の一体化の推進

観点別評価を生徒に示す場を設ける。

ホームページの内容（部活動）を充実させる。ＳＮＳ（インスタグラム）を積極的に更新し、学
校のＰＲ活動を行う。

学校公開Week、オープンスクール、進路相談事業における中学生へのＰＲ活動を円滑に
行う。

中学校・学習塾（年２回）への訪問を確実に行う。また、昨年度より多くの先生方が関わる
形で行う。

主体的な生徒会活動によって各種行事を企画運営し、さらなる学校活性化を図る。

学校行事・部活動・生徒会活動においてリーダーシップを発揮させる機会を設け、リーダー
を育成する。

新入生指導等を通じて、校門礼・静止礼・掃除など本校の良き伝統を上級生から下級生に
継承させる。

「図書館便り」「図書館報」等を通して読書意欲を喚起し、図書館の利用率を高める。

観点別評価について教科で話し合う場・時間を設定する。

ICT機器や教育支援サービスなどを活用して、評価のスリム化と授業改善を図る。

ＦＣチャンネルを活用し、コロナ禍でも確実な行事、式典の運営を行う。

前年度までの反省をいかした式典、行事の運営を行う。また、次年度に向けて資料の整理
を行う。

各分掌、学年との連絡調整を密に取る。式典、行事ごとの実施要項を早めに提示し、周知
徹底を図る。

時制・日程・考査の時間割などを生徒・教員の実情に合わせて弾力的に設定する。

教育相談の組織体制を確立し、全職員が生徒に寄り添う指導を心掛けて諸課題に対応す
る。

交通安全教室や登校指導を実施し、生徒が主体的に交通マナーを守ることで、自転車事
故の減少を図る。

生徒指導課・管理職・全職員の情報共有をスムーズに行い、問題行動の未然防止と早期
対応に努める。

生徒会・ＰＴＡと協議しながら校則の見直しを進め、全職員が共通認識のもと生徒指導にあ
たる。

給湯室衛生管理当番制の継続、冷蔵庫の整理を長期休業中前ごとに行う。



新入生オリエンテーションやＢＥＡＵＴＹ ＷＥＥＫなど、美化局を中心に、掃除に取り組む姿
勢の育成に努める。

生徒の進路意識向上に対
するサポート体制の充実

「進路の手引き」を早期に完成し、模試の事前指導の充実を図るなど、年間を通して活用
する。

ＡＣＥクラブ等の学習会を実施し、早期に難関大学を目指す意識と学力を身につけさせる。

保健環境課

進路指導課

生徒の安全を確保

掲示・放送等を活用し、新型コロナウイルス感染症等、感染症の予防に努める。

生徒の健康状態を把握し、養護教諭と担任・副担任、学年主任、管理職との迅速な連絡お
よび情報共有を図り、適切に対処する。

生徒の健康課題を支援するために必要な情報を共有し、校内や家庭との連携を図りやす
い環境づくりに取り組む。

生徒が心身ともに健康で、
安心して学校生活を送るこ
とができるように支援

学校全体で「中央ＥＣＯプラ
ン」の定着と校内美化の推
進

九州大学他難関大１０名以
上、国公立大学計１３０名
以上の合格

３年間を通したキャリア教
育の充実

模試については全体的な分析だけでなく、生徒一人一人に焦点をあてた分析をおこなう。

１年次から３年次までを見据えて、各学年の「総合的な探究の時間」の内容を構築する。

大学進学課外に講座制を取り入れ、生徒の進路希望に応じた講座を開講する。

研修事業の計画的実施

校外研修や公開授業の案内を確実に行い、積極的に参加することを促し、学んだことを共
有できるようにする。（研究紀要の充実）

職員研修会については、昨年度アンケートで希望が多かった内容について職員研修を積
極的に取り入れ、日頃の教育活動に活かせるようにする。

１・２年次から、面談等を通して将来を見据えた志望校選択と志望理由について考えさせる
時間を設ける。

年３回の進路先検討会について、その時期に応じた内容を工夫する。

異文化理解・グローバル化対応として、ＡＭＳＡスクールとの交流、イングリッシュキャンプ、
イングリッシュシャワーなどをおこなう。

有事に際し、自分で考え行動できる力を育むことができるよう、効果的な防災訓練を実施
する。

校内の安全点検を定期的に実施し、職員全体の安全意識を高める。

前後期ともにワックスがけを行い、環境美化を推進することで感謝の心を育む。

掲示・放送等を活用し、ごみの削減・分別、リサイクル活動を徹底し、学校全体で環境への
意識向上を図る。

研修情報課

授業改善に向けた取り組
みの計画と推進

相互授業参観を推進し、フィードバック等による授業改善に取り組む。（様式の改善）

授業アンケートを教師側だけでなく、生徒にとっても振り返るチャンスになるように計画を進
める。

情報機器の管理および有
効活用できるよう計画・運
営

現在整備されている情報機器・ネットワーク環境やClassiの管理を徹底するとともに、職員
全員が利用しやすい環境を整える。

一人１台端末利用に向けて、その活用方法の情報を収集・提供し、端末を利用しやすい環
境を整備するとともに，生徒端末の管理方法を計画する。

FCチャンネルやオンライン機器の管理を徹底するとともに、その利用方法について職員へ
の周知徹底を図る。

１年

確かな学力の向上と論理
的思考の涵養

新学習指導要領の理念を理解し、充実した授業を実施する。

学習時間調査や面談を通して、学習習慣の定着を促す。

教科で学んだ知識を基に深く考え、社会の課題や問題に積極的に関わるとする姿勢を育
てる。

将来を見据えたキャリア教
育の実践

面談を通して、生徒の特性や個性を理解しようと努め、幅広い進路の知識を身につけさせ
る。

講座制課外を活用し、早い時期から効率的に学力をつけることができるように指導し、進
路実現につなげる。

外部資格の取得（在学中、英検2級全員取得目標）や校外の様々な講演会やセミナー等へ
の出席を推奨し、進路実現の礎とする。

規律を遵守し、自らを律することができる強い意志を培う。

行事や部活動、ホームルーム活動を通じて、アイデンティティーを確立し、他者を認め、共
に助け合う姿勢を育てる。

清掃を徹底し、身の回りや学校内外を整える。

基本的生活習慣の確立と
他者を尊重し、多様性を認
め協働して学校生活を送る
生徒の育成



　・

内部統制により、財務規則等法令を遵守した適正な会計処理を行う。

県民に信頼される教育行
政の推進

　・
　・
　・
　・

評価項目以外のものに関する意見

保護者等外部に対して、丁寧かつ的確な情報を発信する。

各分掌と密に情報を共有し、学校教育目標の実現を図る。

生徒のニーズに応える、効果的な予算編成・執行を行い、良好な教育環境を整える。

授業で学力をつけようとする態度、分からないところを質問する態度、課題提出を守る態度
を養成し、考査前の補講を最小限まで縮小する。

模試偏差値60～65の層以上50名を目指す。また推薦入試を視野に入れ、校外での研修に
参加させながら、国公立難関校受験可能な上位層を増やす。

教室の掃除や荷物の整理整頓に力を入れさせて、落ち着いた環境を作る。

初心に返って「静止礼」や「校門一礼」など本校の伝統的な礼節の凡事徹底を図る。

昨年度からの課題である安易な遅刻・欠席を減らすために、生徒一人に複数の教員で声
掛けを行い、粘り強く指導する。

学校経営への参画

学年団で生徒の情報や入試制度の情報を共有し、協力して進路指導にあたる。国公立大
学130名、うち難関大学10名以上の合格を目指す。

二者面談においては、進路・学習面だけでなく悩みや不安の解消にも留意し、学期に２回
以上行う。また、必要に応じて担任以外も面談を行う体制を構築する。

課外や休日学習会の参加を奨励し、学校を軸とした受験勉強の型を作る。

成人として必要な礼節と社
会性の育成

自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策

学校徴収金・指定物品等の見直しにより、保護者の負担軽減を図る。

事務

３年

進路実現に向けて粘り強く
努力し、挑戦できる集団の
育成

最上級生としての自己の
役割の自覚とそれに基づく
行動力の育成

リーダーとしての意識を高め、74回生が創り上げた新たな体育大会を継承し、さらに発展さ
せる。

部活動や体育大会が終わった後も、リーダーとして継続して下級生を指導できるように促
す。

実用技能英語検定準2級取得200名、2級100名の取得を目指す。

中堅学年としての責任と心
身の健康保持

中堅学年として、リーダー・フォロアー両者を育成し、学校行事などで協働する態度を養わ
せる。

来春成年を控える生徒に対して、学年を挙げて指示過多の指導を控え、正当な批判力を
育成し、責任ある行動を求めてゆく。

二者面談・三者面談を計画的に実施し、カウンセリングマインドで生徒の困り感に対応する
能力を獲得する。

調べ学習やオープンキャンパス・イングリッシュキャンプ・国際交流事業などへの参加を通
じて2年終了時までに進路目標を固めさせる。

総合的な探究の時間を活用し、学問探究・修学旅行の準備と総括などキャリアに向けて主
体的に学習する機会を持たせる。

進路目標決定に向けての
多角的なアプローチ

２年

主体的学習態度のさらなる
向上

課題・小テストの適正化・家庭学習記録の継続を通じて、最低でも家庭学習２時間を確保
させる。


