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自己評価

令和　３　年度　　学校評価書　　　（計画段階・実施段階）

福岡県立大川樟風高等学校　（全日制）

A

学校関係者評価

次年度の主な課題

学　校　運　営　計　画　（４月）

A A

具　体　的　目　標

○段階を追ったキャリア教育の推進
○進路の手引きを活用した積極的な進路指導
○特別支援教育の充実のための方策
○生き生きとした授業や有意義な課外
○各学科・コースの特色ある活動の実施

○ICT機器を活用した授業の工夫改善
○ICT機器に対するスキルアップ
○確かな学力の育成を目指し、わかる授業の工夫改善

○生徒会を中心とした学校行事や生徒会活動の充実
○部活動の活性化及び中学校等の交流
○部活動参加率･資格検定合格率の増加

○人間としての在り方・生き方に係る道徳性の涵養
○いじめや差別のない人権教育の徹底
○安全に対する意識を高揚させ、校舎内外の環境整備
○「立ち止まり・一礼」運動による礼節指導の徹底
○端正な服装・頭髪指導による規範意識の確立
○保護者と学校が一体となった教育活動（校外指導等）の展開
○地域行事や活動へのボランティアとしての積極的な参加

昨年度の成果と課題

学校運営方針

具体的目標

ＩＣＴの積極的な利用を図りつつ主体的・
対話的で深い学びの推進及び、授業改
善や、基礎学力の定着と発展的な学習
につながる知識の理解、技能の習得

授業規律の確立

４　自分磨き
　（笑顔で挨拶、爽やかな清掃、ボラン
ティア活動）

　大川市唯一の高等学校として、「志学・創造・貢献」の校訓のもと、何事にも全力で取り組み、地域を支える有能な人材を育成
を目指し、地域に根ざし、地域を愛し、地域に愛される学校づくりを目指す。

具　体　的　方　策

ＩＣＴ活用を円滑に進めるため、電子黒板設置教室の予約を学校ポータル
で行う。

スタディサプリの活用の仕方について、キャリア教育課と連携しつつ授業
の充実に努める。

観点別評価等を活用し、生徒の実態に応じた公正な評価を行い、基礎学
力の向上につなげる。。

年　度　重　点　目　標

１　キャリア教育の更なる充実
　（進路の手引きの有効活用、着実な進
路実績、スタディサプリの有効利用）

２　ICT教育の推進
　（授業が変わる、授業が分かる、学力
アップへの道！）

３　魅力ある放課後づくり
　（部活動、資格検定取得）

[成果]
・コロナ渦であったが、各分掌や学年が協力
し、生徒の進路実現や部活動、資格取得等
実施していくことができた。
・タブレットの利用やZoomなど活用し、ICT化
を進めていくことができた。

[課題]
・職員生徒一丸となった生徒募集活動や情報
発信を行うとともに、他校種や地域との連携
を強化。（小中高大連携）
・３観点別評価（『知識・技能』『思考・判断・表
現』『主体的に学習に取り組む態度』）を実施
し、「確かな学力の定着・向上」に繋げられる
ような評価。
・部活動やボランティア活動等の諸活動を通
した自己肯定感の涵養。
・キャリアパスポートの活用とキャリア教育充
実のための適切な情報提供を実施。

　
　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）

A

A

　次年度も他の分掌と連携して、業務
を遂行していきたい。行事予定表は、
校務運営委員会で諮った後、前月２１
日までに配布するようにする。
　今年度は、マラソン大会では、カツサ
ンドとスポーツドリンクの配布をして頂
き、樟風を良くし隊では、参加人数をし
ぼり、イルミネーションの設置をするこ
とができた。コロナ禍の中、できること
を工夫しながらやっていきたい。

教務課・生徒指導課・キャリア教育課をはじめ、各部署と連携し、正確な
日程・情報を収集し、月ごとの行事・授業予定表を、余裕をもって配布す
る。

PTAとの連携を深め、本校の支援体制を充実させる。具体的には、マラソ
ン大会での炊き出しや、PTA新聞「くすのき」の発行等を行う。

A

教務

A

他分掌と連携して、学校行事における企画補助を行う。具体的には、図面
作成や掲示物等の作成・管理を行う。

A

他分掌との連携

行事予定作成のための的確な情報収集

PTAとの連携

企画調整

確かな学力の定着・向上のための家庭
学習時間の確保と学習習慣の確立

キャリア教育課、各教科、学年と連携し、家庭学習時間調査（各考査前）
を分析・活用することで、自ら学ぶ姿勢や学習習慣の醸成に努める。

３観点による観点別評価の基準を作成する。

統合型校務支援システムの円滑な運用に努め、先生方の教務関連の事
務処理の効率化を図る。

"chime to chime"を励行し、教員・生徒ともに授業を大切にする姿勢を育
成する。

観点別評価・教務規定の見直し

教務関連の事務効率化

３観点による観点別評価にあわせて、年間授業指導計画・教務規定を改
定する。

A

A

　ＩＣＴ活用については、昨年度から電
子黒板設置教室の予約は「学校ポータ
ル」（施設予約）で行うようにした。今年
度途中から各ＨＲ教室に電子黒板が
入ったので、今後は各ＨＲ教室での活
用が中心になっていくだろうが、分割
授業等で活用していく。
　次年度の１年生から３観点別評価
（『知識・技能』『思考・判断・表現』『主
体的に学習に取り組む態度』）となる。
「確かな学力の定着・向上」に繋げられ
るよう実施していく。
　また、３観点別評価の導入とともに、
令和４年度からの教務規定についても
見直しを行った。
　教務課の業務内容についても、現状
に合った内容であるか等見直しを行
い、改善していくようにする。

A

　次年度は新課程が始まるとお
聞きしている。教育内容の変更
や一層のICTの活用が求められ
るので、その点についてしっかり
と準備し、教育活動を行って欲し
い。

A

　新型コロナウイルス感染防止
のためPTAとの連携行事ができ
ていなかったが、来年度は様々
な面で連携事業を図っていき、
学校の活動状況等を保護者等
に見てもらう機会を設置し、実施
してもらいたい。
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A

A

A

A

A
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Ａ

Ａ

A

A

A

B

A

A

A

B

生徒の心と体の健康教育の充実を図るとともに健康管理に留意し指導へ
とつなげる。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗い、う
がいの徹底を図る。さらに、夏季については熱中症予防に努め、予防のた
めの啓発を行う。

生徒が抱える様々な健康問題を未然防止、早期発見し解決に努める。

生徒の実情に応じたキャリア教育計画を作成し、キャリア教育の具体化を
図ることで、生徒の第一希望進路を明確化させる。また、その実現のため
のガイドブックとして「進路の手引き｣やキャリアパスポートの活用や更なる
充実を図る。

Ａ

　「未来への一日」やインターンシップ
の代替行事等、コロナ禍にあっても工
夫をして、生徒の進路意識高揚を図る
ことができた。
　次年度は、①新たな取組とコロナ禍
で変化した現状を踏まえたキャリア教
育計画の作成、②生徒のキャリア形成
に繋がるキャリアパスポートの活用方
法の検討を課題とし、学年や他分掌と
協力しながら取り組んでいきたい。

「進路の手引き」や「進路だより」（年３回）及び各種講演会等を通して生徒
の進路実現に役立つ情報を精選して発信するとともに、教員向けの新た
な情報提供を行い、指導力の向上を図る。また、到達度テストや進路希望
に応じた模試を活用し、以後の指導に生かす。

課外授業や外部模試等のデータを集計・分析検証し、進路指導内容を生
徒の確かな学力向上や希望進路実現へ向けてより有益な形へ整理・改
善する。

本校生徒の活躍や学校生活の様子の
効果的な情報発信（リニューアルＨＰの
積極的活用）

弁論放送部と「樟風爽やか講話」、文化委員会とWeekly News Digest、図
書委員会と「朝の読書」を協力して実施する。

　HPの更新については業者委託の部
分が多いので、学校から更新できる部
分を増やす必要がある。インスタグラ
ムについては生徒を含めた組織で情
報発信していく。
　幅広い進路に対応していることをPR
するため、進路決定者のポスターを出
身中学校に配布する。
　「楽しく充実した学校生活を送ること
ができる。」「自分の希望する進路や夢
が実現できる。」など在校生からの声
を積極的に発信することに力を入れて
いくことで、保護者、兄弟、後輩へと広
がり、地域における本校のイメージアッ
プが期待できる。そのためには、生徒
が活動できる場面（行事）を設定する
必要がある。

中学校における高校説明会や進路学習では、本校の特長や魅力の説明
ばかりでなく、中学生にとって有為な情報（中学生としてやっておくべきこ
と、高校入試情報、高校生活とはなど）も提供していく。

本当の本校の雰囲気や様子、高校生活満足度などを伝えるのは「本校生
の生の声」と考え、在校生からの情報を収集し中学校訪問に活用すると
同時に、在校生自身が各自の出身中学校に訪問して本校をＰＲする。

３年間を通した体系的なキャリア教育の
推進

有益な進路情報の収集と発信・活用

教育実習を計画的にすすめ、実習生の人間形成と教師としての資質向上
につながるように担当教員で協力しながら指導する。

キャリア研修

進路指導内容の整理・改善

教職員の資質向上のため、今日的教育課題や本校の実態に即した職員
研修の実施と専門研修等の研修機会を随時提供する。

キャリア育成部や生徒募集部等と連携を図り、職員への進路実現を根底
に置いた生徒指導意識の共有と中学生へのアピールポイントとして活用
できるようにする。コミュニケーション能力の向上を目指し、相手に応じて
敬語を正しく使う指導を徹底する。樟あっぷ運動をより充実した形で継続
し、全職員での身なり指導を展開する。挨拶の意義を様々な学校生活の
場面で理解させ、生徒の自発的な挨拶をさらに充実させていく。交通安全
教室などの充実を図り、生徒会活動などから生徒たちの主体的な呼びか
けを行わせるよう指導していく。

A

　学校生活全般において、異例の状況
でも落ち着いて生活を送ることができ
ている。学年や分掌などが組織的に動
くことができたことが、大きな要因と考
える。また、HPやインスタグラムなどで
の学校の情報発信をさらに効果が出
るよう活用していく必要がある。
　今後校則の見直しを行い、さらに充
実した学校生活が送れるようにしてい
きたい。　　　　生徒会も主体的に活動
ができている部分が多く、さらなる挑戦
を行っていきたい。
　部活動やボランティア活動などの対
外的な行事を、来年度は積極的に実
施できればと思う。改めて、学習活動
以外の学校での活動の重要性を確認
できた１年間であった。

学校行事や部活動などの活動を、生徒会などを中心とした生徒主導で実
施させる機会を増やしていく。新型コロナウイルス感染症防止のため外部
への発信は、ＨＰやインスタグラムを活用し、学校のよいＰＲの場面となる
よう更なる充実を図る。また、考査前期間の登校時間帯を利用した交通委
員会による登校時の駐輪指導を通じ施錠の徹底などの指導を行なう。

部活動の活性化のため顧問を複数人制で組織することにより、毎日の部
活動に顧問が指導できるようにする。生徒会･各種委員会･部活動の活性
化を図るための検討委員会を作り、校外へのアピール活動を検討し実施
していく。

 　コロナ禍の中、さまざまな方のご協
力の下、必要とされる研修・行事をほ
ぼ遂行することができた。次年度はこ
のコロナ禍がどのような状況なるか不
明であるが、今年度よりも充実した研
修・行事ができるように努めたい。ま
た、１名の教育実習生を受け入れる予
定であるが、、きちんと実施できるよう
に臨機応変にに対応していきたい.。
　職員研修の実施については時期・日
程など検討・改善していきたい。

「新課程を踏まえた各教科の取り組みについて」各教科で立て、「授業が
変わる。授業が分かる。学力アップへの道！」へとつながるように授業改
善を推進する。

「新課程を踏まえた各教科の取り組みについて」各教科で立て、その取り
組みについて授業アンケート・授業参観週間を活用し、課題を発見し授業
改善へとつながるように推進する。

　新型コロナウイルスの流行により、す
べての活動が自粛された状態だった。
校内においては、感染症の拡散を抑え
込んでおり、ほとんど被害は出ていな
い。ある程度マスク、三密の徹底がな
されていたと評価する。このこともあ
り、体調不良やインフルエンザなど主
だったものはコロナ対策の産物と言え
る。コロナ禍にあって改めてマスクと手
洗いの必要性を感じる。来年度もこの
経験を活かす。

生徒募集

A

保健指導

学校全体の活動を通じて美化活動に積
極的に取り組み、生徒の環境美化に対
する意識の向上を図る。

心身ともにバランスの取れた生徒を育成
するために体と心の健康に留意した生
活習慣とその方法について指導し、健康
管理能力の向上を図る。

教育相談活動の充実、様々な問題の未
然防止、早期発見に努め、支援、解決を
図る。

A

Ａ

A

生徒主導による各部活動の推進や生徒
会を中核とした各種委員会などを活性化
し、積極的で活気ある活動を展開する。

リニューアルされたＨＰやインスタグラムを活用して、本校生徒の進路実績
や資格取得状況、学校生活の様子、学校行事などを定期的あるいは随時
情報発信する。

A

キャリア教育

A

A

校内研修の計画的な実施と内容の充
実・専門研修等の研修機会の推進

人としての生き方を考え、豊かな心を育
む「樟風の10分間」の推進

ICTを活用した研究授業とAL(アクティブ
ラーニング）を推進した研究授業の計
画・実施

授業アンケート・授業参観週間での授業
評価の実施と各教科の課題解決の推進

実習生の人間形成と教師の資質向上を
目指した教育実習の実施と担当者の指
導力向上の推進

中学生に対する本校の特長・魅力の説
明と有為な情報の提供

在校生からの情報や生徒の諸活動を活
用した生徒募集

校内外の美化活動を徹底する。美化意識についても、感染症拡大につな
がる恐れがあることを理解し、美化活動に努める。

A

生徒指導

キャリア育成部や各学年等との連携を
図り、進路実現を根底に置いた指導を徹
底する。立止り一礼挨拶を徹底する。
（相手を思いやった挨拶、心のこもった
挨拶を目指す。）校内外における徹底し
た身なり指導を全職員で行う。交通マ
ナーの向上を図り、自他の生命の尊重
ができる態度の育成を図る。

生徒主体型の学校行事を充実させ、樟
風の特色や生徒の良さを地域に明確に
アピールできるものを全生徒・職員の協
力のもと創り出す。

A

　多く学校行事が、新型コロナウ
イルス感染防止のため、内容変
更等で対応してもらっているが、
ぜひ次年度はより多くの学校行
事を実施していただき、生徒一
人ひとりが輝く場面を作り、達成
感等を感じられる取り組みを実
施してもらいたい。また、規範意
識の醸成もお願いしたい。

A

　健康管理については、次年度
も継続して実施して欲しい。特に
基本的な健康管理の徹底をお願
いし、校内でクラスターが発生し
ないようお願いしたい。

A

　幅広い進路に対して指導して
いただき満足している。就職につ
いては、１０年間連続して１００％
を達成しておられるので、今後も
続けて欲しい。

A

　先生方の一人ひとりが研鑽に
努め、教育活動を実施してもらい
たい。

A

　次年度は早期から生徒募集に
力を入れ様々な面で学校の特色
的な内容を、中学校だけでなく地
域の方々にも積極的な広報活動
をし、地域へのアプローチも行っ
ていただきたい。
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１学年

様々な物事を主体的に思考する姿勢を身に付けさせ、物事を論理的に表
現する機会を設ける。

キャリア教育課との連携を深め、３年間を見通した計画的な進路学習を行
うことで、進路意識の向上を図る。

成績不振者に対する補講等を計画的に実施する。

集会時に最後まで顔を上げて話を聞く姿勢を養う。

頭髪服装規定等の校則が持つ意義を理解させ、身を律する態度に繋げさ
せる。

主体性の確立と基礎学力の定着

規範意識と協調性の確立

ＩＣＴ利活用のための、環境整備を実施
する。

教務企画部及びキャリア教育部と連携し、遅刻・欠席をしない意識と態度
を育てる。

朝読書を通じて、学習への集中力を養うとともに、他者への配慮の意識を
高める。

基本的生活習慣および規範意識の確立

授業規律の確立

基礎学力の充実

教育の情報化
推進

ＩＣＴ利活用の推進を行い、学校全体の
学力向上を図る。

ＩＣＴ教育に関する情報の発信、研修や
サポートを行うことにより職員のスキル
アップを目指す。

進路意識の育成

A

昨年度から順次導入され、本年度から
本格始動したクロムブックを全職員・全
生徒に最低一度は使用する機会を提
供することができた。しかし、ただの調
べるための機械としての利用にとど
まっていることが多いため、年度末に
はクラスルームの作成を最低１クラス
依頼し、各教科でのオンライン授業や
課題の提出・即時採点などの機能を活
用できるように、研修等を充実させて
いきたい。

研修課と協力して、各教科で年に１回はICTを活用した研究授業を行う。

ICTや特別教室等の利用環境の整備を行う。

身だしなみや挨拶の励行を、３年後の社会人としてのあるべき姿の完成
形の基礎作りとして生徒自身が意識するよう指導する。

　コロナ渦ではあったが、１月の
修学旅行を無事終えたことは、と
ても有意義であったと思ってい
る。来年度は最高学年として学
校全体をリードし、多くの学校行
事を実施してもらいたい。そし
て、進路を実現するために様々
な指導をお願いしたい。

授業の開始・終了を遵守し、挨拶をきちんと行うことでけじめのある授業を
行う。

学習環境を整える。定時制との共有教室であることを意識させ、終礼後は
机の上や中に物を置かせない。

クラスや生徒個々の学習面の実態を鑑み、授業を通じた基礎・基本の習
得及びわかる授業のための工夫を心掛ける。

成績不振者に対する補講等を計画的に実施する。

集会時に最後まで顔を上げて話を聞く姿勢を養う。

進路意識の育成

B
清掃活動を徹底することで、学ぶ環境、共有する環境をつくり、他者を思
いやる気持ちを涵養する。

養護教諭、SSW、SC及び保護者との連携を密にし、生徒一人ひとりの情
報を共有し、課題の解決を図る。

教育の情報化推進部が中心となってICTを活用した「主体的・対話的な深
い学びの研究・実践を行い、全職員に拡げる」

出席常を意識し、安易な遅刻、欠席をしない意識と態度を育てるとともに、
手帳を活用し、記録することで、実行に移す自己管理能力を育てる。

それぞれの進路に応じた学力補充を行うとともに、積極的に参加する。

様々な物事を主体的に思考する姿勢を身に付けさせ、物事を論理的に表
現する機会を設ける。

A

A

B

教科担当者と担任が情報交換を密にし、粘り強く指導しながら課題の提
出を徹底する。

A

A

平素の授業を規律と活気あるものとし、学力の向上に努め、成績不振者
に対する個別指導や補講等を計画的に実施する。

教室の整理整頓および清掃の充実を通して、学習環境を整える。

学校行事や部活動への積極的な参加を促し、学校生活に達成感や充実
感を感じることができるようにする。

２学年

A

A

A

A

学校行事や部活動への積極的な参加を促し、学校生活に達成感や充実
感を感じることができるようにする。

挨拶の励行を通じて、他者との関わりやマナー意識を向上させ、より豊か
な学校生活に繋げていく。

キャリア教育課と連携し、２年間を見通した計画的な取り組みを行うこと
で、進路意識の向上を図る。

学年通信や進路便りを活用し、保護者との情報共有を図る。

ＨＲ活動や学年集会を活用し、進学・就職の推薦規定や合格、採用条件
について　理解させる。

授業や学校行事で協働活動を取り入れる中で、協調性を涵養する。

　新しい環境の中で学校生活に慣れな
い生徒も多かったが、養護教諭やＳＣ
との関わりを多く持ち、情報共有がで
きた。
　新型コロナウイルス感染症の影響で
制限されることが多かったが、授業や
スタディサプリ等を活用して学習に取り
組むことができた。
　総合的な探究の時間や進路学習、
主権者教育、学習時間調査などにお
いて、chromebookやスマートフォンを
活用することができた。
　学校行事が行えない状況で、リー
ダーの育成ができなかったことが課題
である。
　来年度は生徒の進路希望に沿って
コース選択をしている。目標を立てて、
それぞれの希望を実現するための努
力するよう教員間で協力して指導して
いきたい。

　１年間、先生方には各分掌、教科な
どそれぞれの立場において、責任を
もってその業務にあたっていただき、２
学年生徒は、充実した環境の中で教
育を受けることができたと考える。その
成果として、大きな問題行動もなく、３
年生に向けた着実な準備が図れ、学
年訓を達成できたと考える。
　次年度の課題としては、入学してか
ら経験をすることのなかった本校での
体育大会の企画・運営を実行委員が
中心となり行うとともに最上級生として
下級生を引っ張ることで体育大会を成
功に導くことである。それを達成するた
め、生徒の減少傾向を考慮し、従来の
企画・運営方法にとらわれることなく、
これからの体育大会の方向性を示す
ことを目標とする。その後は、希望進
路の実現が課題となる。学年全体とし
ては、模擬試験の学力層（GTZ）をC
ゾーンに引き上げることを目標とする。
そのために、課外の欠席者をゼロを目
指し、教科指導に努める。

A

　社会でもこれから一層のICT化
が進むことが考えられるので、先
生方のスキルアップや環境の充
実を図っていって欲しい。

A

　学校行事の実施が少ないこと
で、他学年とのつながりが心配
である。来年度は中核の学年と
して、生徒一人ひとりに対応して
育てていって欲しい。また、次年
度の修学旅行を本年度同様、ぜ
ひ実施してもらいたい。

A
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A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

A

A

A

　本年度は、コロナ禍の影響により、や
むを得ず資格試験日の変更があった
り、インターンシップも中止となった。こ
の点は次年度も心配な面があるが、資
格取得やものづくりなどの作品製作の
充実を図り、より高いレベルの技能・技
術を習得させていきたい。また、地元
企業と連携・協力してインターンシップ
や組子実習、家具製作実習等をより充
実させていきたい。

校外模試等を有効に活用し、学習意欲と学力の向上に繋げる。

個人面談による進路相談や面接指導、作文（小論文）指導等を計画的に
実施する。

総合的な探究の時間やＨＲ活動等を通して、健全な職業観の育成を図
る。

社会人に相応しい服装やマナー指導を徹底し、コミュニケーション能力の
育成を図る。

学校行事を中心となり企画・運営し、その都度の目標設定とその実現に
向けて全生徒が真摯な態度で取り組み成就感を味わい協調性を身に付
ける。

部活動を最後までやり抜くことで協調性や忍耐力を身に付ける。

授業やHRなどでグループ学習を取り入れたり、面接指導を行う中で、コ
ミュニケーション能力を養い、他の意見を傾聴し思考する契機とできる力
を身に付ける。

A

授業や課外、放課後の学習会等を活用して、検定合格率を上げる。

専門性への目的意識を持たせ、実社会に通用する資格を導入し、より多く
の合格者を目指す。また、より多くの生徒が専門性を生かした進路を考え
ることに力を入れる。

学年・教科との連携を密にし、生徒の実態を正確に把握し、効果的な取り
組みを行う。

HRや学年集会を利用し、自己分析やキャリア開発を行い将来の在り方を
考える。

学習習慣の確立と基礎学力の定着を図
る。

早い段階から進路意識の高揚を図る。

希望進路実現のため、資格取得を奨励
する。

学系選択にあたっては、早期に説明会を開催し、生徒・保護者が希望進
路や適性に応じて選択できる期間を保障する。

委員会活動や各クラスの係の仕事などを主体的に取り組む、その責務を
果たす。

実社会で求められる主体性、協調性の
育成

２年次以降の学系の特色について生徒
や保護者に十分に周知し、生徒の希望
進路や適性に応じて選択できるよう指導
を行う。

ものづくりのマイスター実習制度を積極的に取り入れ、ものづくりへの興
味・関心を喚起し、より実践的な実習を行い、ものづくりを通しての人づくり
を目指していく。

産学官連携産業人材育成事業を通して、各専門教科への興味・関心や進
路意識を深め、より高い専門意識を持たせる。

遅刻や欠席については個々の状況に応じたきめ細かい指導や説諭を行う
ことで生活習慣が乱れないようにする。

授業や集会時に話を聞く姿勢を保ち、内容を理解し自己啓発に繋げる。

平素の授業や課外において、多岐に渡る進路に合わせた内容を学び、進
路実現を成し得る力を身に付ける。

学科学系別集会で利用できる資料の作成と保存を行い、系統的な取り組
みを行う。

担任会や学年会などを利用すると同時に、各教科担当にも協力を仰ぎ、
情報交換を密にして成績向上のための指導に繫げる。

各教科と連携し、学習意欲と学力の向上に繋げるための資格取得を奨励
する。

各学科における資格取得を各科で奨励し、より高次の取得に向けて授業
や補講などで対策をとり、その資格取得を目指す。

個人面談を適宜行い、生徒の希望と能力を常に把握し、より個々に対応
した指導助言を行う。

社会人としての在り方を常に意識して、主体的に身だしなみを整える。

校内での立ち止まり一礼や授業時の挨拶を励行する。

進路実現に要する学力の育成
外部の模擬試験を指針として、志望する大学入学試験の合格ラインを越
えられる学力を身に付ける。

生涯を逞しく生きるための自己教育力と
忍耐力の育成

A

A３学年 A

普通科

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

専門教科（実習等）を通した「ものづくり
実習」の充実

産学官連携事業の更なる推進と専門性
への目的意識を高め、将来の進路選択
の一つとする。

積極的な資格試験の受験と実用的な資
格試験の導入を行う。

A A
住環境システ
ム科

　最終学年ということ意識しながら、進
路決定を最大の目標として足並みをそ
ろえて一年間過ごすことができた。出
口指導のみならず、社会人としてのあ
り方と生き方を自ら考え、困難に負け
ない強さをもった自立した大人になる
ために「克己」という学年目標のもと、
生徒・教員が一丸となってこの一年間
を乗り切れたのはよかった。資格関係
では、介護職員初任者研修終了１２
名、日本情報処理検定協会検定委員
長賞（４種目以上１級合格）２名、工業
系資格ジュニアマイスターゴールド３
名、シルバー７名、ブロンズ５名、英語
検定準２級８名、２級３名と、充分な成
果が得られた。進路関係では、就職・
進学ともに生徒各々が目指す志望先
に向けて奮闘し、こちらも充分な成果
が得られた。
　コロナ禍で体育大会が中止になるな
ど、制限がかかることも多かったなか
で、今できることを逆算して判断し、柔
軟に対応する知恵とスキルと身につけ
られた。最後の１年間でしっかり決め
た進路先での健闘を期待したい。

　新型コロナウィルスの影響で、「未来
への一日｣の日程が延期され、実施時
期がずれたが、総合的な探求の時間
を活用し、早期に説明会を実施し、生
徒・保護者の希望進路に応じた選択を
促すことができた。学習習慣の確立や
基礎学力の定着に関しては、各学年・
教科の連携もスムーズで、効果的な取
り組みが行われた。模擬試験対策や
結果振り返りなども各授業やＨＲ等の
中で丁寧になされ、生徒の学力向上に
役だった。早い段階からの進路意識の
高揚に関しては、総合的な探求の時間
やＨＲ等を使い、面接指導、作文（小論
文）指導、服装マナー指導が行われ
た。はぼ目標は達成されたと考える
が、作文（小論文）に関しては、早い段
階からの組織的な指導計画が必要な
のではないかと感じた。次年度は、
キャリア教育課、教科、学年との連携
を密にしながら改善していきたい。資
格取得に関しては、コロナ禍において
も、取り組みが、熱心に実施された。

　本年度も就職率１００％と大学
等への進学など、生徒の進路を
実現していただき感謝している。
卒業後も生徒たちへのフォロー
等をお願いしたい。

A

　多様な進路に応じた教育活動
を実践していただき、感謝してい
る。今後も継続していただきた
い。

A

　インターンシップが中止となっ
ているようだが、来年度はぜひ
実施してもらい、学校だけでな
く、いわゆる現場での実践的な
活動をより多く実施してもらい、
専門性を磨いてほしい。
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A

A

A

A

A

Ｂ

Ｂ

Ｂ

評価項目以外のものに関する意見

　進学の志高く、主体的に思考し学ぶ
ことを課の目標としてきた。文理科とし
ては、高校卒業後の自らの人生を見
据え、その実現のための進学先選び
と、その目標に近付くための主体的で
具体的な取り組みを、キャリア教育課
や各教科担当と連携しながら指導する
ことができた。授業や外部模試、また
大学入試に対応したきめ細かい個別
指導を行い成果を得られた。次年度も
文理科として、新たな学びに対する取
り組みや、変化する社会情勢に相応す
る進学先での学びの基礎作りとなるよ
うな指導を行いたい。

将来のビジョンを描き、大学で学びたいことを自己探求する機会を作り、
具体的な目標設定と、実現するための取り組みを主体的に考え実践す
る。

B

教育重点目標を意識した、効果的な予算編成・執行を行う。

　・多くの学校行事がコロナ禍で中止や変更を余儀なくされているが、感染対策を徹底したうえで実施し、生徒の自己肯定感や自己有用感を育んでいく。

　備品の入手が著しく困難な場合が
あった。世界的な半導体の不足や物
流の停滞が原因であったが、必要なも
のを必要な時までに入手できるよう努
力する必要がある。

課題の確認、小テストの内容や定期的な面談により、指導助言を行うこと
で学習習慣の定着化を図る。

　・新教育課程に対応した指導内容と観点別評価を検証しながら実践していく。
　・教員の自己研鑽を推奨し、教育の質の向上に努め、生徒の進路実現を学校が一体となり進めていく。
　・同窓会やPTAと連携した取り組みを進めていく。特に来年度は創立２０周年を迎えるにあたっての行事が開催されるため、密に図っていく。
　・来年度の具体的方策等に数値目標を設定し、その目標設定に対して評価を行い、次年度の課題解決策へとつなげいく。

生徒、保護者及び来客への対応や電話応対を丁寧かつ的確に行う。

B

A

自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策

学習方法を各教科においてチェックしながら、正しい学習方法を身に付け
る。また、スタディサプリを有効に活用しながら、個に応じた主体的な学び
に繫げられるように基礎作りを行う。

授業や課外、その他教育活動全般で「思考力」「判断力」「表現力」を涵養
し、一般選抜でも課される記述力対策の機会を充実させる。

担任からの情報発信や模試分析などにより、キャリア教育課、教科担当、
担任で情報を共有し効果のある学習支援を行う。

各分掌との情報共有を推進し、教育重点目標を達成するための事務処理
を行う。

学習習慣の確立

希望職種に基づく大学進学の意義の理
解

基礎学力の定着と応用力の養成

大学入学共通テストに対応する指導の
充実

進学意識の喚起と実現に向けた指導体
制の構築

文理科

事務室運営
教育重点目標達成のための事務室業務
の推進

A A

　将来の自分の姿を考え、そこに
向けた進学指導をしていただき
感謝している。来年度の文理科
は１クラスになるが、２年次より
の普通科に文理コースがあるよ
うなので、ぜひそのノウハウを先
生方で共有し生徒の夢実現につ
なげて欲しい。

A

今後も適切な処理をお願いした
い。
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