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様式３

評　　　価 評　価
（総　　合） (総　合)

評価項目 項目ごとの評価 学校関係者評価委員会からの意見

総合文科コース

教　務

HPの更新を活発に行う。

生徒指導

学校関係者評価

　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

ボランティアや社会活動に積極的に参加させ、社会貢献の意識を高揚させる。

成年年齢引き下げを見据え、社会人としての自覚と責任感を持たせるよう指導する。

社会規範を守らせるとともに、いじめ撲滅のための判
断力や実践力を身に付けさせ、自他の生命を尊重する
態度を養う。

外部講師による講演会を開催し、スマートフォンやＳＮＳの正しい使用を促す。

交通ルールを遵守させるとともに、日常生活におけるマナー教育を徹底する。

部活動を活性化させ、全国大会・九州大会に出場する部を増やす。

広報情報

学校への帰属意識を高め、自他を認め合う共感的な人間関係や、人権尊重の精
神・自律心・配慮の精神を育て、いじめ撲滅に資するとともに「豊かな人間
性」を養う。

○教科指導や学校行事及び部活動等すべての教育活動をとおして、配慮の精神等「豊かな人間性」を養う。
○清掃活動やボランティア活動を通して望ましい勤労観や職業観を育成する。
○教育相談や面談等、すべての教育活動の中で望ましい人間関係力を育て学校への帰属意識を高める。

ＳＳＨ事業の推進・キャリア教育の充実・学びの成果を活用した社会貢献活動
の実施により、「高い志」と「確かな価値観に立脚したグローバルリーダー
（世界的な視野を持ったリーダー）としての資質」を育成する。

○「STL総合」を全学年で行う指導体制を確立し、生徒の意欲向上につなげ、課題研究を発展させる。
○専門家や同窓生等外部人材を活用して多角的に指導にあたり、課題研究やキャリア教育の充実を図る。
〇職業観育成講座や大学セミナーなどのあらゆる機会を通して、生徒の「高い志」の育成に務め、自らの進路を切り拓く
ことのできる積極的な生徒を育成する。

複数人体制で業務を行う。

校務支援システムの調整を行い、成績処理等の作業の簡素化・迅速化を行う。

定期考査問題作成上の留意事項の共通認識を図り、定期考査の質を高める。

具 体 的 目 標 具　　体　　的　　方　　策 評価（3月） 次年度の主な課題

庶  務 保護者会・同窓会と連携し、各種行事を実施する。

    ＳＳＨ
（スーパーサイエン
スハイスクール事業)

各事業内容を充実、活動の推進を通して、確かな学力
や豊かな人間性を身に付け、グローバルな視野を持っ
た科学技術系人材の育成を目指す。

教務課、図書研修課、学ばせ方改革委員会と連携し、深い学びにつながる授業改善の研究開発に取り組む。

自己評価

令和３年度　学校評価書　（計画段階・実施段階）

学　　校　　運　　営　　計　　画　　（ ４ 月 ）
学校運営方針

　「克己・盡力・楽天」の校訓に基づき、「楽天」の域に達する生徒育成を全ての指導の基本とし、『確かな学力』、『豊かな人間性』を高める主体的な学びを通して、『高い志』を持つグローバル
リーダーを育成する。

昨年度の成果と課題 年　度　重　点　目　標 具　 体　 的　 目　 標

主体的に課題を発見し、自立的に解決できることを可能にする「思考力」・
「判断力」・「表現力」を育成するため、全教科における教科マネジメントの
充実、全教育活動における探究型学習の展開、及びＳＳＨ（スーパーサイエン
スハイスクール）事業の推進を図る。

○教科で設定した到達目標に基づき授業や考査等を実施し、PDCAサイクルにより定期的に評価する。
〇教科マネジメント力を充実させ、定期考査・校内模試等の質の向上を図る。
〇課題研究や部活動の研究成果を積極的に公開して、外部評価を受け、ＳＳＨ事業の推進を図る。
○学校行事や部活動等をとおして思考力・判断力・表現力・良質なコミュニケーション能力を育成する。

社会から信頼される開かれた学校を目指し、地域との連携を図るとともに、本
校の教育活動及び取組状況を地域に発信する。

○生徒及び保護者のニーズに応える教育実践で、より満足度の高い学校を目指す。
○ホームページをとおして学校行事での生徒の不断の努力やリーダー性を、また、公開授業をとおして教員の高い授業力
等を保護者や地域に積極的に発信し、信頼される明善高校をつくりあげる。

　ＳＳＨ事業第２期四年次の取組を中心として、全
科全学年で課題研究に取り組ませた。その結果、主
体的に学習に臨む意欲や姿勢が見られ一定の成果が
あった。一方、本校教育活動の根幹である授業の質
の向上については、授業デザイン研究として改善に
努めたが、授業における「問い」の工夫や、「評
価」について課題が残った。教科全体での取組等に
改善が必要である。
　本年度は、SSH第２期最終年次として５年間の成
果をまとめるとともに、課題研究の質の向上を図り
たい。
　また、前年度に引き続き授業デザイン研究を推進
し、授業改善や定期考査及び校内模試等校内実力試
験の質の向上に取り組む。また、令和４年度からの
新学習指導要領に向けて教育課程の編成及び観点別
評価について検討を重ね、丁寧に作成していく。

「基礎的・基本的な知識及び技能」の確実な習得と質の高い授業や評価の創造
を目指し、「確かな学力」の育成と「深い学び」を実現する。

○教科の到達目標を設定し、目標実現のために必要な指導内容を教科内で検討し、生徒の学力向上に繋げる。
〇授業改善に係る課題を教職員が各自設定し、研究・検証することで、生徒の「深い学び」に導く質の高い授業の創造を
目指す。

福岡県立　明善　高等学校（全日制課程）

時間割管理・成績処理業務、入試業務等を正確かつ円
滑に行う。

定期考査や評価を含む授業の質の向上に全職員で取り
組み、生徒の確かな学力の育成につなげる。

次期学習指導要領に向けて、確かな学力の育成につな
がる教育課程等を完成させる。

Ⅱ期目の研究成果を広く発信し、普及に努める。

ＳＴＬ教科の教材開発を更に推進させ、評価方法を確立させる。

高い志・探求意欲を持った生徒の育成のための行事、
研修の充実を図る。

校外研修を通して、最先端技術や大学での研究内容に触れることで、目標を明確にし高い志をもつ生徒を育成する。

各種コンクールへの参加を促し、高いレベルに挑戦する機会を設け、学習意欲の向上に繋げる。

オープンキャンパスへの自主的な参加を促し、大学の様子や研究内容を知ることで、目的意識をはっきりさせる。

行事毎に記録を残し、改善点を明確にして次につなげる。

学校案内，広報紙「楽天」を作成する。

他の分掌と協力して、生徒主体の中学生進路相談事業と中学生体験入学を成功させる。

各種機器を適正に管理し、新しい機器については使用法に関する研修会を実施する。

中学校や地域社会に本校の教育活動を発信すると同時
に、生徒のプレゼン能力を高める機会とする。

教育機器の適切な管理と運用を行う。

早めに計画・立案することで、事前準備を徹底し、式
典や各種行事を円滑に実施する。

式典係、保健体育科、学年、各分掌、事務室と連携を密にする。

理数科

確かな学力を高めるための授業・学習の充実を図る。

SSHと連携して、特別授業や教科横断型の授業を計画し、深い学びを実現する。

学習内容をどのように活用できるのか自ら考え、試行錯誤する経験を積み、確かな学力を高める。

正副担任、教科担任間の情報交換を密に行い、きめ細かい指導と質の高い授業を目指していく。

総合文科コースの魅力を実感できる行事を実施する。

各行事を通じて総合文科コースの縦のつながりを意識させる。

地域を知り、視野を広げ、国際理解を促す行事を計画的に実施する。

広報誌やHPでのコース紹介、中学生へのプレゼンテーションを充実させる。

英語課題研究の指導計画を充実させる。

教科横断的な内容を盛り込み、研究内容を深める。

ノウハウを共有し、プレゼンテーション能力を高める。

コンテストへの応募など、学校内外での発表の機会を確保する。

学校生活における基礎・基本を徹底させるとともに豊
かな人間性と社会性を身につけ、主体的に行動し、社
会に貢献できる生徒を育成する。

「評価」をテーマとした授業改善を行い、公開授業、協議会を実施する。

次期学習指導要領における教育課程を各教科と協力しながら検討、完成させる。

本校における観点別評価を２学期に施行し、次年度に備える。

理数科、科学系部活動の研究内容がより高度化するような指導体制を構築し、その成果を発信させる。

ホームページの内容を分かりやすく整理し、有効に活用する。

課題研究と通常の教科・科目授業を連携させ、研究内容の質を向上させる。

探究活動の成果が主体性等評価に表れ、総合型選抜や学校推薦型選抜に対応できるように指導を行う。

生徒会活動をさらに活性化させ、学校行事や校外活動の充実を図る。
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様式３

評　　　価 評　価
（総　　合） (総　合)

評価項目 項目ごとの評価 学校関係者評価委員会からの意見

学校関係者評価

　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

学校への帰属意識を高め、自他を認め合う共感的な人間関係や、人権尊重の精
神・自律心・配慮の精神を育て、いじめ撲滅に資するとともに「豊かな人間
性」を養う。

○教科指導や学校行事及び部活動等すべての教育活動をとおして、配慮の精神等「豊かな人間性」を養う。
○清掃活動やボランティア活動を通して望ましい勤労観や職業観を育成する。
○教育相談や面談等、すべての教育活動の中で望ましい人間関係力を育て学校への帰属意識を高める。

ＳＳＨ事業の推進・キャリア教育の充実・学びの成果を活用した社会貢献活動
の実施により、「高い志」と「確かな価値観に立脚したグローバルリーダー
（世界的な視野を持ったリーダー）としての資質」を育成する。

○「STL総合」を全学年で行う指導体制を確立し、生徒の意欲向上につなげ、課題研究を発展させる。
○専門家や同窓生等外部人材を活用して多角的に指導にあたり、課題研究やキャリア教育の充実を図る。
〇職業観育成講座や大学セミナーなどのあらゆる機会を通して、生徒の「高い志」の育成に務め、自らの進路を切り拓く
ことのできる積極的な生徒を育成する。

具 体 的 目 標 具　　体　　的　　方　　策 評価（3月） 次年度の主な課題

自己評価

令和３年度　学校評価書　（計画段階・実施段階）

学　　校　　運　　営　　計　　画　　（ ４ 月 ）
学校運営方針

　「克己・盡力・楽天」の校訓に基づき、「楽天」の域に達する生徒育成を全ての指導の基本とし、『確かな学力』、『豊かな人間性』を高める主体的な学びを通して、『高い志』を持つグローバル
リーダーを育成する。

昨年度の成果と課題 年　度　重　点　目　標 具　 体　 的　 目　 標

主体的に課題を発見し、自立的に解決できることを可能にする「思考力」・
「判断力」・「表現力」を育成するため、全教科における教科マネジメントの
充実、全教育活動における探究型学習の展開、及びＳＳＨ（スーパーサイエン
スハイスクール）事業の推進を図る。

○教科で設定した到達目標に基づき授業や考査等を実施し、PDCAサイクルにより定期的に評価する。
〇教科マネジメント力を充実させ、定期考査・校内模試等の質の向上を図る。
〇課題研究や部活動の研究成果を積極的に公開して、外部評価を受け、ＳＳＨ事業の推進を図る。
○学校行事や部活動等をとおして思考力・判断力・表現力・良質なコミュニケーション能力を育成する。

社会から信頼される開かれた学校を目指し、地域との連携を図るとともに、本
校の教育活動及び取組状況を地域に発信する。

○生徒及び保護者のニーズに応える教育実践で、より満足度の高い学校を目指す。
○ホームページをとおして学校行事での生徒の不断の努力やリーダー性を、また、公開授業をとおして教員の高い授業力
等を保護者や地域に積極的に発信し、信頼される明善高校をつくりあげる。

　ＳＳＨ事業第２期四年次の取組を中心として、全
科全学年で課題研究に取り組ませた。その結果、主
体的に学習に臨む意欲や姿勢が見られ一定の成果が
あった。一方、本校教育活動の根幹である授業の質
の向上については、授業デザイン研究として改善に
努めたが、授業における「問い」の工夫や、「評
価」について課題が残った。教科全体での取組等に
改善が必要である。
　本年度は、SSH第２期最終年次として５年間の成
果をまとめるとともに、課題研究の質の向上を図り
たい。
　また、前年度に引き続き授業デザイン研究を推進
し、授業改善や定期考査及び校内模試等校内実力試
験の質の向上に取り組む。また、令和４年度からの
新学習指導要領に向けて教育課程の編成及び観点別
評価について検討を重ね、丁寧に作成していく。

「基礎的・基本的な知識及び技能」の確実な習得と質の高い授業や評価の創造
を目指し、「確かな学力」の育成と「深い学び」を実現する。

○教科の到達目標を設定し、目標実現のために必要な指導内容を教科内で検討し、生徒の学力向上に繋げる。
〇授業改善に係る課題を教職員が各自設定し、研究・検証することで、生徒の「深い学び」に導く質の高い授業の創造を
目指す。

福岡県立　明善　高等学校（全日制課程）
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自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策
・
・
・
・
・

評価項目以外のものに関する意見

進路指導

図書・研修

第１学年

第２学年

第３学年

学習において「基礎・基本」を定着させ、受験に対応できる「確かな学力」を定着させる。

第１志望を最後まで変えない進路指導を基本にして、粘り強く指導していく。

SSH課と連携し、「問い・評価・教科横断型」をテーマとした研究授業を行う。

合評会を行い、実施した研究授業に関する分析を行う。

中学校生活との違いを理解させ、心身ともに高校生にふさわしい行動がとれるよう指導する。

保　健

学年訓「切磋琢磨」のもと、基礎・基本を徹底し、確
かな学力を身に着けさせる。

基本的な生活習慣と学習習慣の確立を図る。

生活面と学習面の数値目標を設定させ、その達成を図らせる。

午睡と自学を推奨し、落ち着いた学習環境を早期に整える。

学校行事・部活動を通して、伝統を継承し、「豊かな
人間性」と「高い志」を養う。

リーダーシップを発揮できる生徒を育成する。

「貢献」を学年訓として、受験勉強、学校行事、部活
動等を通しての豊かな人間性の育成をはかる。

コロナウイルスの感染拡大に注意して、できる範囲で学校行事を主体的に取り組ませる。

受験勉強の意義を知らせ、不安や困難に打ち克つ心、平常心、感謝の心を育てる。

部活動等を主体的に取り組ませ、体力、精神力や社会性、配慮の精神を培う。

学校行事・修学旅行を通して、豊かな人間性を養う。

学校行事や部活動を通して、新しいことにチャレンジさせる。

自立した学習習慣を確立させ、進路意識の高揚と目標
達成のための学力の充実をはかる。

基本的生活習慣・学習習慣を確立させ、安易な欠席、遅刻を減らす。

今までの生活を振り返り、これからの自分に必要なことを再認識させる。

進路実現のためには、日々の生活がいかに大切なものであるのかを理解させる。

学校行事での人間形成を図り、よりよい学校生活を送
らせることで、充実感や生きがいを感じさせる。

学校行事等で、人との繋がりの大切さやコミュニケーションを理解し学ぶ。

配慮の精神をもとに、気配りや思いやりのある行動がとれるようにする。

自分を取り巻く環境の素晴らしさに気づかせ、充実した生活を送らせる。

「凡事徹底」を学年訓に当たり前のことをきちんとさ
せ指導していくことで基本的な生活習慣の確立を図
る。

次年度の教育内容に活かすため、授業実施後にアンケートを実施・分析する。

図書委員を中心に、朝読書、読書会、図書館週間等を企画・運営する。

指導力向上に資する職員研修と職員課題研究（研究授
業）の実施

教務課と連携し、観点別評価に関する研修を行う。

3年間を見通した人権教育授業の充実および高い志を育
てる生徒の読書活動の推進

各学年の実態に即し、年２回の人権教育授業を計画・実施する。

「基礎的・基本的な知識及び技能」の確実な習得を通じて、
「確かな学力」を育成する。また、質の高い評価の実践のた
めに、校内模試・校内実力テストを充実させる。

課外授業の意義や目的を生徒に十分に理解させ、受講率の向上を図る。

各教科と連携し、本校に求められる質の高い校内模試問題を作成する。

校内模試の分析会を計画的に行い、次の模試までの課題点を教科・学年で共有し、組織的な指導を行う。

キャリア教育の充実を図り、望ましい勤労観・職業観
の育成と、進路意識の高揚を図る。

職業観育成講座・大学セミナー・進路講演会等を通じて、自己の在り方・生き方を考えさせる。

卒業生講話や大学研究などを通じて、学習意欲を高め、難関大志望者を増やす。

入試情報の収集と情報の共有、生徒情報の共有を行い、組織的に志望校検討を行う。

基本的な生活習慣を身につけさせ、健全な心身を養
う。

感染症拡大防止に努め、「新しい生活様式」での生活を徹底する。

午睡の時間や保健だよりを活用し、健康的な生活習慣に関する情報を発信・実践する。

午睡の時間を積極的に活用し、活力ある教育活動の実現を図る。

自己や他者を大切にする気持ちを育む教育活動の充実
を図る。

専門機関と連携を図り、「命の教育」を実施する。

「心を磨く掃除の会」を通して、社会貢献の精神を養う。

個に応じた教育活動の実現のために、専門機関と連携を図り、教育相談委員会の充実を図る。

学校事務 経営参加型の事務室業務を推進する。

生徒・保護者のニーズに応えるため、より効果的な予算の編成・執行を行う。

各分掌と情報の共有化を図り、学校経営目標が実現するための事務処理を行う。

生徒・保護者に対して、より分かりやすい内容で的確に情報発信する。


