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部 課 本年度の成果と次年度に向けての課題

本校の実情に合ったものとなるよう、教務規程を見直し、改訂が必要な部分を検討する。

特に学期末補講や、学習評価についての規程を文章化し、教務規程に盛り込む。

新校務支援システム運用準備を行う。 現在のシステムから新校務支援システムにスムーズに移行するための研修を段階的に実施する。

研修体制の確立を図り、共通テーマを掲
げ、全体での取り組みを実施する。

令　和　３　 年　度　福　岡　県　公　立　古　賀　竟　成　館　高　等　学　校　自　己　評　価　表

学　校　運　営　計　画 評価（３月）

教　育　指　導　基　本　方　針

　（１）　校訓「自主　友愛　練磨」を体現し、社会を生き抜く力を修得させる。
        ①　生徒主体の学習活動、学校行事等を推進する。
        ②　教育活動全体を通して道徳教育・人権教育を推進し、他者を思いやる心を育てる。
        ③  部活動、学校行事等をとおして、体力・忍耐力・礼儀・協調性を身に付けさせる。
        ④  ボランティア活動を通して地域に貢献し、奉仕と勤労精神を育てる。
　（２）竟成館五箇条教育を推進し、五箇条に沿う人間性を育成する。
　（３）職員の協働性を高め、課題解決を図るために、組織改革を推進する。
　（４）創立６０周年記念式典等の成功に向けて、生徒の気運を高め、自尊心と愛校心を育成する。

年　度　重　点　目　標 具　体　的　目　標

・道徳教育・人権教育を推進しながら、生徒の多様性に配慮して一人ひとりに寄り添った教育活動を展開する。
・整備された校内LAN(Wi-Fi)およびICT機器（iPad・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・ｽｸﾘｰﾝ）等の設備を十分に活用して、生徒の興味関心を高める魅力ある授業や学校行事を作り上げる。
・いじめ不登校対策委員会や拡大学年会の開催を通して、学校生活や人間関係等に悩みや不安を抱える生徒の把握に努めるとともに、全職員で共通理解・共通認識の
  もとで指導にあたる。

・自律的学習者を育成するために、一斉講義型の知識偏重授業からの脱却を図り、新学習指導要領に基づいた授業改善（主体的・対話的で深い学び）を進める。
・授業改善アンケートや学校満足度調査、学習時間調査等を通じて生徒の実態を的確に把握し、指導の改善を積極的に行う。
・観点別評価を導入することにより、考査重視の評価から脱却を図り、多面的な学習評価を行う。
・志願倍率の維持・向上を図るために、組合内中学校および塾との連携を強化するとともに、商業施設やメディアを活用した戦略的な広報活動を展開する。
・古賀市等との連携を通じて、地域の課題に目を向けさせ、ボランティア活動を活性化する。
・「JR古賀駅西口活性化プロジェクト」を教育活動の中に位置づけ地域との連携協働を図る。
・進路指導の充実を図るため、３年間を見通した進路指導体系を構築する。
・小論文指導を充実させ、国公立大学を含めて進路選択の幅を広げられるようにする。
・学校全体で生徒一人ひとりの希望進路に沿った進路実現を支援する体制を構築する。

・生徒が主体となり企画・運営を行う学校行事（鶴翔祭・体育祭）を実施する。
・生徒自身が自らがあるべき服装や行動等の規範意識を自律的に考えて正す態度を育成する。
・創立６０周年を契機に、本校の創立の理念を学び、母校に対する誇りと愛校心を育成する。また「竟成館五箇条」に沿った取り組みを企画立案させ、学校全体で
  取り組んでいく。

・校務分掌組織の改編を通して、適所適材配置を行うとともに、業務負担の偏りを軽減するとともに、協働的で効率的な組織運営を行う。
・業務の精選・見直し、ICTの活用によって、業務の無駄を省き、必要な業務に重点的に取り組むことができるようにする。

安全に安心して学ぶことができる
質の高い学習環境づくり

自律的学習者の育成を念頭におい
た授業改善と教育活動の展開

地域に学び、地域に貢献し、将来
地域の担い手となる生徒の獲得と
育成

昨年度の成果と課題

魅力ある授業を作るための手立てを行う。

校内LANやICT機器の設備を活用しやすいような体制を整える。

観点別評価の導入に向けた準備を進める。

習熟度別の少人数授業のメリットを生かし、生徒の実態に合わせ個に応じた指導を充実させる。

わかる授業に向けて授業改善に取り組む。

教科主任会を通じ、観点別評価のあり方や方法について教科内での検討を依頼し、各教科内での研修を勧め、教科指導力を高める工夫を促す。

各教科で観点別評価の共通認識・共通理解を図り、多面的な評価を行うことで授業改善につなげる。

授業アンケートや学習時間調査を行い、生徒の実態を把握しながら授業改善に取り組むよう促す。

組織改編、行事の見直しによる、
職員の働き方改革の推進

学校全体で生徒の自己実現を支
え、３年間を見通した進路指導体
制の構築

生徒自身に自らの在り方・生き方
を考えさせる生徒指導の推進

【成　果】
(1)組織改革によって、校務運営が円滑に行われた。
(2)コロナによる休校中にオンライン学習支援を行って、一人ひとりに寄り添う指導を行え
た。
(3)コロナ感染防止に努めながら、生徒たちによる主体的な体育祭を行うことができた。
(4)現役既卒合わせて20名が国公立大学に合格するなど、粘り強くきめ細やかな進路指導が
結実した。
(5)校内LAN等のICT機器の整備によって、教育環境が大きく向上した。

【課　題】
(1)個々の教員への業務負担の偏りが大きく、協働的な職員組織への転換が必要である。
(2)他律的で対症療法的な生徒指導から、生徒自身に自らの在り方生き方を考えさせる生徒
指導への転換が求められる。
(3)「主体的・対話的で深い学び」に沿った授業改善と生徒の学習を多面的に評価する観点
別評価への移行が必要である。
(4)3年間を見通した体系的で持続可能な進路指導体系の構築が必要である。
(5)創立60周年を契機に、学校活性化を図る取組を加速させる必要がある。

学
　
務

教
　
務

研
修
・
情
報

具体的目標 具体的方策

各種研修の目的を明確にし、研修の成果を検証する。

各学期のテーマを設定し、校内研修を計画・実施する。

校内LANおよびICT機器の活用など現在の社会の動向に対応できる内容の研修会を企画し、指導力の向上を図る。

若年教員研修１年目・若年教員研修３年目・中堅教諭等資質向上研修を計画通り実施する。

授業研究会を２学期に行い、授業力向上を図る。

職員研修の充実を図る。（職員研修会を年間３回実施する。）

評価（３月）

良好な人間関係を構築する。

生徒・教師双方による心のこもった挨拶を励行する。

周囲への思いやりある行動の奨励のため、定期的にいい話などをプリントや情報発信ツールを使用して提供する。

SNSの使用に関する注意喚起を機会をとらえて行う。

教育センター、体育研究所で実施される専門研修への参加を促す。

授業公開週間において、お互いに授業を参観しあい、授業力アップを目指す。

地域、保護者、中学校を巻き込んだ授業公開を行う。

各学期に１回人権教育授業を行う。

ファイルの管理を徹底する。

情報管理を徹底する。

３年以上経過したファイルは随時削除する。

各分掌ごとに、フォルダ内のファイルを整理する。

個人情報については校外に持ち出さないようにする。

動画ファイルなど大きなデータについては、各分掌の外付けハードディスク等のサブメモリを利用する。

授業公開週間を通して、授業力の向上を図
る。

人権教育の推進に努める。
人権教育に関する職員研修会を実施する。

自主的・自律的な規範意識を育成する。

生徒会・委員会活動を活発化させ、定期的に話し合いをし、生徒自らマナー・ルールに関して考えさせる機会を作る。

教科指導力、生徒指導力の向上に努める。

教務規程の見直しを行う。

各種委員会を活性化させる。
他校の実践等情報収集をし、より効果的な感染症対策を実施する。（保健委員会）

清掃担当者と清掃用具の点検、整備、補充を行う。（美化委員会）

保
健
安
全

生
　
徒

心身の健康を保ち、自ら健康管理をする意
識を育てる。また防災意識の高揚を図る。

健康診断・身体測定・スポーツテストの情報やデータを提供し、自らの健康を保ち、自ら健康管理を実践できるようにする。

防災マニュアルを作成し、全職員の共通理解を図る。また緊急事態に直面した際に適切な行動がとれる力をつける。

清掃活動をスムーズに進め、校内美化に寄
与できるような環境づくりをする。

清掃場所の見直しを行い、適正な配置を行う。また用具の点検・整備も行う。

施設設備の破損等について学期ごとの点検を実施し、職場巡視を定期的に行う。

生徒が主体となり企画・運営を行う学校行
事を実施する。

コロナ禍での感染予防をしながら新しい鶴翔祭を創り上げる。

体育祭を生徒自身で企画・立案し、生徒会以外にもリーダーを募り創り上げる。

６０周年の節目になる様々な行事を盛り上げるべく、生徒会を中心に活動する。

生
徒
支
援

各学年がお互いに協力し、学校全体で連携し積極的な生徒指導を行う。

学校側の柔軟な考えや対応により、生徒自身で変化を作り出せるようにする。

自らが「ルールを守る」という意識を持たせるため、あらゆる機会を通して積極的な指導を行っていく。

古賀竟成館高等学校生としての誇りと愛校
心を育成する。

五箇条教育を多くの場面で意識させ、学校生活に活かせるようにする。

多くの生徒に活躍の場を提供できるよう、様々な機会にリーダーを募り活動させる。

校内外において積極的に挑戦している生徒に対する支援・激励を行う。

部活動を活性化させるため、加入率８０％以上を目標に入部・継続を促す。



部 課 本年度の成果と次年度に向けての課題具体的目標 具体的方策 評価（３月）

進
　
路

本校のホームページにおいて、情報を外部
へ積極的に発信し、本校の理解を深めても
らう。

中学校訪問において体験入学等の日程や入試に関わる情報を早期提供する。

中学生からの閲覧数の多いと思われる、部活動ページの更新を行う。

ホームページの閲覧数を記録し、分析する。

60周年記念行事への成功に向けたＰＲ活動
を進める。

60周年記念のマスコットやロゴ、標語を様々な場面で活用する。

60周年記念行事の成功に向けて、生徒を前面に出してＰＲする。

進路に関する情報の共有・発信を行う。

模試の結果や入試の情報を学校全体で共有し，生徒へ発信する。

進路資料室を整備し，生徒が必要とする情報が提供できる環境を整える。

目指すべき姿や取り組む内容をイメージさせるために，進路の手引きを活用した助言を行う。

広報諸行事において1500名以上の参加及び
本校第１希望率を上げるための広報活動を
展開する。

広報活動の幅を近隣商店にまで広げ、地域を中心とした広報活動を行う。

地域説明会の実施内容を改善し、広報活動の活性化を図る。

体験入学申込等の提出書類をデータ化し、手続き業務の効率化を図る。

３年間を見通したキャリア教育を構築する｡
第３学年　国公立大学合格　２０名
　　　　  就職率　100％

キャリア教育の視点に立った探究活動を実施する。

進路ガイダンスや卒業生講話を通じて，進路実現に向けて意欲的に取り組む姿勢を育成する。

手帳を活用させ，生活や学習活動を振り返り，日頃の生活が進路実現につながるように指導する。

進路実現に向けた学力の向上を図る。

課外，補習，スタディサプリを用いることで，基礎学力の定着を図る。

模試の結果や入試問題の分析を行い，個に応じた支援を行う。

小論文指導，総合的な探究の時間を通し，論理的思考力・判断力，表現力を向上させる。

庶
務

奨学金関係事務を確実に遂行する。 ３年生の生徒・保護者に対して奨学金の説明会を実施し、奨学金関係の手続きミス等を無くしていく。同窓会修学奨励金を円滑に活用する。

ＰＴＡ活動の活性化を図る。
ＰＴＡの活動に評議員以外の保護者の参加を促していく。魅力的な他校訪問や親睦事業を実施し多くの保護者が参加できるよう早めの連絡を
心がける。

同窓会活動の活性化を図る。 新役員と学年幹事との連絡を密にしていき、秋の同窓会総会の参加者を増やしていく。

進
路
支
援

広
報
戦
略

学校行事・式典の早期計画・起案を行う。 学校行事・式典の起案を一か月前を原則とし、実施要項の内容が初めての担当者が見ても分かるように作成する。

生徒・保護者面談等を通して、家庭学習の意義や動機付けを行う。

進路手帳を活用させ、家庭学習時間や学習内容の記録をさせ、学習にかける時間が増えるようにする。

コミュニケーション能力の育成を図る。
適切な言葉遣いを習得させ、自分の考えを伝えることができるように育成する。

携帯電話やSNSの使い方、ネットにおけるマナーを身に付けさせる。

社会性・豊かな人間性を養う。

思いやりの心や感謝の気持ちの大切さを伝え、適切な行動ができるようにする。

古賀竟成館高校生として誇りを持たせ、集団の一員として行動させる。

部活動や校外活動に積極的に参加させ、豊かな人間性を育ませる。

主体性・リーダーの養成を図る。
自発的な行動ができ、周囲から信頼されるリーダーを育成する。

リーダーを育て、彼らを支えようとする学年団づくりをする。

第
１
学
年

｢五箇条教育｣を励行する。 ｢五箇条教育｣の意味をクラス、学年集会などのすべての活動の中で教え伝えていく。

予習・復習を徹底するように、教科担当や部活動顧問と連携を図る。

苦手分野の克服を計画的に目標設定をさせながら取り組ませる。

スタディサプリを活用した学習に慣れさせる。

進路情報を収集させる。

積極的に進路情報に触れさせ、進路実現につながる道をイメージさせる。

ガイダンスやオープンキャンパスに積極的に参加させる。

将来の夢を描かせ、卒業後の進路希望先を確定させる。

挨拶を励行する。
誰に対しても、いつでも挨拶をできるように指導する。

挨拶の大切さを、クラスや学年集会において伝える。

皆勤を励行する。

自己管理、特に、体調管理をしっかりさせる。

遅刻や欠席は連絡をさせ、理由を把握し、保護者と連携をする。

長期欠席者の対応を学年団で行う。

授業規律の徹底を図る。
授業開始時の着席を徹底する

持ち物の整理整頓を徹底する。

学習習慣の定着を図る。

社会性・豊かな人間性を養う。

皆勤を励行する。

学習環境を整える。

学習習慣を身に付ける。

自己管理、特に、体調管理をしっかりさせる。

遅刻や欠席は連絡をさせ、理由を把握し、保護者と連携をする。

長期欠席者の対応をチームとして行う。

授業開始時の着席を徹底する。

持ち物の整理整頓を徹底する。

考査前の「教え合い学び合い」自学を通して学習習慣の定着を図るとともに課題のやり方、解き方を指導していく中で学習意欲を高めさせ、
学習の成果を達成感として実感させる。

生徒・保護者面談等を通して、家庭学習時間や学習内容の確認を行う。

部活動や校外活動に積極的に参加させ、豊かな人間性を育む。

第
３
学
年

第
２
学
年

学
　
年

最上級生としての自覚を持たせる。

生徒会、部活動、各クラス等でリーダー的な存在の生徒の集会を行い、リーダーシップを発揮するよう促す機会を作る。
学校行事や部活動等で、下級生を導く場面を設定し、自覚を促す。

各部活動の大会日程などを学年全体で共有し、互いに応援する雰囲気づくりに努める。

社会性の確立を図る。

挨拶については、朝礼から始まる一日の活動において、継続的かつ具体的に指導する。

他者に対する感謝や思いやりの気持ちを持ち、具体的に行動することの尊さを伝える。

様々な文献や先行研究を例として紹介するなど、具体的に価値を伝える。

主体性・リーダーの養成を図る。

全商三種目以上１級２５名を目指す。

1年次に資格取得に対する意識づけを授業担当者および学年団でおこなう。

部活動との両立を意識させて、日常の学習を習慣化させる。

検定合格の成果を発表して、生徒のモチベーションを維持する。

進路決定率１００％を目指す。

進路相談の時間を放課後などに設定し、生徒が参加する仕組みを作る。

それぞれの希望進路を明確にし、準備に必要な時間を把握させ、具体的なスケジュールを作り、実行させる。

学習時間等の把握に努め、第一希望の進路実現に向けて努力させる。

普通科：進研模試偏差値５０以上３０名
総合ビジネス科：３種目１級１０名以上を
目指す。

コミュニケーション能力の育成を図る。

総合
ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 進学実績の充実を図る。

進学に有利となる資格取得、資格の優先順位を明確にする。

商業科推薦枠がある国公立大学の情報を提供する。

国語・政経・簿記・英語の実力養成を図る。

中学校・地域へのＰＲ活動の充実を図る。
出前授業へ積極的に出かける。

外部団体との連携を図る。

リーダーを育て、彼らを支えようとする学年団づくりをする。

予習・復習を徹底するように、教科担当や部活動顧問と連携を図る。

苦手分野の克服を計画的に目標設定をさせながら取り組ませる。

総合ビジネス科においては、検定取得を自己の進路実現へつなげる。

総探の授業や面談を通して、２学期の三者面談時期までに希望進路を明確にさせる。

言葉遣いを習得させ、自分の考えを伝えられることができるように育成する。

携帯電話やSNSの使い方、ネットにおけるマナーを身に付けさせる。

思いやりの心や感謝の気持ちの大切さを伝え、適切な行動ができるようにする。

古賀竟成館高校生として誇りを持たせ、集団の一員として行動させる。

自発的な行動ができ、周囲から信頼されるリーダーを育成する。


