
1

　　　　学校番号

福岡県立山門高等学校長　印

評価（３月）

本年度重点目標

「命あってこそ」－生命・健康、人
権が大切にされる雰囲気、環境を整
える。併せて「学びの場」にふさわ
しい「塵一つない」環境を整える。

　生徒の多様な進路希望を実現する
ことができるよう、すべての生徒の
学力を伸ばす。

　危機管理意識を高め、「柔軟で強
靱」な学校づくりに努める。

　在り方生き方を考えさせる機会、失
敗を恐れずにチャレンジさせる機会を
仕組み、主体性、自律心や企画力、た
くましさ（私がやる！）を育む。

評価項目 具　体　的　目　標

ここ数年の多様な業務変更にともな
う矛盾や未整備事項を洗い出し整備
する。

進路指導課実施計画を策定する。

進路希望調査や模擬試験の結果分析を全職員で共有し、進路希望に対し生徒一人一人に個別に適切な指導や助言が
できるようにする。

進路だよりを年間少なくとも３回発行し、積極的に保護者・生徒に情報発信する。

大学への興味・関心を高めるため、年複数回の講演会を実施する。

１年次「論理コミュニケーション」「大学探究」「グループ別探究活動」の型をつくり、計画的に運営する。

考査問題の出題訂正を防ぎ問題の精度を上げるための手順を提案する。

学年平均の厳守を促し、著しく指標から離れた科目については教科内での検討、学習指導部との改善策の協議を実
施する。

２年次「個別探究」「進路別探究」の型をつくり、計画的に運用する。

３年次「進路別探究」の時期に応じた講座の型をつくり、運用する。

進路指導課実施計画を策定し、各コンテンツの方針や流れを「見える化」するとともに、次年度の実施計画に反映させる。

定期的に定期考査や模試の結果を分析し、効果的な学力補充講座を実施する。

進路意識を高めるための企業研修・見学を実施する。

校外のコンクールやコンテストにチャレンジさせることで、山門高校理数コース生としての自覚を持たせる。

山門高校便りの担当者、活動記録者を明確にしておく。

理数コース生の声や様子を掴めるように、学期に１回理数コースアンケートをとる。

積極的に授業の様子、生徒の感想を公開する。

便りの一部を生徒が作成するようにし、生徒自身が理数コースについて考えるきっかけとする。

業務を見直して効率化を図り、教務
に関する業務が改善できる環境をつ
くり、速やかに正確な情報提供がで
きるようにする。

各業務担当者によりマニュアル化を推進し、課内の業務引継を文書化する。

全様式等を電子データ化して整理、改善・簡略化できる環境を整備する。

教務対応の起案文書をファイリングし、一元管理して改善や引き継ぎ事項を確実に残す。起案文書、要項等につい
ては、電子データの保存場所を明記する。

出席簿の記入方法、公欠・出席停止のの扱い、教務規定、教務関係諸様式の見直し・整備を行う。合わせて、新学
習指導要領にもとづく教育課程の審議に入る。

学

習

指

導

部

教
務
課

教務に関する業
務の適正化と効
率化

定期考査を工夫改善し、基礎学力の
定着と応用力の養成を図る。

試験問題は考査ごとに回収・点検を行う。

進
路
指
導
課

生徒の進路実現
に向け、生徒が
主体的に学習す
る学び場を作る
とともに、生徒
が豊かな人生を
送るための在り
方生き方を考え
る場を提供す
る。

希望制となった課外・土曜セミナー・長期休業中補講の計画を改善しながら、実態に応じて対応する。

理
数
コ
ー
ス

理数コースブラ
ンド化に向け、
質の高い学習環
境や行事を提供
する。

理数コース活動に対して、当該生徒
から肯定的評価を得られるようにす
る。

「理数コース」活動を山門高校便り
に掲載する。また継続的にＨＰ更新
を達成する。

３年生の進路実績目標として、国公
立大学４０名以上、関東・関西主要
私立大学１０名以上（MARCH３名以
上、関関同立７名以上）、西南１０
名・福大６０名・中村学園大３０名
以上を達成する。

総合的な学習（探究）の時間」に
「生徒が主体的に（自ら考え計画す
る）活動した」という回答を８割以
上得る。

○生徒が誰でも安心、快適な学校生活を送ることができるよう、まず一人の職員として、学年として、教育相談委員会として、学校として、生徒一人一人へ
の配慮に当たる。また、生徒相互の理解と配慮がなされるようにする。
○保護者との密な情報交換と、職員間での情報共有に努め、適切な配慮をする。
○生命、健康について取り上げる教科である「保健」・「家庭」の授業が、「生きる力」の基礎・基本を学ぶものとして大切にされるよう指導に当たる。
○清掃状況には、学校の心の在り方が表れる。教師、生徒ともに校内に塵一つない、学びにふさわしい環境を整える。

○「実を追う」授業を実践し、「めあてに対する評価」を行う。何のために、何が、どれくらいできるようになるのかということを意識した授業、学びを仕
組む。「わかる、わかりやすい授業」を超えて、「わかるまで教える、学べる授業」を仕組むために研鑽を重ねる。
○「小・中・高」連携を具体に進める。「主体的・対話的で深い学び」による授業改善が進む中学校の授業を受けてきた生徒を預かり、それを踏まえ、さら
に伸ばしていくという視点を持って、自らの授業を構築する。そのきっかけをつくる１年とする。
○習熟度別授業・クラス編成の成果を上げる。特に、成績下位層に対して大切に入念に指導することにより、「大切にされてる感」を醸成し、自尊感情を高
め、成績上位層に対しても良い効果を与える。
○「理数コース」の一層の特色化を図る。新学習指導要領の根幹にある「探究」をキーワードとして、学習活動を仕組む。

○管理職、主任・主事のリーダーシップのもと、常に先を見据え、危機回避の手立てを入念に講じる。
○学年、分掌、教科、管理職間の報告・相談・連絡を密にし、高いレベルでの情報共有に努める。

○本校は４クラス規模であることから、生徒がリーダーになるチャンスに溢れている。「生徒が生徒に学ぶ、育てる」という教育活動を仕組み、生徒の背中
を押し、「自分なりに」を超えて、もうひと伸びする機会、場面を工夫する。
○「主体性を育てる」ということについては、「放っておいて、さぁ！」というのでは、生徒は路頭に迷う。「透明の線路」を敷く（職員が導き支える）こ
とで、生徒が迷いながら、迷いながらも、主体性が育っていく。

分掌 具　体　的　方　策 評価（３月） 次年度の主な課題

平成３１年度学校自己評価表（　計画段階　・　実施段階） 69
学　校　運　営　計　画　（４月）

学校運営方針

　教師としての行動指針の根幹である「魔法はない、愛情はある」を全ての教育活動に反映させ、生徒が将来、幸せな職業生活、家庭生活、社会生活を営むことができる
よう、生徒一人一人の多様な希望進路にこたえ、資質・能力を一層伸ばしていくことができるステージに導き支える。山門高校での３年間の教育活動を通して、地域を愛
し、地域に育てられたことに感謝し、地域の発展・充実のために貢献し、さらには全国、世界で活躍しようという意欲と能力、行動力（私がやる！）を持った人財を育て
る。

昨年度の成果と課題 具体的目標

　授業については、基本
的に落ち着いた環境で展
開されている。また、部
活動や学校行事において
も手を抜くことなく熱心
に取り組む姿が見受けら
れ、教育活動の成果が表
れている。課題は、志願
倍率の向上とそれに伴う
過度な広報活動及び成績
下位層への指導強化であ
る。
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学校行事における安全意識の啓発に
努める。

委員会活動の活性化を図る。

第
一
学
年

定期的に担任は面談を行い、学習でつまずいている生徒や悩みを抱えている生徒は、学年会で挙げるようにする。

長期休業中の課外等では学力別に個別指導や学力指導を行い、各層に合わせて指導を行う。

模試や定期考査の前には丁寧な学力指導を行い、学力が伸びているという実感や自己肯定感を高めさせる。

挨拶励行、時間厳守、整理整頓、会
則遵守、自己管理ができる生徒を育
て、各種アンケートにおける自己肯
定感に関する項目では高い評価を得
る。

クラス目標を教室に掲げたり、学年目標を学年集会で何度も話していったりする等、意識の喚起を図っていく。

学年での行事では多くの生徒に前で話す経験をさせ、自信を持たせていく。

多くの校外研修を積極的に勧め経験させることで、見識を広めさせリーダーとしての資質を高めさせる。

学年集会を通じて講話を行い、高い志や意識を持たせる。

教育相談体制の
充実

教育相談委員会を毎月行い、各学年
での情報を共有することで、早期に
対策を検討する。

担任による個人面談を年間計画に組み込み実施し、生徒の実態把握に努め、学校全体として生徒の問題解決を図
る。

必要に応じ保護者や医療機関との連携を図る。

気になる生徒を学年会で検討の上、その後、保健室にて面談を行い、カウンセラーによるカウンセリング、訪問相
談員、ソーシャルワーカーにつなげていく。

すべての生徒が７月の校外模試より
も１月の模試で伸びており、学習に
関する各種アンケートでも肯定的な
評価を得る。

全ての生徒に対して平等に課題指導や学力指導を行い、全員の成績が伸びるよう指導する。

模試分析を進路指導課と協力しながら丁寧に行い、全ての生徒の学力向上を図る。

小さなサインを見逃さず、情報提供
と情報共有を大切にし、開かれた学
年を作る

学年通信等を通して学校の情報を発信していき、保護者が困った時にはすぐに対応するような雰囲気を醸成する。

定期的に学年会を開き、担任からの生徒情報、教科からの生徒情報、各種委員会からの生徒情報を共有する。

欠席は１日でも必ず担任は家庭に連絡を入れ、３日続けば家庭訪問をする。

三者面談や学級懇談会を通じて、学校と保護者との信頼関係を築いていく。

生徒一人一人を
大切にし、すべ
ての生徒の学力
を伸ばす。

山門の１年生と
しての基礎基本
ができ、その上
で自己の在り方
生き方を主体的
に企画していけ
る生徒を育む

学年と生徒、学
年と保護者が信
頼しあい協力し
あう関係を作り
上げる

美化意識の高揚
を図る。

校内美化の推進のために、美化委員
による清掃点検を行い、生徒の清掃
に対する意識を高める。

「清掃マニュアル」に基づき、生徒自身が自主的に日々の清掃活動に取り組む。

始業式、終業式での生徒指導時に教師も時間厳守で監督に当たることになっていることを生徒に伝達する。

生徒に問題意識を持たせることにより、その改善策を協議する。

ＨＲ活動の時間を確保し、生徒主体に計画・立案させる。

部活動加入率の向上

１年生に体験入部を実施し、部活動加入率の向上を図る。

下校時間を遵守させ、部活動と家庭学習の両立を図る。

部費の適正配分を検討する。

政治参加講演会（市長・県議等）を実施し、意識の向上を図る。

生徒会活動をできるだけ見える化（生徒会広報）を行い、帰属意識を高める。

生徒会活動

生徒が主体的に活動することで自己
肯定感を高める。

生徒会執行部の研修会を実施し意識向上を図る。

文化祭実行委員を早期に組織し、他校の文化祭の見学や視察を行う。

大運動会・文化祭の成功
大運動会をリーダー中心に運営し、生徒間の一体化と満足度を高める。

各行事、必要に応じて緊急マニュアルや、健康観察の強化、場合によっては、保護者にも安全管理についての文章
を発行する。

交通事故の防止と通学マナー向上
年２回の交通安全教室を開催し、交通認識を向上させる。

バイク通学者定例集会を毎月実施し、安全点検を充実させる。

校内生活・安全確保を図る。

危機管理マニュアルを通して事故の予防を徹底させる。

部活動生徒対象の救急救命研修会を実施し安全対策を図る

グラウンド管理を徹底（雑草をはやさない）し、安全確保を図る。

生

徒

育

成

部

生
徒
指
導
課

生活・道徳指導

自己肯定感を８割以上の生徒から得
る。

毎月の学校生活アンケートの分析を綿密に行い、個人面談や教育相談員会で分析し、生徒カルテに蓄積し情報の共
有化を図る。

個人面談週間から担任の得た情報を生徒育成部で共有して指導に反映させる。

生徒の規範意識向上を図る。
生徒会の自主活動や生徒集会を通して自尊感情や自己抑制力を向上させる。

非行防止教室等の講演会を通して生徒の心に訴える。

安全教育

保
健
管
理
課

健康管理能力を
育成する。

安全に留意するとともに感染症予防
に努める。

安全に留意するとともに感染症予防に努める。

健康診断の結果で、治療が必要な生徒に対し治療勧告を行い治療の徹底を図る。

政治参加教育 政治参加の意識を高める。
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生徒の進路意識を高め、進路希望を
明確にさせる

生徒の視野・考え方を広げる

生徒の生活の記録へのコメントや学年通信を通じて、生徒の学校でのがんばりを家庭に伝える

模試分析を中心に担任と教科担当者との情報交換を密にする。

山門生としての
誇り育む。

大運動会で達成感を持たせる。
主体的に進路選択ができたという回
答を得る。

生徒の企画・計画を尊重する。

一人ひとりの役割を明確にする。

担任・副担任・教科担当が個別に面談を行い、生徒が進路の相談をしやすい環境を作る。

第
三
学
年

ＡＯ・推薦を含む多様な入試に対応するための大学説明会・研修会への参加および過年度の進路実績実績の分析を
行う。

計画的上位者指導を実施する。

学年通信を活用した生徒・保護者への進路情報提供を行う。

生徒一人一人の
安心感と学校満
足度を高める。

一カ年皆勤を８０名以上にする。
学校満足度調査で肯定的評価を得
る。

こまめに面談を行う。

欠席や学校での気になる行動等は確実に保護者に連絡する。

保健室との連携を図る。

生徒一人ひとり
の希望進路を実
現させる。

進路目標を達成する。
理数コース：国公立１０，関東関西
主要私大５
普通科一般：国公立３０，関東関西
主要私大５
西南・福大・中村のべ１００
九大２，熊大３

生活の記録での学習・生活の把握と担任の日々の声掛けを行う。

第
二
学
年

習熟度の低い生徒がわかる授業の工夫、身につくまでの再テスト、考査前指導を行う。

習熟度の高い生徒に対しては、もう一歩引き上げる授業の工夫、個別（添削含む）指導を行う。

生徒の主体的活動や学びあいの場面をどの教科においても仕組む。

修学旅行においては、事前にテーマと狙いを設定して計画を立てさせ、事後に振り返りをさせる。

探究活動においては、調べたり取材したりしたことを活用して思考を深め、それをわかりやすく伝える活動をさせる。

外部団体主催の各種研修（リーダー塾、知の創造塾、アンビシャスの翼等）への参加を推進する。

英検・ＧＴＥＣ等の検定受検を推進する。

二者面談をこまめに行って生徒の話を聴くとともに、進路情報の提供を行う。

学年全体で「ＢＵＮＤＯＫＵ（文読）」活動（教師が選んだ様々な文章を一緒に読む）を週に2回程度のペースで
実施する。

チームの一員としての意識と実践力
を育てる

生徒会役員、大運動会役員、文化祭役員等構内のリーダーを経験することを推進する

学校行事前後に、リーダー・フォロワーの在り方を考えさせる機会を設ける

学校行事への満足度を高める
行事前に一人ひとりの目標と手立てを考えさせる。

行事後に振り返りの場を設定し、学び得たことを整理させる。

気になる生徒、頑張っている生徒の情報を、学年朝礼・教育相談委員会・雑談・あらゆる場を使って職員間で共有
する。

欠席やその他気になるサインのある生徒の家庭にはその日のうちに連絡を入れ、必要に応じて家庭訪問をする。

習熟度別授業、クラス編成の成果を
上げ、すべての生徒の学力を伸ばす

学校内外における体験的な学習を通
して自信を持たせる

情報提供と情報共有
「ともにやりましょう」の心がけ

生徒一人ひとり
を大切にして生
徒の自己肯定感
を高めるととも
に、主体的に自
らの進路を切り
拓こうとする意
識と学力を高め
る

自律心と協調
性、企画力と実
行力、学校に対
する愛着を育て
る

教師、生徒、保
護者間の信頼関
係を作る
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起案文書、行事予定等の確認を行
う。

職員室内の環境整備を行う。

中学生に対して、わかりやすい情報
公開に努める

山門高校の良さに対して、体験的に
理解が進むよう行事の内容等を工夫
する。

授業アンケートを２学期までに２回行う。

義務教育の授業のあり方を学ぶ。

父母教師会活動の活性化に寄与
する。

父母教師会視察研修を企画・運営す
る。

＜評価の基準＞　　　Ａ；達成できた　Ｂ；ほぼ達成できた　Ｃ；あまり達成できなかった　　Ｄ；達成できなかった

１回目の授業アンケートの分析結果をもとに、改善の方策・目標を設定し授業改善に取り組む。

山門高校だより等をとおして、生徒の成長や学校生活の学校生活の状況が伝わるようにする。

地域貢献の取組等で生き生きと活動する生徒の姿を、学校HPや山門高校だよりの回覧板で、地域の方々などに広く
紹介する。

地域の方々や保護者、学校関係者などの客観的な助言などに誠実に耳を傾ける。

人材育成計画の内容を盛り込んだ研修計画を作成・配布し、研修全体像の周知を図る。

校外研修等への参加により資質の向
上を図る。

教育センター専門研修、研究発表等への参加を促す。

他校視察を積極的に促す。

読書週間等のＨＲの時間を活用し、担任等が読書への働きかけとなる講話を行う。

広

報

課

開かれた学校つ
くり

保護者に対して、開かれた学校づく
りに取り組む。

各学年の学年通信等の発行に際し、資料の提供など積積極的に協力する。

学校内外の様々な取組について、丁寧な姿勢で情報収集する。

新入生アンケートや中学校訪問等の集約結果や報告などについて、確実に集約し関係職員に情報を提供する。

安定的な生徒募
集

学校案内などの広報資料や各中学校訪問時の説明は、中学生・保護者、また中学校の先生方の「知りたい」に応じ
た内容となるよう、工夫する。情報過多にならないよう努める。

進路相談事業や体験入学では、在校生の声や姿を通して、山門高校の良さが伝える内容構成にする。

地域に対して、開かれた学校づくり
に努める。

生徒・職員の取組に関して、情報の
共有化に努める。

研

修

課

授業力の向上を
図る。

授業参観を２学期までに２回以上行
う。

２回目は、授業アンケートをもとにした課題の解決につながる参観を実施する。

１学期終了後、実施状況調査を行い、未実施者への働きかけを行う。

中学校の授業参観等を通して義務教育の授業のあり方を学び、本校での授業改善に活用する。

「主体的・対話的で深い学び」を促
進する。

各教科の授業において、興味関心を高める以外の観点で「主体的な学び」の実現を目指した取り組みを研究・実践
する。

授業改善の参考となる書籍や最新の資料を常備し、活用できるような環境を整える。

大学視察に関して進路指導主事・研修委員会とともに早期に決定し、内容の充実を図る。

研究発表等への積極的な参加となるように、1学期中に案内（企画書の様式等）をする。

図書館利用の活
性化を図る。

図書の貸し出し数を増やす。

新テストに向けて対策を行う。
進路指導課の協力を得ながら、職員研修を通して新テストの問題傾向をさぐり、対策を検討する。

各教科での協議を通して、新テストを見越した今後の授業改善に取り組む。

教師としての資
質の向上を図
る。

本校の教育目標や課題・方策、「不
祥事防止」等の今日的な課題などに
ついて、共通理解を図る。

研修実施日の設定を工夫し、円滑な研修が実施できるようにする。

「新着紹介」（１回／学期）、「テーマ別書籍リスト」（１回／学期）を発行する。

学級文庫を学級に置き、図書委員が本の紹介を行う。（各学期１回）

図書委員会の活性化を図る。
図書委員会の発案による取組を実施する。（1回／学期）

図書館だよりを定期的に発行する。（５回／年）

父母教師会の諸
活動を円滑に実
施する。

職員組織の円滑
な運営を推進す

る。企
　
画
　
課

複数の分掌が関係する場合、調整を行う。

最低限のルールを確認し、過ごしやすく効率的、衛生的な環境づくりを行うとともに、呼びかけを行う。

入学式・卒業証書授与式等について
前年度反省をもとに確実に改善す
る。

前年度の反省をもとに、各係と改善案を検討し、次年度計画に活かす。

準備段階の記録、当日の事蹟を確実に残し、次年度に引き継ぐ。

父母教師会との確実な連絡・連携を
行い、各種行事への参加を呼びかけ
る。

総会時に保護者が参観しやすい環境を整備する。

父母教師会の各委員会が行う企画を把握し、父母教師会役員と教員側の担当者とが参加しやすい体制づくりを提案
する。

学校行事の円滑
な運営を推進す
る。


