
学　校　番　号

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

⑬考査範囲や具体的な評価方法の提示を行い、生徒が主体的に学習に取り組むことのできる教育環境を整備する。

⑮生徒の自己評価、さらにそれに基づいた学習評価を生徒の学習改善及び教師の授業改善に活かす。

学　校　運　営　計　画　（４月）

　日常の生
活リズムを
整え、空間
的・制度的
学習環境の
整備を進
め、学習面
での生徒の
自立を促
す。

Ｄ
　自立した学習者の育成

評価（３月）

具　体　的　目　標

①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。
②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。
③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。
④清掃状況には、学校の心の在り方が表れる。廊下に落ちた塵一つから学校にほころびが生じる。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。

⑤本校の特色であった「公務員・看護の山門」という言葉に象徴されるように、生徒の多様な進路希望に対して
丁寧な指導に当たり、「全方位」的な進路実現を進めていく。
⑥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」、生徒が「納得できる授業」を仕組むために
研鑽を重ねる。
⑦「１８歳成人」を意識し、県（公）立学校が果たすべき本来の役割に全力を傾ける中で、授業を始め教育活動
の改善・充実を図る。
⑧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。（クロールが得意
な生徒にはクロールを、平泳ぎが得意な生徒には平泳ぎを。）
⑨観点別評価の導入により、生徒それぞれの良さ、「持ち味」を見落とさずに育てる。
⑩「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。

⑪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。
⑫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。

⑬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。
⑭特に、本校が「みやま市唯一の高等学校」であることを改めて強く認識し、市内小・中学校及び地元行政や企
業・産業との連携（地域連携・地域密着）の中で生徒を育て、生徒が将来地域を支える人財となるよう、地元に
とって本校が「頼りになる存在」として信頼を高めることができるよう、教育活動を充実させていく。
⑮「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、生徒が迷いながらも、主体性が育っていく。

⑯中学校や地域に「このような頑張り方をしている」という説明責任を果たすような情報の発信・収集に当た
り、広報の基本は、我々職員の日々の姿と心得る。
⑰父母教師会、同窓会、小・中学校など地域等との良好な関係を深める中で、本校の存在感が増していくと認識
する。

昨年度の成果と課題

学校運営方針

学校関係者評価

次年度の主な課題具体的目標

Ａ
　「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。

Ｂ
　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。

Ｅ
「速く、広く、深く」届く広報活動に努め
る。

　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る。

①全職員一丸となって山門高校の生徒のために教育活動に取り組む。誰一人後ろを向いたり横を向いたりせず、一丸となって行う。その中で職員は能力を最大限発揮し
ながら教育活動を行う。
②生徒一人一人を大切にした教育の推進。自分は大切に育ててもらっていると生徒自身が実感できる指導の徹底を図る。
③山門高校の教育改革を進め、変えるべき点は変え、維持すべき点は維持しながら時流にのった改革を推し進める。
④ＩＣＴを活用した「学び」の推進を図る。オンライン学習と対面での学習の両立を恒常的に行う。

具　体　的　方　策

②一定の配慮が必要な生徒については、各分掌・各学年と連携し、教員間で具体的な対応について情報共有を確実に行う。

様式３

自己評価

令和３年度　　学校評価書　　　（計画段階・実施段階）

福岡県立山門高等学校

③「保健」・「家庭」に限らず生命・健康に関わる単元を扱う教科で、教科横断的な取組ができるよう授業計画への導入を促す。

④生徒・職員が清掃活動を通じて、自ら学びの環境を整え、勤労や貢献の大切さを共に学ぶ。

⑦⑧校務支援システムのスムーズな導入を促し、有効活用する。

⑦⑧⑨⑩新学習指導要領実施に伴う教育課程の編成を完成させ、確実に実施できるよう職員間で共通理解を図る。

年　度　重　点　目　標

Ａ
　「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。

Ｂ
　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。

Ｃ
　危機管理意識を高め、「柔軟で強靱」な学
校づくりに努める。
Ｄ
　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学校の内外で
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。

○授業については、落ち着い
た環境で行われており、授業
改善に資するため、全職員が
1回以上の研究授業を実施し
た。
○学校行事も生徒が意欲的に
取り組んでおり、また、市内
小・中学校と連携した取組を
中心に、多くの生徒が積極的
にボランティア（地域貢献）
活動に取り組んでいて、主体
性を育む場となっている。
○本年度は昨年度の成果を踏
まえ、次の点を課題として学
校運営及び教育活動に取り組
むこととする。

①さらに地域連携を進め、こ
れを柱とした「総合的な探究
の時間」の充実を図る。
②「観点別評価」を導入し、
適切な運用をさらに発展・充
実させることにより授業改善
を図る。
③職員の「見極め力」を高
め、生徒一人一人に合った多
様な入試形態に導き支える。
④理数コースの特色化をさら
に図るとともに、広報活動の
工夫に努める。
⑤「公立高校の役割、良さ」
を追求し、志願倍率の向上に
ついて全職員で危機意識を
もってあたる。

⑨本校生徒の多様な特徴を評価する観点別評価を定着させ、生徒の学習意欲向上に有効活用できるようにする。

　
　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
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⑫健康管理に関する国や県の指針に基づき、管理職・各分掌との相談と情報共有に
努める。

①安心して学校生活ができる環境整備として、手指の洗浄、消毒のためのハンド
ソープとアルコールを設置するとともに、朝の健康観察を毎日実施する。

⑮部活動を計画的に実施し、コロナの感染状況に臨機応変に対応し罹患を防ぐ。活動計
画・状況をＨＰに掲示する。

④校舎内清掃に重点を置いた新清掃区域割・分担表を作成し、誰がどこをどのよう
に清掃すればよいかを明確にする。

④清掃用具の点検・補充を適切に行う。

④担当職員による清掃点検を全清掃区域において月１回程度行い、清掃の徹底を図る。

⑬保健委員会の生徒が、健康管理のリーダーとしてクラスへの情報発信をするよう
指導する。

⑬保健委員会の生徒に、朝の健康観察、アルコール補充、ハンドソープ補充等をさ
せ、生徒たち自身がコロナ禍での振る舞いを学び合うよう指導する。

⑬美化委員の生徒が、清掃点検をはじめとする校内美化のリーダーとしてクラスを
指導し、自分たちの校舎をピカピカにする意識を向上させるよう指導する。

⑬美化委員の生徒に、掃除用具の点検・補充等をさせ、生徒たちが状況を把握して
運用するよう指導する。

⑬部活動への積極的加入を促す。特に１年生には部活動体験を行うことで入部率を高め
る。

Ⅾ
　生徒リーダーの育成

 生徒が安
全・安心な
学校生活を
送れるよう
に愛情を
もって生徒
指導を行
う。コロナ
禍の中でで
きることを
工夫して学
校行事や生
徒会活動を
行い、資
質・能力を
高める。

①学年の生徒指導係を中心に行内巡視等を行い、生徒理解と密状態にならないことを徹底
する。
①交通安全教育の充実を図り、バイク通学者には定期的に集会を行い安全への意識を高め
る。

④ごみの削減のため、生徒・職員ともに個人のごみの持ち帰りや、紙の使用量見直し・リ
サイクルを呼びかける。

①「感染症を正しく恐れ適切に対応する」力を育むため、「保健だより」等を使っ
て正しい知識を教育する。

①コロナ禍での運動会等体育的行事における救急対応体制を整える。

①生徒の心の健康を支えるため、毎月１回教育相談委員会を行い、職員間（ＳＣ含
む）の情報共有と連携を図る。

①スクールカウンセラーと生徒・職員をつなぐため、連絡・調整を行う。

④職員室、更衣室、職員昇降口等の塵一つない、学びにふさわしい環境を
整える。
⑪管理職、主任・主事のリーダーシップのもと全職員一丸となった学校運営の一助とな
る。
⑫学年、分掌、教科、管理職間の報告・相談・連絡を密にし文書管理・行事を確実に行
う。

⑭市内小・中学校及び地元行政や企業・産業との連携（地域連携・地域密
着）を通して学校を活性化を図る。

Ａ
　「学びの場」にふさわしい
「塵一つない」環境を整える。

Ｃ
　「柔軟で強靭」な学校づくり
に努める。

Ｄ
　生徒にチャレンジをさせる機
会を持たせるべく、小学校、中
学校や地域、父母教師会と円滑
な協力体制を築く。

Ｅ
　「速く、広く、深く」届く広
報活動に努める。

Ａ
　安全教育の充実を図
る。

Ｂ
　学校行事の充実とコロ
ナ禍での行事の在り方を
考察、実施する。

Ｃ
　危機管理の徹底。

⑭⑯⑰コロナ禍の中で地域でできることを探し、地域連携を深める。

⑪⑫学校行事等で事前指導を徹底することで事故の未然防止を図る。

①街頭指導や登下校指導を行うことで事故等の未然防止を図る。

⑬⑮大運動会の企画・立案・実施を生徒会が中心となって行うことで成功体験をもたせ
る。

⑬⑮文化部発表会を新２年生徒会で実施することで愛校心や一体感をもたせる。

⑬⑮生徒会全般の活動を通じて、自主性や主体性を高める。

⑪⑫危機管理マニュアルをもとに事前の事故防止や感染症対策の徹底を図る。

⑯中学校や地域に「このような頑張り方をしている」という説明責任を果たすよう
な情報の発信・収集に当たる。また、広報の基本は、我々職員の日々の姿と意識し
て教育活動に当たる。
⑰父母教師会、同窓会、小・中学校など地域等との良好な関係を深める中で、広報
を通して学校活性化につなげる。

①②学校生活アンケート、個人面談で生徒の状況を把握し、教育相談委員会（いじめ防止
対策委員会）で情報の共有を図る。

Ａ
コロナ禍の中でも、生徒
の心身の健康・安全が守
られる環境を作る。

Ａ
「学びの場」にふさわし
い塵一つない環境作りを
生徒減の状況でも成し遂
げる。

Ｃ
危機管理意識を高め情報共有
を図る。
Ｄ
健康管理、校内美化につ
いて、「生徒が生徒に学
ぶ、育てる」教育活動を
行う。

  生徒が心
身ともに健
康で安全な
学校生活が
送れるよ
う、環境整
備や感染症
対策、教育
相談等の充
実を図ると
ともに、生
徒一人一人
が主体的に
自己の健康
安全を守る
力を育むよ
う保健指導
を行う。

⑪⑫校内巡視を徹底し、校舎改築工事に伴う安全確認の徹底を図る。（特に生徒仮門から
昇降口まで）

⑪⑫地域の不審者情報や事件・事故等を周知することで安全確保を図る。

①②いじめ等の情報を迅速に把握することで、初期対応を的確にしいじめ防止を図る。

①②新型コロナ感染者が出た場合の対応を迅速に行うとともに学校でできることを模索す
る。

⑬⑮大運動会・文化部発表会などの学校行事を通じてリーダー性を育成していく。

「魔法はな
い、愛情は
ある」の教
師としての
行動指針に
基づいて、
地域と連携
し、説明責
任を果たす
ような広報
活動を行
い、学校活
性化を図
る。



⑬⑮貸し出しを中心にした図書館の利用促進を図り、校内の図書委員会活動や、地
区や支部での図書委員研修会などへの生徒の積極的参加と企画・運営を支援する。

⑮公務員指導の在り方を改善しながら、「公務員の山門」の型を体系化す
る。

②定期的な進路希望調査を実施して、年３回全職員で共有する。

②１、２年次は全体的な状況を中心として、３年次は生徒一人一人の状況
を中心として模試分析を行い、保護者・生徒と共有する。

②時期に応じた内容を精選し、年３回の「進路だより」を発行し、様々な
情報を共有する。

②山門高校の進路指導に役立つ「進路のしおり」を発行する。

Ｄ
　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
を学校の内外で仕組み、
主体性、自律心や企画
力、たくましさ（私がや
る！）を育む。

　「総探」
をコアカリ
キュラムと
して物事の
現状を的確
に把握し、
自らの目標
達成のため
に試行錯誤
できる生徒
を育てる。
生徒一人ひ
とりの多様
な進路実現
のために新
入試の様々
な入試形態
に対応した
積極的な情
報共有や進
路指導を行
う。

Ｂ
　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
力を伸ばすために、授業
改善に取り組み、授業力
向上を図る。

 生徒の資
質・能力を
伸ばし、意
欲的に行動
できる人財
を育てるた
めに、授業
力をつける
とともに、
教師として
の資質の向
上を図る。

⑥授業改善や授業力の向上、生徒が「納得できる授業」の実施に繋げるために、職
員研修や校外での諸研修を計画的、組織的に行う。

Ｄ
　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
を学校の内外で仕組み、
主体性、自律心や企画
力、たくましさ（私がや
る！）を育む。

⑮３年間の小論文指導を改善しながら、「小論文指導」の型を体系化す
る。

⑮生徒自身が自らの長所や特性、課題を意識しながら進路を深く考えるよ
うに、「HR」の進路学習を実施する。

⑥授業改善のための研究授業をすべての教員が行い、「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」、生徒が「納得できる授業」を
仕組むために研鑽を重ねる。

⑥すべての教員が「Oneテーマ課題研究」に取り組み、教育活動を進めるうえでの
諸課題を明確にして、「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」、生徒が「納得できる授業」を仕組むために研鑽を重ねる。

⑥授業アンケートを年に２回行い、分析と課題の明確化を通じ、授業改善を図り、
授業力の向上のために研鑽を重ねる。

Ａ
　生徒の多様な進路希望
を実現することができる
よう、生徒の状況や最新
の情報を職員・保護者と
共有する。

Ｂ
　生徒の多様な進路希望
を実現することができる
よう、生徒や進路希望に
応じた取組を行う。

⑤生徒の実態に応じて課外・土曜セミナー・補講を柔軟に実施する。

⑤生徒の主体的な活動や特性を踏まえたうえで個別に対策を講じ、国公立
大学の総合型選抜入試・学校推薦型入試での合格者を増やす。

⑤進路希望に応じた「ふれあい看護体験」やインターンシップ、フィール
ドワークを積極的に推進する。

⑬⑭生徒が“自分の将来”を見つめ、主体的に探究できるように第１学年
「総探」を計画的に運用する。

⑬⑭生徒が主体的に思考を深め、自分が考えたプロジェクトを堂々と発表
できるように第２学年「総探」を計画的に運用する。

⑬自らの希望進路に向けて主体的に行動できるように第３学年「総探」を
計画的に運用する。

⑬⑭生徒が主体的に活動するために、「やま盛ポイント」を運用し改善し
ていく。

⑬生徒が自らの行動を振り返り、次の行動につなげるために「キャリアパ
スポート」を計画的に運用する。



Ｄ
　様々な学校行事を通し
て、生徒の主体性や自立
心を育成する。

①こまめに面談を実施し、生徒の状況や心境の変化を把握するとともに、保健室や
健康管理課との情報共有に努める。

①「学校生活が楽しい」という思いをすべての生徒が持てるよう、日ごろから生徒
の声に耳を傾け、学校生活アンケートの該当項目で肯定的評価を得る。

⑥「生徒が納得する授業」の実現に向けて、教材研究を行い授業の質の向
上を図る。

⑬学校行事、校外研修、ボランティア活動などに積極的に参加するよう促し、全て
の生徒が体験的活動を行えるようにする。

　一人一人
の生徒が安
心して楽し
く前向きに
学校生活を
送ることが
できるよ
う、職員一
人一人が愛
情と情熱を
持って教育
活動に当た
る。
　また、多
様な進路希
望の実現の
ために適切
なコース選
択ができる
よう支援す
る。何事に
も意欲的に
取り組み、
そこから何
かを学ぼう
とする探究
心溢れる生
徒の育成を
目指す。

②保護者と密に情報交換を行い、生徒の情報に関して学年職員間での情報共有を図
る。

④日ごろから黒板、窓、掲示板などの学習環境整備に努め、生徒自身に美化意識を
持たせる。

⑤日ごろの生活の様子や面談をとおして生徒の適正と能力を把握し、一人一人の進
路に応じた文理選択を支援する。

　全職員で
愛情と情熱
をもって、
全ての教育
活動を行う
ことで、生
徒の自己肯
定感を高
め、生徒自
身が自分の
良さを存分
に発揮でき
るよう支援
する。ま
た、様々な
ことに失敗
を恐れず挑
戦させると
ともに、社
会における
自己の在り
方生き方を
考えさせ、
地域貢献・
社会貢献の
意識を醸成
すること
で、自身の
将来につい
て主体的に
考えること
ができる生
徒を育て
る。

⑧成績上位層の引き上げに努める。指導の現状と今後の指導の方針を共有する。

⑧成績下位層の引き上げに努める。指導の現状と今後の指導の方針を共有する。

⑧模試分析会や学年会において生徒に関わるすべての職員間で成績の推移を把握
し、各教科の指導の連携を図る。

⑫毎朝の健康観察を徹底し、健康管理課と情報を共有しながら、生徒の健康管理に
従事する。

⑫生徒や保護者に対して健康管理についての連絡を徹底し、学校での様子と家庭で
の様子を相互に共有する。

⑭進路指導課と連携し、生徒の“探究力”を伸ばし、生徒自らが課題を発見し、そ
の解決に向けて探究できる能力を育成する。

⑭職員が「指導しない」のではなく、生徒が主体的に活動できるように「事前の準
備や打合せ」を徹底する。

①定期的に生徒と面談を行い、職員間での情報共有を図ることで、生徒が安心して
学校生活を送ることができる環境を整える。

②生徒情報を保護者と共有し、学校での教育活動と家庭での教育的指導が一貫した
ものになるようにする。

③生徒の学ぶ意欲や自身の在り方生き方を尊重し、全ての教科指導が教科横断的に
人間形成に関わることを意識する。

Ａ
　生徒一人一人を大切に
し、安心・安全な学年作
りを目指す。

Ｂ
　第一希望の進路実現の
ため、生徒の意志を尊重
しながら、すべての生徒
の学力を伸ばす。

Ｃ
　危機管理を徹底する。

Ｄ
　様々なことに挑戦させ、失
敗しても諦めず、経験から学
ぼうとする生徒を育てる。

④美化意識を生徒に持たせ、日頃から自主的に美化活動（ゴミ拾いや掲示物の整理
など）に取り組むよう全職員が指導する。

⑤生徒の進路希望を尊重するとともに、生徒の現状を的確に把握しながら全職員で
生徒の進路指導に当たる。

⑥授業者の満足度ではなく、生徒の納得の度合いを高めることを念頭に置いて、教
材研究や他の先生方の授業参観を行う。

⑦１８歳成人を目前とした今の時期を、どういう心構えで過ごすべきかを様々な行
事を通して学ばせる。

⑧学年会や模試分析会で、それぞれの成績層別に指導の現状と今後の指導の方針を
共有する。

⑨観点別評価に加えて、学年団の生徒指導においても生徒の個性を大切にできるよ
う、学年団で意識の共有を図る。

⑩理数コース活性化のために、学年でも様々な理数コースの特色を出せるような研
修や発表の場を考えていく。

⑪⑫全職員が報告・連絡・相談を徹底し、チームで教育活動に当たることができる
ような雰囲気を醸成する。

⑬校外研修や生徒会活動、ボランティア活動を積極的に呼びかけ、学年に所属する
全ての生徒が参加できるようにする。

Ａ
　生徒一人一人が安心し
て学びに向かうことがで
きる環境及び雰囲気を整
える。

Ｂ
　生徒一人一人に応じた
学習指導を行い、全ての
生徒の学力を伸ばす。

Ｃ
　危機管理意識を高め、
関係部署との密な情報共
有を図る。

⑭⑮探究活動や学校行事をとおして、地域に根差し地域に愛される生徒を育成する
ために、職員で十分な支援を行う。



　・
　・
　・
　・

評価項目以外のものに関する意見

　・
自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策

①生徒との面談を定期的に行い、担任が知りえた情報で共有すべきものは
常に担任会・学年会で情報共有する。

②健康管理課と連携し、配慮が必要な生徒には様々な対応を整えておく。

④廊下や教室の掲示物は、美しくかつ生徒の意欲が向上されるようなものを掲示していく
ことで、活気溢れる学習環境を目指す。

Ｄ
 最上級学年として運営する
大運動会での経験をもとに、
生徒全員に主体性・協働性を
持たせ、協力して目標に向か
い合える仲間の素晴らしさや
失敗から立ち上がることの重
要性を理解させる。

⑦全ての教育活動を通じて１８歳成人としての意識を持たせ、社会に対する責任感
を芽生えさせる。

⑧総合型選抜入試・学校推薦型入試を活用し、習熟度に関わらず全ての生徒の進路
目標を実現させる。

⑧模試分析会とは別に、定期的に教科担当進捗確認会議を行い、教科間のバランス
調整と計画的な指導を行う。

⑧模試分析会等で共有している生徒情報をもとに、習熟度別・進路別の指導を計画的に
行っていく。苦手科目の向上が急務な生徒や、受験教科として向上が必要な生徒には適宜
個別指導等も行い、教科担当同士で連携を取りながら効果的な指導を行っていく。

⑫学年団全員が危機管理意識をもって生徒対応・保護者対応にあたり、知りえた情
報はささいなことでも報告・連絡・相談を学年間で行う。

⑬リーダー指導を計画的に行っていく中で、成功・失敗体験を積ませ、学校のリー
ダーとしてだけではなく地域のリーダーとして成長させる。

⑭教育活動を通じて学んだリーダーシップ・フォロワーシップが社会や地域におい
ても発揮できる生徒に育てる。

⑮企画委員会を始め、ブロック内での教員会議や、教員係内会議を行うことで、育
てる力の共有と、一丸となった指導を行う。

⑥「分かる授業」の実践のため、授業の工夫（ICT等）や教科間の連絡相談を徹底す
る。また授業の中でつけさせた力がそのまま進路実現につながるよう、教科担当全員
が入試問題研究や共通テスト対策等の自己研鑽を積んでおく。

⑯大運動会のリーダーや第一希望合格者の情報を学年通信等で発信していくことで、
地域からの信頼を高めるとともに、広報される生徒達がさらに意欲的に学校生活に取
り組めるよう指導していく。

　愛情と情
熱をもった
親身な指導
を学年団一
丸となって
行うこと
で、生徒全
員が進路希
望を実現
し、夢や希
望をもって
次の段階へ
と進んでい
けるように
支援する。
　また、最
上級学年と
して生徒全
員が活躍で
きる教育活
動の場を設
けていくこ
とで、生徒
全員が自己
の在り方生
き方を考
え、社会に
対して責任
を持てるよ
うな有為な
人物になれ
るよう成長
させる。

Ａ
　理数コースのすべての生徒
が自己肯定感を感じられるよ
うな取組を企画・運営する。

Ｂ
　進路実現に必要な情報の収
集と共有を徹底し、一人一人
が主体的に進路を選択できる
よう支援する。

Ｅ
　理数コースの特色や日頃の
生徒の様子を「速く、広く、
深く」広報する体制を整え
る。

①学年を超えた立体的な指導の実現のために、理数コースプロジェクト会議を開
き、取組の企画や生徒情報の共有の場とする。

①探究活動や理数コース独自の取組を通して生徒一人一人が自分の良さを認識し、
主体的に活動できるよう支援する。

⑩進路指導課と連携しながら、探究活動やその他の学校行事において理数コースの
特色を出せるような研修の充実を図る。

⑩理数コースの縦の交流を定期的に設定し、３学年合わせて山門高校の理数コース
であるという意識を醸成する。

⑯理数コース通信を年に６回発行し、理数コースの取組や生徒の様子について地域
に発信する。

⑯広報担当と連携し、地域の中学生を交えた理数コースの取組を実施し、理数コー
スの良さを中学生に実感してもらう場とする。

　生徒自身
が自分の持
つ資質や能
力を理解
し、それに
適した進路
選択を行え
るよう学年
間を超えた
指導を実施
する。
　また、理
数コースの
特色化を図
り、生徒が
主体的に学
ぶ場を提供
し、その活
動を地域に
効果的に発
信できるよ
うな広報体

Ａ
  生徒が自身の将来に向かっ
て落ち着いて学習できる環境
作りと、自らの進路に悩んだ
際に安心して相談できる学年
作りを目指す。

Ｂ
  生徒の第一進路希望を実現
することができるよう、多様
な進路目標に合わせた学習指
導を計画し、全員の学力を伸
ばす。

Ｃ
 コロナ対策と情報共有を徹
底し、危機管理意識を持った
生徒対応、保護者対応を行
う。

Ｅ
 ３年生の成長した姿を広報
活動に生かす。

⑤全員の進路目標を達成できるよう、模試分析会等で情報共有、対策の検討を徹底
して行う。


