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　　　　学校番号

評価（３月）

本年度重点目標

グランドデザインをはじめとした各種
教育計画の具現化と３年間を見通した
教科指導体制の確立を図る。

生徒一人一人を大切にし、すべての生
徒の学力を伸ばす。

主体的に自らの進路を切り拓こうとす
る生徒を育成する。

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与
え、自立心と企画力、たくましさを育
む。

評価項目 具　体　的　目　標

教務に係る担任業務を中心に業務分担
の見直しを図り、現在の著しく不公平
な業務分担の是正を図る。

３年生の進路実績目標として、国公立
大学３０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１５名・福大
７０名・中村学園大１０名以上を達成
する。

私大への興味・関心を高めるため、年複数回の講演会を実施する。

進路室に「福大・西南」「関関同立・MARCH」のコーナーを設ける。

総合的な学習の時間」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。 国公立・私大の出願検討会を実施し、その充実を図る。
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学校運営方針

昨年度の成果と課題

［成果］
　・進路実績の回復
　・落ち着いた学習環境
　　の維持
　・生徒主体の学校行事
　　づくりの定着

［課題］
　・学力向上
　・進路実績の向上
　・定員割れの克服
　・理数コース活性化

学

習

指

導

部

教務に関する業務
の適正化と効率化

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。（３年間の
キャリア教育計画
の遂行）

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。

理数コース活動に対して、生徒の８割
以上から肯定的評価を得られるように
する。

「理数コース通信－ＤＲＥＡＭ－」を
毎月発行、継続的にＨＰ更新を達成す
る。

福岡県立山門高等学校　

教師としての行動指針と３年間を見通した指導計画に則って、山門高校３つの約束（難関へのチャレンジを親身な指導で支える／楽しい行事／一人一人を大切にする）を
具現化するとともに、失敗を経験しながらもたくましく成長しようとするチャレンジ精神を持った生徒を育てる。そのために、学校を挙げて生徒の「リミッター」外しと
学力向上、生徒主体の学校文化づくりに取り組む。

試験問題は考査ごとに回収・点検を行う。

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。

指導要録記入の分担、総学・ホームルーム負担分散など担任業務全体を洗い出し、先生方から意見を聴取しながら
担任・副担任の業務分担を制度化する。

学期ごとに定期考査や模試の結果を分析し、効果的な少人数ゼミや学力補充講座を実施する。

進路意識を高めるための施設見学と自学力を身に付けるための学習合宿を実施する。

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。

学　校　運　営　計　画　（４月）

具　体　的　方　策 評価（３月） 次年度の主な課題

○「グランドデザイン」に盛り込まれた目標を達成するとともに、手立て及びスケジュールについても計画どおりに遂行する。
○「学習指導部総合策」に盛り込まれた目標を達成するとともに、手立て及びスケジュールについても計画どおり遂行する。
○「生徒育成部総合施策」に盛り込まれたコンテンツに対する各学年取り組み状況の年度末評価が「Ａ」を得られるようになる。
〇「国」「数」「英」における３年間を見通した指導計画を作成する。

○「生徒基本情報」「生徒カルテ」を完成させ、実際に運用できるようになる。
○「学校から自身が大切にされている」という実感を９割以上の生徒に持たせる。
○すべての教師が授業評価アンケートで生徒の学力を向上させようという肯定的評価が８割以上

○３年生「進路を考えるに当たり、自身で目標を定めることができた」という回答を８割以上の生徒から得る。
○１年生「進路を考えるに当たり、自身で学習計画・進路実現計画を定めることができた」という回答を８割以上の生徒から得る。
○２、３年生「進路達成プランに基づいた学習ができた」という回答を８割以上の生徒から得る。

○「学校が楽しい」という回答を９割以上の生徒から得る。
○大運動会や文化祭をはじめとした各種行事に対して、生徒が主体的に活動したという回答を８割以上
〇学校行事や勉強、部活動などで「何かにチャレンジした」という手応えを８割以上の生徒から得る。

69平成３０年度学校自己評価表（　計画段階　・　実施段階）

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。

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。

理数コースブラン
ド化に向け、質の
高い学習環境や行
事を提供するとと
もに、ブランド化
定着に向けて効果
的な広報活動の一
助を担う。

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、学年の枠を超えた理数コースの交流を図り、山門高校
理数コース生としての自覚を持たせる。

年間発行計画を予め作成し、担当者、発行日を明確にしておく。

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。

分掌

希望制となった課外・土曜セミナー・少人数ゼミの計画を改善しながら、実態に応じて対応する。

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。

積極的に授業の様子、生徒の感想を公開する。

通信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。

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。

生徒主体の探究活動を支援するために「総合的な学習の時間」を計画的に運営する。

メンター制度の設置を周知し、生徒の活用を促す。
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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。

委員会活動の活性化を図る。

１１月進研模試の国数英総合の偏差値
が、７月進研模試結果よりも伸びてい
る。

生徒の学力に合った進路指導の一環と
して、私立大学進学のメリットをア
ピールし、積極的な意味での選択肢の
一つとして生徒・保護者が視野に入れ
られるようにする。

第２学期以降は、私立大学の魅力（大学そのものの魅力に加え、受験教科が３教科というメリット）についての情
報提供を行う。

必要に応じ保護者や医療機関との連携を図る。

その後も、定期的に二者面談や生徒への声掛けを適宜行い、常に生徒に向き合う姿勢を生徒に感じさせる。

「勉強がわからなくて、困っている」という生徒（学校生活アンケート）には担任・教科担当で面談、勉強の仕方
を個別に教えるなど、放っておかれない安心感を感じさせる。

偏差値４５未満の生徒や学習意欲を失っている生徒の情報を学年で共有し、担任・教科担当の面談でつまずきの原
因を確認し、個別指導を行う。

夏季課外時に学力補充講座を行う。

１、２学期まではどの教科もしっかりと取り組ませ、早期に苦手科目を「捨てる」ということがないように留意す
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。

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。

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。

生徒カルテ・生徒基本情報を２週間に一度確認し、情報共有と情報提供をはかり、学年全体で生徒を支援する。

夏季課外時に発展講座（少人数ゼミ）を行う。

面談週間などを利用して、早期の信頼関係を構築し、入学式後の高校生活のスタートをスムーズにきらせる。

生徒の欠席理由で注意を要する場合は、原則として２日以上連続の欠席で家庭訪問を実施する。

土曜セミナーの特別講座を用いて上位層の育成を行う。内容については国数英の担当者で検討する。

第２学期後半（１１月進研模試後くらい）に、成績の傾向を担任・教科担当でよく確認したうえで３教科に絞って
受験をした方が良い生徒に対して積極的に私立大学（３教科型受験）進学を勧める。

学年保護者会や三者面談の場で保護者に対しても私立大学進学のメリットや経費等の情報提供を行う。
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主権者教育

生活・道徳指導

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。

ハートフル講演会等を通して生徒の心に訴える。

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。

生徒会長選挙の立候補者を増やすこと
で、政治等への意識を高める。

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。

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。

校内生活・安全確保を図る。

グランド管理を徹底（雑草をはやさない）し、安全確保を図る。

生徒が主体的に考えたクラス行事（１年）、ボランティア行事（２年）を実施する。

ＨＲ活動の時間を確保し、生徒主体に計画・立案させる。

各種行事に対して生徒が主体的に活動
したという回答を８割以上の生徒から
得る。
学校行事や勉強、部活動などで｢何か
にチャレンジした｣という手ごたえを
８割以上の生徒から得る。

自己肯定感を８割以上の生徒から得
る。

生徒の規範意識向上を図る。

交通事故の防止と通学マナー向上

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

すべての部活動が、初戦突破或いは各
種コンクール入賞を果たす。

安全教育

生徒の主体的活動

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。

「学校から自身が大切にされている」
という実感を８割以上の生徒に持た
せ、「山門高校に来てよかった」と生
徒が感じられるようにする。

生徒一人一人を大
切にし、全ての生
徒の学力を伸ば
す。

安全に留意するとともに感染症予防に
努める。健康管理能力を育

成する。

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。

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。

美化意識の高揚を
図る。

教育相談体制の充
実

第
一
学
年

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。

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。

強化練習会などに積極的に参加する。

生徒会執行部の研修会を実施し意識向上を図る。

危機管理マニュアルを通して事故の予防を徹底させる。

年間４回の主権者講演会を実施し、意識の向上を図る。

治療が必要な場合は、担任・保護者・医療機関との連携を図り支援する。

「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。
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自立と協働を学ぶ体験活動や文化祭を
はじめとした各種行事に対して生徒が
主体的に活動したという回答を７割以
上の生徒から得る。

クラス独自の行事を立案・企画・実行
していくことを通して、生徒の自律心
と企画力、たくましさを育み、生徒が
達成感を感じる。

「進路を考えるに当たり、自身で学習
計画・進路実現計画を定めることがで
きた」という回答を８割以上の生徒か
ら得る。

情報共有と情報提供をはかり、学年全
体で生徒を支援する。

生徒の状況や進路情報等は学年通信を
通して保護者に情報提供を行う。

偏差値４５～４９の中堅層を引き上げるための指導を総学（Ⅲ期）の課題克服講座、土曜セミナーの特別講座を用
いて行う。内容については国数英の担当者で検討する。

生徒一人一人を大
切にし、すべての
生徒の学力を伸ば
す。

生徒カルテ・生徒基本情報を２週間に一度確認する。

総学の課題克服講座で質問を重点的にさせる。

二者面談を通して生徒の意欲を喚起する。

学年集会を開いて、求められるリーダーの訓話を行う。

学年集会を開いて、求められるリーダーの訓話を行う。

進路希望を持てていない生徒には、面談週間とは別に、個別進路指導を担任が行う。

学期の中で面談を面談週間とは別に２回行う。

進路と連携して行う。

総学のプログラムによって、「情報を得る」「自分自身のことに落とし込む」「言語化する」「計画を立てたり何
が足りないかを考える」「他者に説明する」「他者の話を聞いて自らを見つめ直す」という活動を行う。

各ＨＲで担任から、また教科担当者から呼びかける。

進路と連携して行う。

校内だけでなく、校外における研修や
資格取得にも参加することで、見識を
深めるとともに、たくましく生きる力
を身に付ける。

生徒の状況や進路情報等は学年通信を
通して保護者に情報提供を行う。 生徒が頑張っている姿を掲載し、保護者と学校の連帯感を醸成する

様々な学校行事に積極的に参加することを通して、集団で行動することの難しさとだからこそ集団で１つのことを
成し遂げることの大切さを適宜、教師側が語るようにする。

ＨＲ活動の中で担任・副担任も一緒に参加し、行事を成功させるために到達目標を明示し、適宜指導助言を与え
る。

参加した先輩たちの経験談などを紹介する。

生徒全員が「挨拶励行」「時間厳守」
「整理整頓」ができるようになり、満
足感を感じる。

１年生スタートアップの一環である「早朝訓練」において、上記３項目を徹底させる。

その後、「自立と協働を学ぶ体験活動」で振り返りを行い、当たり前のことを当たり前にできることの意義、上記
３項目を行うことの意義を考えさせる。

行事後などの学年集会において、達成できているところは積極的にほめるようにする。

第
二
学
年

第
三
学
年

自律心と企画力、
たくましさを持
ち、主体的に自ら
進路を切り拓こう
とする生徒を育成
する。

生徒一人一人の希
望進路を実現させ
る。

生徒一人一人の安
心感と学校満足度
を高める。

山門生としての誇
り育む。

次世代リーダー塾に５人以上応募す
る。

生徒会長選挙に３人以上立候補する。

２年次最後の進路希望調査で９割以上
の生徒が進路希望を明確にする。

一カ年皆勤を６０名以上にする。
学校満足度調査で肯定的評価を得る。

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。

進路目標を達成する。
理数コース：国公立６，関東関西主要
私大４
普通科一般：国公立２４，関東関西主
要私大６
西南・福大・中村のべ９５
九大１，熊大２

参加した先輩たちの経験談などを紹介する。

校内だけでなく、校外における研修や
資格取得にも参加することで、見識を
深めるとともに、たくましく生きる力
を身に付ける。

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

生活の記録で学習・生活の把握を行い、担任が日々声かけをする。

模試検討を中心に担任と教科担当者で情報交換をする。

２年１月進研記述模試で偏差値５０以
上の数を５０人以上にする。

２年１月進研記述模試で偏差値４５未
満の数を１０人以下にする。

生徒が在り方生き
方を考える機会、
失敗を恐れずチャ
レンジし主体的に
行動する機会を作
り、自律心と企画
力、たくましさを
育む。

１学期の間に大運動会や文化祭の役員を経験させる。

各HRで担任から,また教科担当者から呼びかける。

偏差値４５未満の生徒は情報共有を学年で行い、担任による面談でつまずきの原因を確認し、教科による個別指導
を行う。

総学（Ⅲ期）のハイレベル講座、土曜セミナーの特別講座を用いて上位層の育成を行う。

夏季課外時に少人数ゼミ・発展講座を行う。

８月１日～３日に成績上位者を対象に集中講座を行う。

計画的に上位者を指導する。

学年通信を活用し、生徒・保護者へ進路情報を提供する。

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。

保健室と連携する。

生徒の企画・計画を尊重する。

一人一人の役割を明確にする。

面談を行う。

第
一
学
年
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ホームページを定期的に更新する。

教育方針が伝わるようにする。

人材育成計画に示した対象者に対し
て、年間を通じて断続的な研修を行
う。

大学入試問題検討を行い、試験問題に
実際に取り組む。

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、研修委員会と
ともに企画・運営し、保護者の大学へ
の理解を深める。

＜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

広

報

課

ホームページや広
報資料の充実を図
る。

各課等への働きかけに努める。

生徒の姿を盛り込むなどして、広報資料を工夫する。

企
　
画
　
課

志願倍率におい
て、推薦入試1.0
倍以上、一般入試
1.2倍を目指す。

中学校訪問・塾訪問の充実を図る。

説明資料の充実を図る。
中学校訪問時の説明スタイルを確立する

塾訪問の内容を改善する

進路相談事業ステージ発表のレベルを維持する

久留米・大牟田地区からの受検生を増
加させる。

他地区での進路相談事業の展示物等を工夫する

訪問する中学校・塾を精選し、重点的に広報活動を行う

ＨＰ更新期準備に担当がチェック・報告し更新を促す

職員組織の円滑な
運営を推進する。

起案文書をチェックし、教頭業務をサ
ポートする

起案文書の誤字・脱字・記載内容の不足など丁寧に確認し、状況によっては担当者に直接確認し修正を促す。

複数の分掌が関係する場合、調整役を担う。

職員室内の環境整備を行う
最低限のルールを確認し、周知徹底を図る。

下足ロッカーを整理する。

研

修

課

学校行事の円滑な
運営を推進する。

父母教師会の諸活
動を通して、保護
者からの肯定的な
評価を得る。

教育センター専門研修、研究発表等への参加を促す。

「生徒指導」「人権教育」関係のキャリアアップ講座への１名以上の参加を働きかける。

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。

入学式・卒業証書授与式について前年
度反省をもとに確実に改善する。

父母教師会との連絡窓口業務で良好な
関係を構築し、各種行事への参加率を
上げる。

ＨＰ更新のための技術的な研修会を実施する

前年度の反省をもとに、各係と改善案を検討する。

準備段階の記録を着実に残す。

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。

図書の貸し出し数を増やす。

図書委員会の活性化を図る。

授業力の向上を図
る。

教師としての資質
の向上を図る。

図書館利用の活性
化を図る。

１０月までに全員から、指導案の提出を受ける。

全員が学習指導案について管理職又は
指導教諭からの指導を受ける機械を設
ける。

授業改善の目標を設定し、実践する。

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。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。

校外研修等への参加により資質の向上
を図る。

図書館だよりを定期的に発行する。（５回／年）

参観週間を設定し、（1週間程度、１回／学期）のペースで、管理職・指導教諭が授業を参観し、指導助言を行う。

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。

「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）

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。

教科会時の実施とすることで、実施しやすい環境を整える。

年度初めに提出計画を調査し、１学期末に状況報告を行う。

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。

２回目の授業アンケートの結果を分析し、次年度改善につなげる。

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。

中学校訪問時に配布する「山門だより」等の資料を充実させる

図書委員会の発案による取組を実施する。（1回／学期）

視察大学・当日日程について、進路指導主事を交えて研修委員会とともに早期に決定し、内容の充実を図ると共
に、余裕のある案内期間を確保する。

ＨＰのトップページを更新する


