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項目ごとの評価 学校関係者評価委員会からの意見

A

B

B

A

B

A

B

A

A A

　
　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

評価（３月）

・地域行事やボランティア活動等の校外活動に参加させ、地域と一層の連携強化を図る。

A

・コロナ禍においても、ＩＣＴを活用する
ことで、学習機会を確保するだけでな
く、それ自体が生徒の能力向上につな
がると思う。

多種多様な体験活動を通して、心身ともに逞しく、心
豊かな創造者の育成を図る。

「主体的・対話的で深い学び」の実
践に向けた授業改善を促進させる。

学校図書の環境を整備し、積極的
な活用を促す。

コロナ禍であっても実施できる「主体的・対話的で深い学び」による授業改善に積極
的に取り組む。

学習用端末や電子黒板、クラウドなど学習用端末等の積極的な利活用を推進し、新
たな学びの開発に先駆的に取り組む。

Google Classroomを用いてタブレットPCと電子黒板をつなぎ、クラウドベースによる
新たな学びの開発のための職員研修を実施する。

研究授業や教員相互の授業参観等を積極的に行い、授業研究の充実を図る。

A

B
教員の資質向上に向けて研修内容を充実させ、研修会を実施する。

ＡＰ(アドミッションポリシー) ・高い志を有し、その実現に向けて真摯に努力を行う意欲旺盛な人　・文武両道を目指す人

具　体　的　方　策

A

・コロナ禍における臨時休校中、「生徒の学
びを止めない」を合言葉に全職員が一丸と
なってICTを活用したオンライン授業に取り
組み、成果をあげることができた。学校の
教育活動再開後についても引き続き、ICT
を活用しながらアクティブ・ラーニング型や
英語イマージョン教育授業等へ積極的に取
り組み授業改善が行われた。今年度はこれ
までに培ってきたノウハウをさらに前進さ
せ、生徒の思考力・判断力・表現力を育成
し、実力向上に資する必要がある。
・昨年度実施できなかった学校行事、ボラン
ティア活動や自然体験活動、地域の行事等
への参加等、豊かな体験活動を通じて心身
ともに逞しい人材を育成することが必要で
ある。
・家庭や地域社会、同窓会等との連携を深
めながら、学校の特色を広く浸透させ、選
ばれる学校づくりを推進していかなければ
ならない。

教務

学　校　運　営　計　画　（４月）

A A

具　体　的　目　標

・「主体的・対話的で深い学び」による理解の質を高める授業の創意工夫と評価の改善を一層進める。

・ＩＣＴの活用によって、学校教育活動の推進に努める。

・人権教育・道徳教育を推進し、豊かな心をもった人間の育成と安全・安心な学校づくりに努める。

・生徒研修（関東研修）やキャリア教育講演会、県主催の研修会等の積極的な参加によって、視野を広げさせる。

・Ace Programによる探究型学習のさらなる充実を図る。

・英語イマージョン教育により生徒の実践的英語力を高め、グローバル人材の育成を推進する。

教務

学事
情報

研修
図書

思考力・判断力・表現力の育成につとめ、抽象度の高い学習内容を理解し、表現で
きるように工夫する。

A

・「社会に開かれた教育課程」に対応したカリキュラム・マネジメントを推進する。

○　新学習指導要領の実施に向けて、細かく分析や省察
を行うことで生徒の実態に応じた教育活動や評価を計画
的に行っていきたい。
〇　文書類をポータルサイトを活用して配布・提示を行い、
校務のＤＸを進めたい。
〇　時間割変更について、出席簿の電子化に伴い、効率
的な変更・掲示について研究をしたい。
〇　学習時間調査を、計画的に実施したい、主体的に学習
に取り組む態度を涵養したい。

〇　新学習指導要領の実施に伴い、校務支援システムの
改善が必要になるため、こまめな情報提供を行いたい。
〇　ミニ研修会を継続し、「いつでも学べる」環境づくりを通
した円滑なICTの導入を図りたい。

○　授業改善に向けた研修会や教員相互による授業参観
の機会を充実させる。特に、教科の枠を超えた教員同士に
よる取組を活発に行っていきたい。また、授業におけるタブ
レットの活用方法の研修会等を取り入れていく。
○　図書選書委員会の定期開催を心がけ、学習活動の充
実に尽力していきたい。

次年度の主な課題

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）

福岡県立戸畑高等学校

・学校行事の企画・運営を生徒自らが行い、生徒自身の力で課題に取り組ませる。

総合的な探究の時間や進路学習など様々な学びの機会での活用促進に努める。

年　度　重　点　目　標

学校運営方針 ＣＰ(カリキュラムポリシー)   ・未知の課題に対応する力の育成　・個性と社会性の育成　・人生を切り拓く力の育成

ＤＰ(ディプロマポリシー)     ・確かな学力 　・新しい時代を創造する力 　・たくましい人間力

基礎的・基本的な知識及び技能の習得はもちろんの
こと、これらを活用して課題を解決するための思考
力・判断力・表現力等を育む。

年５回の家庭学習時間調査を実施し、生徒が自らの学びを振り返り、計画的に学び
に向かう力を育成する。

新学習指導要領の実施を見据え、評価方法について研修を行い、指導に生かす教
育評価のあり方を検討する。

「主体的・対話的で深い学び」による
授業改善や新たな学びの開発に積
極的に取り組み、思考力・判断力・
表現力を育む教育活動を展開す
る。

評価（自己評価・形成的評価・総括
的評価）の改善に計画的に取り組
む。

ICT機器の積極的な利活用と適切な
機器の管理により、個別最適な学び
や探究する新たな学びの開発に取
り組む。

昨年度の成果と課題

具体的目標

学校関係者評価

B

A

A

評価項目

自らの可能性を高め、これからの国際社会の発展に
貢献する高い志をもった人材の育成を図る。

１
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B

職員向けの人権教育研修等を企画
し、人権意識の高揚を図る。

人権・同和教育
若戸同研に向けて、日頃から自己研鑽を積み、本校の発表の一層の充実をめざす。

生活のリズムを保ち十分な睡眠時間を確保しながら活力ある学校生活を送るため、
ﾓﾆﾀｰｼｰﾄを利用して自己管理させる。

生徒に人権啓発活動の意義や重要
性について正しい知識を習得させ
る。

生徒の人権意識を高めるために、よ
りよい学習活動・人間関係・学習環
境づくりに学校全体で取り組む。

A

A

B

○　人権・同和教育特設授業の内容をさらに検討する。
○　人権・同和特設授業の適切な日程調整を行う。
○　職員向け人権問題についての研修を充実させる。
○　生徒に対して成人年齢改正に伴う心構えを啓蒙する。
○　生徒の社会における人権問題への関心向上を図る。
○　情報社会の負の側面についての生徒向け研修を行
う。

生徒が自主的に学校を改善していく組織を目指し、慣例に囚われない意見交換を行
う。

心身に関するアンケートを行い、生徒の抱える課題の早期発見・早期対応に努め
る。

グループエンカウンターを行い、自己理解・他者理解を深め、より良い人間関係の構
築を図る。

Ａ

・登下校の生徒の姿は清々しく、こちら
から挨拶をすると必ず礼儀正しい返答
が来る。
・挨拶は生活していく上で基本中の基
本、それが通りすがりの挨拶となると
それはとても好印象となり、人間関係
もスムーズとなるので、是非とも徹底
してほしい。
・写真やイラストが掲載された生徒会
だよりを興味深く読ませていただい
た。是非継続してほしい取組だと思う。

・ＬＧＢＴへの理解等新しい社会課題に
ついても学んでほしい。

校外模試の分析を教科・学年で行い、目標を達成できるように組織的に指導する。
また、スタディサポートを活用して生徒の実態を把握し、適切な進路指導を行う。

各教科で大学入試問題研究を行い、教科指導力の向上に努め、生徒の学力を見極
め、的確な進路指導ができるようにする。戸高模試では２次力を育成・把握できる問
題を作成する。

Ｂ

・進路指導について、国公立大現役合
格の現状は、目標の６０％に及ばない
とはいえ立派な成績だであり、学校の
努力が表れていると思う。
・クラスにより大学推薦推進に差があ
るように感じた。
・生徒が真に希望する進路を選べるよ
う、今後ともひとりひとりに寄り添った
指導をお願いしたい。
・広報については、コロナの制限下で
もあり、厳しい面があったと思われる。
・コロナ禍で大変だとは思うが、中学
校や塾の訪問で、また体験入学等で
大いに魅力ある戸畑高校をアピールし
て志願者が増加することを願ってい
る。

週に１回の進路会議で情報交換をして計画的な進路指導が出来るようにする。３年
生の進路検討会を充実させ、生徒へ的確なアドバイスを出来るようにする。

２年次で九大オープンキャンパスに参加させたり、知の創造塾や課題研究発表会に
も積極的に参加させ、進路意識を向上できるようにする。

Ａ

実効性ある防災避難訓練の実施・
整理整頓整備された学校環境づくり

個々の生徒の実態把握と適切な進
路指導を実践する。

１年次より週に１回は放課後に難関大講座や添削指導を実施して、進路意識と学力
の向上に努める。

国公立大学合格率６０％以上（１４４
名以上）、難関大合格者１０名以上
（１，２年次に難関大志望者を２０名
以上にする。外部模試S3以上10
名、A1以上20名を目標とする）

自己の適性や能力を的確に把握さ
せ、望ましい希望進路の選択ができ
る生徒の育成を目指す。

B

A

B

B

A

広報

進路指導

ブラインド訓練を通して、生徒の自発性を育成するとともに、教員による安全確認と
的確な指示を実践する。

美化委員会活動の活性化と「花いっぱい運動」の推進と共に、生徒の公共心を養う。

生徒

A

A

B

A

A

A

生徒指導

挨拶・マナー等の規範意識の向上

生徒会活動の活性化

健康相談活動の実践と充実

保健
整備

B

A

学校ホームページや戸高新聞を活用し、広報活動の充実を図る。より学校の魅力が
伝わるPR動画を作成する。

進路

総合的な探究の時間の企画・実施。外部の発表会に積極的に参加を推進する。

中学校訪問や塾訪問を計画的に行い、志望者数増加につなげる。中学校で実施さ
れる高校説明会にも積極的に参加する。魅力ある戸畑高校をアピールできるような
中学生体験入学を企画する。

広報活動の充実を図り、社会に開
かれた学校を目指す。

○　スタディサポートを活用できるようになるために年１回
はベネッセの研修を企画して、的確な指導ができるように
する。
○　１年次より難関大学講座を実施した。難関大学志望者
は２年次で九大オープンキャンパスに参加させたり、知の
創造塾や課題研究発表会にも積極的に参加させ、進路意
識を向上できるようにしていきたい。そして、３年次までに
は難関大志望者を２０名以上にする。
○　進路会議は今後も継続して情報交換を行い、計画的,
組織的な進路指導をできるようにしていく。
○　担任会議は総合型選抜入試、学校型推薦入試を計画
的に生徒の志望大学・学力を把握し・出願大学を検討して
いく必要がある。
○　生徒の２次力を育成・把握できるように、教員の指導
力向上のためにも戸高模試を実施していきたいため、実施
時期を再検討する。
○　探究の時間において、担任の負担が増えないように教
材から検討していく。

〇　本年度はコロナ禍にあったが、計画的に中学校・塾訪
問を行うことができた。また、学校訪問で新聞やパンフレッ
トを中学３年生全クラスに掲示することができた。高校説明
会は３校に参加できた。次年度においても積極的に広報活
動の充実を図りたい。
〇　中学生体験入学は、コロナ禍で制限があったものの５
００人弱の中学生が参加があった。本校の魅力を直に伝え
る機会として有効に活用し、志望者増加につなげたい。
〇　Classiでﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの電子化が可能になった。活用法を
検討したい。

○　月に一度全校朝礼を実施し、全職員で統一した指導と
生徒の規範意識向上を目指したい。
○　立ち止まっての挨拶をもう一度徹底させる必要があ
る。
〇　コロナ禍で新しい形での行事の企画・運営が求められ
る中で、生徒会として主体的に学校行事に関わることがで
きていた。次年度は従来通りの行事を知らない生徒たちが
主体となるので、これまでの伝統を引き継げるようしっかり
と準備をさせたい。

○　毎日の健康観察・定期的な学校生活アンケートを次年
度も行い、生徒の心身の課題の早期発見･早期対応に努
める。
○　グループエンカウンターを１年生に対して行い、自己理
解につなげているが、その成果を職員に還元していく。
○　コロナ禍での密を避けるため、防災避難訓練を２年間
講演に変更しているので、次年度は防災避難訓練が実施
できるように実施形態を工夫する。
○　美化委員会主導で校内美化・整備の充実を図る。

人権・同和教育特設授業の充実を図るため、委員会、学年で実施内容を十分検討
する。

学校の教育活動全体を通じて、人権教育の推進を図る。

職員の人権意識に関する研修を企画し、さらに外部研修会への参加を促し、自己啓
発を推奨する。

規則の順守、挨拶・掃除・基本的なマナー等を徹底させることで、規律ある集団づくり
を行う。

頭髪服装検査、交通安全指導などを実施し、全職員で生徒指導を行う。

学期に１回以上、生徒会執行部と正副専門委員長でミーティングを行い、学校行事
や活動内容の充実を図る。

その場や状況に応じた丁寧な挨拶を実践させる。

関西・関東研修方面の研修内容充実を図り、生徒の進路意識の高揚に努める。
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B
Ｂ

・電話や訪問の際の応対がいつも丁
寧と感じている。

事務室

A

A

A

B

計画的な学習の継続と表現力の育
成

効率的な予算執行等による生徒の
学習環境の整備

個人面談年間８回以上実施し、生徒との信頼関係に基づいた進路指導を行う。

習熟度別に添削指導等を行い、全体指導と共に個人指導を徹底する。

学年全体で受験に取り組む雰囲気作りを作り、大学研究を文理別クラスで行う。

Classiへのポートフォリオ入力と学習時間調査を継続する。

校内危険箇所の改善により、生徒の学習環境をより安心・安全なものにする。

B
分権予算の組み替えにより、必要に応じた予算執行をし、執行残に務める。

最高学年としての自覚とリーダー
シップの養成

学校行事の目的を明確にするとともに、実行委員を中心としてリーダーシップを育て
る。

学校行事や部活動で学んだことを文字化させて、その後の勉強に活かせるように指
導する。

中堅学年としての自律的集団の育
成 B

Ａ

Ａ

○　面談は各クラスの担任が計画的に何度も行い、生徒
理解と進路指導に生かせることができている。さらに学年
間の報告・連絡・相談が密にできているので、担任ばかり
でなく学年全体で生徒を指導できている。学習時間に関し
てはClassiではなく、モニターシートを利用することで事前
の学習計画についても担任から指導ができたが、学習時
間の増加については来年度の大きな課題である。
○　学校行事が中止になったが、計画段階では実行委員
を中心によく活動ができたと思う。しかし中止になったこと
で学年の一体感や達成感を育むチャンスを失い、その後
の受験指導に生かすことができなかった。
○　授業で早期に教科範囲が終わらず生徒が苦しんでい
るのを解決することができなかった。
　

基本的生活習慣の確立、規範意識
の向上

学習習慣と学習方法の確立 A

学習習慣及び支援体制の確立 A

Ａ
ACEプログラムの取組を通じ、物事を多角的に捉え、自己表現できる能力を育成す
る。

Classi等を活用し、朝自習及び朝読書の時間を含め、計画的な学習の習慣を身につ
けさせる。

規則の順守、挨拶・掃除・基本的なマナー等を徹底させることで、規律ある集団づくり
を行う。

〇　基本的生活習慣の確立のため、モニターシートを用い
て、朝食の有無、睡眠時間等を把握し、面談に活用して適
宜、アドバイスをすることができた。しかし、スマホ等の使
用時間が長い生徒がいる等、今後も継続的な指導が必要
である。
〇　授業の予習・復習については、指導が行き届いてお
り、よくできている。一方、各科目の課題については、締切
前に集中的に済ませる生徒がいる等、次年度は生徒の計
画性をより一層重視する必要がある。
〇　２学期から開設した難関大講座では４０名以上の生徒
が希望し、主体的に学習をしている。次年度は、これらの
生徒の頑張りを学年全体に波及させ、「受験は団体戦」で
あることが当たり前となるような素地を生徒と教員で協力し
て作っていきたい。

２年 A

生徒全員に年間２回以上の校外活動やオープンキャンパスへの参加を促し、進路実
現に役立たせる。

生活のリズムを保ち十分な睡眠時間を確保しながら活力ある学校生活を送るため、
ﾓﾆﾀｰｼｰﾄを利用して自己管理させる。

１年
アウトプット重視の学習方法を定着させることで、知識・技能の定着および思考力・
判断力・表現力の育成を行う。

スムーズな文理選択、進路選択をするための個人面談を密に行う。

A

B

模擬試験において、国・数・英総合平均点偏差値５７以上を目指す。

生徒全員の進路実現

３年

自己理解の深化と進路目標の設定

A

B

進路意識の高揚及び目標の明確化

授業を学習の肝に据え、予習・授業・復習のサイクルを徹底して身につけさせる。

高い進路目標を設定させ、朝課外や土曜講座に積極的に取り組ませる。

学校の中堅としての意識を持ち、何事にも自律的に行動できる生徒を育成する。
○　昨年度に引き続き、コロナ禍の中で休校にこそならな
かったが、様々な学校行事が中止や規模縮小となり、生徒
の主体性や学校生活に対するモチベーションを十分高め
られなかった点が反省材料である。
○　来年度は、これまでの卒業生にひけをとらぬように戸
高生としての意識を高め、行事や部活動を含め学校生活
全般において下級生のよき手本となれるように指導の徹
底を図りたい。併せて、成年年齢の改訂に伴い、成人とし
て責任を持って社会に貢献する意識も高めていく。
○　さらに、目標に向け着実に学力を伸ばしていく計画性
と最後までやり遂げる粘り強さを育てることで、生徒の希望
進路を実現する。

○　引き続き、生徒の学習環境の整備のため、予算の効
率的な執行に努める。

学校行事や部活動において、リーダーシップを発揮できる責任感のある生徒を育成
する。

A



・コロナのため、学校行事や地域活動で生徒の活躍する
姿を見ることができず、残念だった。次年度を期待してい
る。
・４月からの成人年齢１８歳となること、家庭科に金融教
育など新たな指導も増えると思う。取組の充実を期待す
る。
・コロナ禍においても、知恵と工夫を凝らして開催されたオ
ンライン戸高祭、体育授業発表会、予餞会等々、戸高魂
は確実に受け継がれていると我が母校を誇りに思ってい
る。
・困難な状況だからこそやり甲斐を見いだして、精一杯、
今この瞬間を生きていって欲しいと思う。陰ながら応援し
ている。
・学校、ＰＴＡ、地域の協力で行われた「打ち上げ花火」は
生徒への愛情を感じた。

（全体的に）
○学校・家庭・同窓会・地域等が一体となった教育活動を積極的に展開することにより、地域に求められる学校づくりに取り組む。
○新しい生活様式に対応した授業改善や個別指導に積極的に取り組み、進学実績の向上につなげる。
○地域、特に中学生にとって魅力ある学校となるよう教育環境を整え、授業・部活動・学校行事を活性化させる。

（教務関係）
　　　　　　　　 ○アクティブラーニング、ＩＣＴ活用について、ウィズコロナを意識した取組を推進していく。
　　　　　　　　 ○日々の生徒面談や個別指導を充実させ、生徒のニーズに応じたより細かな対応を推進する。
　　　　　　　　 ○社会の情勢を踏まえた新教育課程の導入を進め、学校の教育目標と生徒の実態に合った教育カリキュラムの充実を図る。
　　　　　　　　 ○年度当初に喫緊の教育課題に即応した研修テーマを定め、計画的な実施を推進する。
　　　　　　　　 ○教員間の授業見学、他教科の授業を参観を奨励し、教員全体の授業力向上を図る。
（進路関係）
　　　　　　　 　○キャリア教育の推進について、内容や実施方法の工夫改善を検討し、更なる充実を図る。
　　　　　　      ○国公立大学及び難関私立大学入試突破を見据え、早期の動機付けと個別指導等の徹底を図る。
             　　  ○各教科における基礎・基本的内容の定着や個々の生徒の進路ニーズに応じた課外授業を実施する。
　　　　　　　　 ○広報活動の工夫改善を図ることで本校の「良さ」を対象者に効果的にアピールできる方策をとり、入学志願者の獲得を目指す。
（生徒指導関係）
　　　　　 　　　○生徒が主体的かつ積極的に取り組む学校行事の充実を図り、戸高生としての帰属意識を高め、将来社会人として必要とされる資質・能力の育成を行う。
　　　　　        ○生徒が日常の学校生活において新しい生活様式実践の意識をもって過ごすよう指導を徹底する。）
　　　　　　　　 ○「いじめアンケート」「学校生活アンケート」を中心に「いじめ」の早期発見を図り、各分掌で連携しＳＣや外部機関に繋げていく体制を徹底する。
                 　○日常の教育活動の中で、生徒の小さなサインを見逃さない、話ができる環境づくりを行い、相談体制の充実を図る。
                 　○生徒が抱える悩みや相談が増加傾向にあるため、教育相談・ＳＣ・学習支援の充実を図ることで、教育相談体制の充実を進める。
                 　○様々な課題を抱えた生徒や保護者との連携の強化を図るとともに、関係機関と連絡・調整を図り、きめ細やかな指導を実践する。
　　　　　　 　  ○部活動、生徒会活動の活性化を通して、活気ある学校づくりに努める。
　　　　　　　　 ○地域との連携・協働を推進し、ボランティア活動等への積極的な参加を奨励する。
                 　○環境美化の推進のため、美化コンクール等の実施を検討し、年間を通じての校内美化の意識の向上と、環境整備の充実を図る。
                 　○新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症の予防について生徒、家庭の意識を高めるとともに、学校内の予防対策を徹底させる。
　　　　　　　　 ○自然災害の多様化（台風、大雨、地震等）に対応するため、関係機関の協力を仰ぐとともに、防災教育の充実を図る。
　　　　　　　　 ○ＰＴＡ活動において保護者と教職員のさらなる連携強化を図り、地域に評価され応援される学校づくりを行う。
（人権・同和教育関係）
　　　　　　　   ○社会の変化に対応した人権課題についての研修会を行い、教職員の人権感覚を高め、特設授業の内容充実を図る。
（学年関係）
　　　　　　　   ○学年やクラス目標を設定する取組を通して、新しい生活様式の実践など基本的な学校生活の在り方についての指導を徹底する。
              　 ○学校行事を通してのリーダー育成を推進し、生徒が主体的に行動する行事の実施を目指す。
（事務室関係）
　　　　　　　 ○引き続き、生徒の学習環境の整備のため、予算の効率的な執行に努める。

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


