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情報広報課、庶務課と連携を行い、学校行事などに速やかに対応できる体制の確立
を目指す。
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自己評価

令和３年度　　学校評価書　　　（計画段階・実施段階）

福岡県立八幡南高等学校

学校関係者評価

次年度の主な課題

感染症対策を徹底し、「参加者が安心して参加できる式典」を第一に考える。

式典・行事ごとに複数の担当者を割り当てて、チームでその企画・運営にあたる。

授業アンケートのさらなる改善を行うとともに、「授業で力がついた」の項目が学校で
３．５以上(４段階評価)をめざす。

各行事における時間割変更、授業時数の集約、欠課時数の集約など、組織的にシス
テムの運用を図る。

学　校　運　営　計　画　（４月）

大学入学共通テストに関する教科会議を開催し、情報共有を行い、生徒に適切な指
導ができる体制の確立を図る。

共有フォルダを適切に活用し、円滑な業務運営を行うとともに、職員配布物について
もプリント配布の合理化を進める。

来年度からの学習指導要領に基づいた教育課程の編成を、教科主任会議、教務部
会を通じて組織的に進める。

学校運営方針

具体的目標

○感染症対策を図るとともに、生徒の発達段階に応じ、健
やかにして豊かな情操を身につけた人間を育成する。

「鍛え、ほめ、可能性を伸ばす」ことで、全人的な人間教育と生徒一人一人の自己実現をめざす。　【志高くチャレンジ！　希望を貫け！】

具　体　的　方　策

情報広報課と連携し、ICT機器を効果的に活用した授業の推進を図る。

授業アンケートを十分に活用し、昨年度に引き続きさらなる授業改善に努める。

学校行事、学年行事の記録写真をそれぞれ担当を決め、行事ごとにホームページの
更新を行う。

新ＰＴＡ会長との連携を密にとって、本校のＰＴＡ活動の引き継ぎを確実に行う。

ＰＴＡ各種委員会との連携を深め、委員会活動の活性化を図る。

中学生体験入学や学校説明会に向けて、学校紹介ビデオの活用もしながら、各部と
連携して広報用のパワーポイントの更なる改善を行う。

具　体　的　目　標

・言語活動や体験活動、ＩＣＴ等を活用した学習活動等の充実を図る。
・「授業で勝負」の理念のもと、常に日々の授業を検証、改善し、生徒が授業で力がついたと実感できるように授業改善を
進める。
・観点別評価や多面的・多角的な評価の充実を図る。

・新学習指導要領の趣旨を踏まえ、生徒の学びに向かう力を高めることができるよう、教育活動を検証することにより質の
向上を図る。
・特別活動（ホームルーム活動、生徒会活動、学校行事）や部活動等を充実させ、たくましい人間力、コミュニケーション力
の育成を図る。

・生徒の進路意識の高揚を図り、多岐にわたる進路目標に対応した「南高スタンダード」を確立する。

・ボランティア活動等を通して、他者を思いやり、共に生きる心や公共の精神に基づく、実践力を備えた人材を育成する。

・「学校の新しい生活様式」に則り、学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減する。
・人権尊重の精神を涵養し、いじめ、暴力、差別等は絶対に許さない人間教育を行う。
・インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、教育活動全体において特別支援教育を推進する。

年　度　重　点　目　標

○授業改善を進め、評価の見直しを図ることにより、生徒の
授業満足度を昨年度より向上させるとともに、確かな学力
の定着を目指す。

○カリキュラム・マネジメントを通して、教育活動の質の向上
を図り、生徒が高い志を持って意欲的に学べるよう努める。

○高大接続改革への対応を図り、生徒の自己実現に向け、
第一希望進路１００％達成を目指す。

○成年年齢の引き下げに伴う社会の変化に対応し、生徒自
らが多様な価値観の人々と協働し、社会で活躍できる人材
を育てる。

主体的に学ぼうとする生徒を育む教
育を推進する。

思考力・判断力・表現力を育むための授業のあり方や評価等について共通理解を図
り、全職員で組織的に取り組めるよう指導方法の検討を行う。

情報機器の管理や情報機器の利用
促進を図る。

学期に1回は情報機器の運用状況や所在を把握し、円滑に利用できる環境を整え
る。

部活動の実績や普段の活動内容の紹介など生徒部と連携しながら、学期ごとの更
新を目指す。

教務部の組織を改編し、チームで業
務に臨む体制を確立する

カリキュラム・マネジメントを通して、
教育活動の質の向上を図る。

ホームページの更新と広報活動向
けのパワーポイント等を作成し、広
報活動の推進を図る。

校務支援システム運用の基盤を整
える。

中学生体験入学で中学生に説明する高校生の発表練習の中で、プレゼンテーション
能力やコミュニケーション能力を育成する。

支援員の方とも連携して研修等を先生方に行い、安定した運用ができるようにする。

生徒たちを取り巻く環境の変化
に対応するため、これまでの教
育活動を検証し、更なる高みを
目指して発展させる時期に来て
いる。これまで取り組んできた生
徒一人一人に応じたきめ細やか
な指導の成果は現れているが、
より一層地域や保護者から信頼
される学校づくりが必要であると
考える。
　今年度は昨年度に引き続き、
生徒の志を高め、生徒がチャレ
ンジし、希望を貫くことができるよ
う、教職員が各々の力を結集し、
組織的に推進することが学校運
営の課題である。また、ボラン
ティア活動を積極的に行い、一層
地域に開かれた地域密着型の学
校づくりを目指す。

昨年度の成果と課題

庶務課
ＰＴＡ活動、互助会活動の円滑な運
営を行う。

奨学金希望者への正確かつ分かり
やすい情報の提供を図る。

奨学金の募集時期や種類を分かりやすく提示し、就学及び進学を経済面から支援す
る。

学校行事が円滑に実施できるよう
に、早期に綿密な計画を立てる。

互助会活動には全職員で取り組む。

　
　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）

教務課

情報広報課

電子掲示板やteams等の更なる活用方法を検討し、デジタル化できるものを増やして
いく。

各課と連携し、成績・部活動・健康状態など、生徒に関する情報を全職員が把握でき
るようなシステム構築を目指す。

２４



生徒育成課

キャリア学習
課

保健課

生徒の自主的な健康管理を促す。

保健委員会による、健康に対する意識を持たせるための取り組み（感染予防、熱中
症等に関する保健だより、ポスター制作、放送でのアピール等）を充実させる。

健康診断の意義や取り組みについて充分に説明し、わかりやすい実施要項を作成
し、スムーズに検診が行えるようにする。

新しい生活様式を意識した学校生活を周知徹底する。（昼食時、休憩時間の過ごし
方、朝の健康観察等）

個々の生徒への理解・支援を図る。

支援を要する生徒については職員研修のみではなく、随時、職員の共通理解が図れ
るように連絡をこまめに行う。

カウンセラー、養護教諭、特別支援コーデイネーター、担任、学年との連携を密にと
るための時間設定を行う。

心の健康のためのカウンセラー便り等を作り、カウンセリングを受ける生徒だけでは
なく、全生徒に情報を発信する。

清掃活動に積極的に取り組み、校
内環境美化への意識向上を目指
す。

整美委員をリーダーとして、掃除区域への移動や清掃状況等を把握させ、校内美化
に努めさせる。

日常の清掃活動のマニュアルを作り、清掃道具の補充等、清掃しやすい状態を整
え、広範囲な清掃区域でも、毎日の清掃で校内を美しく保てるようにする。

消毒活動をこまめに行い、感染予防対策を徹底する。（消毒場所の指示、行事ごと
の消毒等）

時期に応じた課外授業を設定し、その効果を確認しながら実施していく。

模試結果の振り返りを確実に行わせ、面談により進路希望の実現に向けた課題を見
つけさせ、実行を促すことで、年間の平均偏差値の１０％上昇を目指す。

生徒の志を高め、個々に応じた進路
目標が設定できるように支援する。

多岐にわたる進路目標に対応できるよう、教員の資質向上を図る。

進路ガイダンス等を通じ、生徒がより高い目標を設定できるよう意識付けを行う。

進路資料を充実させ、生徒の進路
意識の高揚に役立てる。

進路資料室の整理や大学情報・入試情報等の収集・教室掲示を適宜行い、進路意
識を高めさせる。

進路希望の実現に向けての意識を高めさせるため、進路の手引きをより使いやすく
なるように充実させる。

過去の進路データの整理と分析を行い、生徒に提示する。

校外の体験活動や高大連携事業に積極的に取り組み、社会とのかかわりを多く持た
せるようにする。

進路探究学習とＳＤＧs探究学習を
効果的に結び付け、探究活動を通し
て生徒の明確な進路目標の設定と
目標達成のための自主的な行動を
促す。

ガイダンス課

3年間を見通した系統的な進路指導
を行い、生徒の希望進路の達成を
目指す。

学年・教科と連携し、高大接続改革への対応を図り、生徒の第一志望の１００％実現
を目指す。

生徒に、自身の言動の振り返りの機会を与えることで、社会人基礎力を向上させる。

職員間の連携及び職員と生徒の連携を深め、共通認識を図った上で、生徒会活動
及び各種委員会活動を活性化させる。

過去の事例等を生徒育成通信に掲載し、規範意識についての指導を行いながら、生
徒自身が善悪の判断や適切な行動ができるようにする。

三密を防ぐ一方で、学校行事を創意工夫し、学校生活アンケートにおける学校生活
が「とても充実している」と答える生徒の割合50％以上を目指す。

進路実現のために必要な思考力・
判断力・表現力を有する生徒を育成
する。

１年次は職業・学問研究、２年次は進路先研究、３年次には進路目標実現に向けて
具体的に行動ができるよう促すための明確で具体的な探究学習計画を作成する。

適切な時期に適切な入試の情報を発信できる体制づくりと、進路ガイダンスを積極
的に取り入れる。

探究学習の成果が確実に記録として蓄積され、３年次の志望理由書作成につながる
ようなポートフォリオシートを作成する。

校外での事故を未然に防ぐために、
交通安全教育を推進する。

自転車事故を想定した交通安全教室の実施等を通じて、交通安全に対する意識を
高めさせ、交通事故０を目指す。

危機管理マニュアルの周知徹底及び必要に応じた再確認を行い、職員全体が事故
後の対応・保護者への連絡等を共通認識の下、連携して対応できるようにする。

定期考査準備期間等において、職員全体で下校指導を行い、生徒の交通安全に対
する意識を高める。

八幡南高校生としての自覚を身に
付けさせるとともに、基本的生活習
慣の確立を図る。

安心で安全な学校生活を送るため
に、自主・自律の精神を育成する。

定例の会議や職員研修、こまめな連絡等を通じて全職員が共通認識を持ち、連携し
て生徒を指導する。

規定の周知徹底を図り、学年間、他分掌との情報交換も密に行う。

「小論文・面接ゼミ」を３年間を見通した体系的な計画として実施し、「書く力」と「話す
力」の育成を行う。

探究学習において調べた内容をまとめ、整理し、他者の前でプレゼンテーションを行
う機会を充実させる。

探究学習において、それぞれの力を５段階評価で自己評価ができるポートフォリオ
シートを作成し、その数値が１年間を通してあがるような探究学習計画を作成する。

社会とのかかわりの大切さや働くこ
との意義をしっかりと理解した、ひと
りひとりのキャリア発達を支援する。

１年次にキャリア教育夢授業を実施し、職業人の話を聞いてキャリア選択の可能性
が広がるような効果的な実施計画を作成する。

２年次までに必ず１回はオープンキャンパスに行くよう推進し、事前指導と事後指導
を十分に行う。



生徒が授業で力がついたと実感で
きるよう、授業改善に努め、教科指
導力の向上を図る。

教務部と連携して、「新たな学びプロジェクト」の一環として、言語活動・体験活動、
ICTを活用した授業について各教科で検討・実施を行う。

部活動加入率８０％を目指し、積極的に部活動や生徒会活動への参加を促す。活動
を通して八幡南高生にふさわしい行動ができるようにする。

あらゆる場面において、挨拶やマナー指導を徹底する。

基本的生活習慣を確立する。

授業を中心として学習体制を整え、予習・授業・復習・課題提出の学習サイクルを確
立し、日々の積み重ねを大切にするよう指導する。

「学校の新しい生活様式」に則った学校生活を基本とした生活リズムを身につけさ
せ、健やかな心と体の成長を促すような集団作りを行う。

こまめな生徒情報交換を通して、生徒個人個人に応じた指導を行う。

進路意識を高め、高い志を持つ生
徒を育成する。

個人面談、保護者会、HR、総探、学年集会などを活用して、進路意識の高揚を図
る。

授業や総探、学校行事等を通して、基礎学力だけでなく、考え表現する力を育成す
る。

模試の国数英合計の全国偏差値５４以上５０名を目指し、進路希望実現に向けた意
識付けを早期かつ継続的に行う。

１学年

八幡南高生としての自覚と誇りを
持った生徒を育成する。

学年代表を中心に生徒組織を作り、リーダーだけでなく、各々が周囲を見て自分がな
すべきことを考え、行動・発言ができるような行動をするよう促す。

生徒の実態や生徒を取り巻く環境に応じた人権学習教材を用いて、生徒の心に届く
授業づくりを教職員が一体となって取り組む。

７月、１２月に人権教育・啓発週間の取組を実施する。また、生徒会と連携して啓発
活動を行う。

生徒一人一人の自己実現のため
に、確かな学力と進路を保障する。

委員会を定期的に開催し、生徒情報交換を行い、状況の改善に向けて論議し、支援
方法を探る。また、情報共有のシステムを整備し、職員の共通認識を図る。

学習面や生活面で様々な課題がある生徒の生活背景をつかみ、他の分掌と連携し
ながら必要な支援へと繋げる。

人権教育や修学支援に関する情報の発信や教材・資料の紹介を行い、全職員が共
有・活用できるようにする。

支援や配慮を必要とする個々の生
徒への支援体制を整える。

中高連絡会、入学式時の相談コーナー、校内職員研修など、様々な機会を通して生
徒の状況把握に努め、必要な支援・配慮についての共通認識を図る。

スクールカウンセラーや特別支援教育コーディネーター、関係諸機関と連携しなが
ら、支援体制を整備する。

人権・同和教
育推進委員
会

生徒の人権に関する知的理解と人
権感覚の向上に努める。

教科指導や学級経営など教育活動全体を通じて人権教育を推進し、自他の人権を
守るための実践的な行動力を生徒に身につけさせる。

保護者、地域、接続校、関係機関と連携・協働した対応を行い、個々の生徒に応じた
必要な支援や配慮を行う。

図書課

読書習慣の確立につなげるための
朝の読書とビブリオバトルの推進を
図る。

生徒一人あたり、年間５冊の図書貸出数を目指すために、職員や図書委員会お薦
め本等を「図書だより」などで紹介、推薦する。

朝の読書の定着を図るために、図書委員が読書の意義や必要性を「図書だより」や
昼の放送で学期に２度、全校生徒に呼びかけ、啓発する。

朝の読書の成果の一つとして、図書委員を中心とした、ビブリオバトルでの進行等の
計画作成を行う。

図書館利用の増加に向けての図書
委員会の活性化を図る。

クラスの貸出数を１７冊を目指すために、学期に２度「図書館だより」の発行や昼の
放送でお薦め本の紹介を行うなどし、広報活動の充実を図る。

図書オリエンテーションに向けて、説明や内容の充実を図るために、図書委員長等
の研修指導を行う。

ビブリオバトルの成功に向けて、図書委員長を中心に各クラス図書委員の事前研修
会指導を行う。

図書館設備と蔵書の充実と管理を
図る。

職員や生徒が探究活動等授業で、役に立つための選書会議の活性化を行う。

生徒の図書館利用を推進するために、分かりやすい分類、掲示や展示物の充実を
行う。

小論文対策用書架を充実させ、大学・公務員等の進路指導における図書館の有効
活用を勧める。

授業アンケート結果のフィードバックによる授業改善を目指し、「生徒が授業で力が
ついたと実感できる」等の質問回答率の向上を目指す〔３．５以上(４段階評価)〕。

相互授業参観の期間を設定し、担当教科・他教科（自教科２回以上、他教科１回以
上）の参観シートの提出率１００％を目指し、授業改善につなげる。

研究授業大会を実施し、県教委等からアドバイザーを招き、教科を越えた授業手法
の共有を図る。

職員へのアンケートをもとに、各分掌とも連携して、本校の実態に合わせた校内研修
を実施する。

教育実習の充実により、将来の人材に授業力や生徒指導力、社会人としての基本を
身につけさせる。

若年者研修や基本研修等の確実で充実した実施及び、その成果を発表する機会を
設定する。

教案やICT教材などの電子データを共有できるように集約し、外部研修の資料を置く
などして、情報共有のための環境整備、内容の充実に取り組む。

基本研修・職員研修の充実を図る。

「新たな学びプロジェクト」の内容充
実を図る。

「新たな学びプロジェクト」の各教科の成果を発表する機会を設ける。

研修委員会



自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策
　・
　・
　・

学習の習熟度に応じて補習や個別指導を適宜行い、学力の伸長に努める。

模試の国数英合計の全国偏差値５４以上６０名を目指し、模試毎に指導の内容や方
法を改善する。

進路意識を高め、高い志を持つ生
徒を育成する。

進路学習を通して、自らの在り方生き方を考え進路設計を行うよう指導する。

総合的な探究の時間を中心に、論理的思考力、表現力の強化を目指す。

大学主催の「サマースクール」や県教委主催の「知の創造塾」等への参加を奨励す
る。

学校の中堅として他者と協働しなが
ら行動することができる生徒を育成
する。

学校行事や部活動において、リーダーシップ、フォロワーシップを育成する。

学年集会やＨＲにおいて心を耕す講話を行い、他者を思いやる生徒の育成に努め
る。

こまめに生徒と面談を行い、個々の生徒の実態に応じた適切な指導を行う。

評価項目以外のものに関する意見

課題や小テストの調整を行い、それぞれの進路に応じて計画的かつ主体的に学びに
向かえるよう環境を整える。

進路決定後も、自分の成長や卒業後に向けて学び続けることの重要性を理解して実
践できるように声掛けをする。

最上級生としての行動を意識させ、
たくましい人間力、コミュニケーショ
ン力を育成する。

学校全体をひとつにするリーダー学年であることを自覚できるようにリーダー会議を
適宜行う。

学年全体がリーダーとしての役割を果たすためのフォロワーシップの重要性を理解
し、思いやりや協働を実践できるように支援する。

「学校の新しい生活様式」を確実に実践することで、自他の健康や安全に対する意
識を高め、最上級生として１，２年生に配慮した言動がとれるように指導する。

３学年

生徒の第一希望進路100％実現を
目指す。

面談を通して高い進路希望を持たせ、現状に満足せず努力するように促し、国公立
大学80名合格、公務員１０名合格を目指す。

事務部

効率的かつ効果的な業務運営
予算の効率的な執行を図るとともに、必要な予算要求を行う。

職員間の相互チェックを徹底し、適正な会計事務処理の執行に努める。

生徒への教育効果を高めるため教員と情報を共有し、校内の教育環境及び教育設
備の充実に努める。

進路室の活用や、教員への進路相談を積極的に行うように促し、自らの希望進路実
現のために主体的かつ意欲的に取り組ませる。

総合的な探究の時間を活用して、志望理由を明確にさせるとともに、小論文ゼミを実
施して、早期から様々な入試に対応できる力を養う。

生徒が学力の伸長を実感できる授
業を展開し、最後まで学ぶ意欲を持
たせる。

生徒に「授業で力がついている」「授業を大切にしたい」と思わせる授業を実施するた
めに、学年連絡に各教科の目標を模試や考査に合わせて明記する。

２学年

授業を中心とした学習体制を整え、
生徒の学力の充実・伸長を図る。

生徒の家庭学習の実態について把握し、１週間で１日平均３時間の家庭学習時間の
確保に向けて指導する。

　・
　・

本校の教育目標に沿った教育環境
の整備を図る。


