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学　校　運　営　計　画　（４月）

A A

（３）教科指導力を高め、生徒を引き付ける魅力ある授業を展開する。
（４）アクティブラーニングやＩＣＴを活用した授業を積極的に行う。
（５）観点別評価の良さを活かし、生徒を鍛える授業を展開する。

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）

福岡県立光陵高等学校

４　地域との連携

学校関係者評価

　昨年度は「誠実で自主性・
創造性に富んだ有為な人材
の育成」を目標として教育活
動を推進した。学習指導に
関しては、「新たな学びプロ
ジェクト」の研究協力校とし
て、ＩＣＴを活用した「主体的・
対話的で深い学び」の効果
的な学習方法について研
究・実践を重ねるとともに、
評価方法について見直しを
行った。生徒指導に関して
は、安心安全な学校づくりを
土台として、生徒一人ひとり
に自信を持たせる経験や体
験の充実を図ったが、コロナ
禍の中で学校行事を十分に
実施することができなかっ
た。進路指導に関しては、生
徒一人ひとりの興味・関心及
び能力に対応したきめ細か
い支援を行うことで進路意識
の向上を図り、自己の目標
に対し主体的に行動できる
生徒の育成を図った。
　昨年度最も課題として残っ
たのが生徒募集である。周
辺の私立高校の専願増の動
きを把握できなかったこと
と、広報活動の不足が主な
原因であると分析している。
今年度は昨年度の課題を分
析し、広報戦略を見直し、生
徒志願者増を最重点目標と
して教職員一丸となって教
育活動を行う。

昨年度の成果と課題

学校運営方針

具体的目標

豊かな教養を身に付け、誠実にして、自主性・創造性に富み、社会に貢献できる心身ともに健全な人間を育成する。

具　体　的　方　策

・授業において思考力・判断力・表現力が育成する指導を行い、定期考査において、
読解力・記述力を評価する問題を必ず出題する。

・正確なデータ収集のために、宅習時間調査の実施方法の改善を行い、生徒への
フィードバックを行う。

・各教室に配備されたICT機器の活用のための情報提供等を行う。

（４）公務員や就職を目指す生徒に対する指導体制を強化する。
（５）資格取得を推進し、地域のボランティア活動に積極的に参加する態度を育てる。
（１）規範意識を向上させ、公共の場におけるマナーやルールを守る態度を育成する。
（２）一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く諦めずにチャレンジする態度を育てる。

（３）国公立大学や地元の私立大学への進学を目指した進路指導体制を構築する。

（３）他者を思いやり、多様な価値観を理解し、他者と協働する態度を育成する。
（４）生徒会活動を活発にし、生徒が主体的に学校行事を運営する場面を増やす。
（５）部活動で実績をあげるなど、生徒の個性を伸ばす教育活動を行う。
（６）いじめや問題行動を未然に防止し、適切な人間関係を築く力を育成する。

年　度　重　点　目　標

１　主体的に学び、自ら進路を切り拓いてい
　こうとする生徒の育成

２　生徒の進路希望を実現する進路指導体
　制の構築

（２）探究活動を取り入れた教育活動をとおし、生徒が発表する機会を増やす。

（１）ＰＴＡ、同窓会、地元自治体との連携を強める。

３　困難を乗り越え、夢や目標を達成するた
　めの強い心を持った生徒の育成

具　体　的　目　標

（１）基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、読解力や記述力を育成する。

（１）中学生の体験入学の内容を改善し、本校への志願者の増加へとつなげる。
（２）年間をとおした広報計画を立て、広報誌やホームページの内容を充実させる。
（３）中学校での出前授業の内容やプレゼンテーションを魅力あるものにする。
（４）本校の教育活動の様子を伝えるための中学校訪問の機会を増やす。
（５）新聞、テレビ等マスメディアを生かした広報戦略を強化する。

・各冊子の項目・文書等の役割分担の確認を行い、早めに作業に取り掛かるととも
に、課の担当者や関係部署と調整して、掲載内容の精査を行う。

〇学力の３要素の育成
読解力・記述力の育成、学習習慣の
確立、教科指導の向上、観点別評
価方法の確立

〇新学習指導要領に向けての準備
教務規定の改定、新学習指導要領
に対応した校務支援システムの準
備

（１）進路指導やキャリア教育を充実し、進路実現に向けて努力する態度を育てる。

次年度の主な課題

・評価ルーブリックや年間学習指導計画の作成におい
て、年度初めにどのように取り組んでいくか教科ごとで
出してもらっておく。
・研修等で記述力育成のために授業・考査における手
だての共有をする。

・観点別評価における成績の算出において、課題や問
題点の収集を行う。

・担当職員が諸行事の要綱作成や日程調整の作業に
早く取り掛かり関係各所との調整を行う。
・行事のオンライン配信に当たっては、担当部課や関係
職員に機材のセッティングや配線等を依頼し、できるだ
けスムーズな配信を目指す。
・PTA本部役員・理事と連携をとり、令和４年度の福岡
地区PTA会長の職務の円滑な遂行を目指す。
・要覧等の冊子作成に当たっては、各担当部課、事務
職員、業者と連携して編集作業に取り組む。

企画課
（行事、ＰＴＡ

等）

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）

B

A

教務課
（学習指導
等）

（２）学ぶことの喜びを体験させ、学習習慣を確立することで家庭学習時間を増やす。

・新しい指導要録に対応した作成要領の準備を行う。

・行事の準備・運営計画について情報共有を行い各分掌・学年との連携を深める。
担当・業務分担の明確化を図ることで、各行事の専門性を持って仕事にあたる。

・担当教員が中心となってＰＴＡ・同窓会・地域それぞれの活動において情報共有、
及び連携強化を図る。また各専門委員会担当教員と連携を取りながら定例会等での
決定事項を全職員に周知徹底する。

・昨年度の評価方法の検証を行い、新学習指導要領にむけた改善を行う。

・観点別学習状況の評価(ABC)と５段階評価（１～５）の検討を行う。

◯行事のより円滑な運営を図るため
に、課内の業務分担を適切に行う。
諸行事の内容を精選し、時代に応じ
た内容、円滑な運営を目指す。
◯ＰＴＡ役員、各専門委員会が連携
しながら活動できるよう、話し合いの
場を適宜設け、学校全体にその活
動内容を広報する。
○冊子関係をはじめとする文書を滞
りなく作成する。掲載内容の精査を
随時行い、時代に応じた内容にして
いく。

A

次年度から学習評価が変わるので、
評価を通してよりよい学習指導に繋げ
ていただきたい。オンラインを活用した
中学生との交流の場を設けてほしい。

A A
PTA、同窓会との連携を十分に図り、
行事等を円滑に進めていただきたい。

５　切れ目のない広報活動の展開

（２）地域の大学・短大・専門学校との連携を強める。
（３）福岡教育大学との提携を強化し、専門的な知見や教育実践を学ぶ。
（４）地元自治体との協働による教育活動に取り組む。
（５）地元の中学校や小学校との交流を促進する。
（６）学校周辺の地域の方々との良好な関係を大切にする。
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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

A

B

A

A

A

B

A

A

B

B

A

A

広報課
（広報等）

・手指消毒、昼食時の黙食等、コロナ感染予防対策を徹
底し、必要な機器や用具の点検、消毒液の補充等を計
画的に実施していく。
・生徒の検温や健康調査については、スタディーサプリ
を利用し、感染予防対策の効率を図る。
・清掃等の校内美化活動は、クリーンアップ週間等を設
定し、美化意識の向上を図る。
・プランターで花を育て、校内緑化を推進する。

・講演会や配布物を通して生命や人権教育の啓発を図り、命の大切さを理解させる
とともに、検温、手洗い、マスク、三密の回避等の必要性を意識させ、新型コロナウイ
ルスの感染予防対策を推進する。

・ＳＣとの連携を密にはかり、計画的に教育相談を実施する。また、各行事において
救護体制や教員、委員会等の役割を明確にして、安心・安全な環境を整える。

〇部内での連携と業務分担の徹
底、各部との連携強化。
〇全職員で取り組む生徒指導の充
実。
〇生徒会活動・委員会活動の充実。
〇学校行事・部活動の充実と活性
化。
〇挨拶の徹底とあいさつ運動の積
極的実施。

A

○生徒の心と身体の健康管理に努
める。
○新型コロナウイルス感染予防対
策の充実を図る。
○教育相談体制及び救護体制の充
実を図る。
○環境美化に対する意識の向上を
図る。
○委員会活動（保健・美化）の安全・
衛生活動の活性化を推進する。

A

生徒指導課
（生徒指導
等）

保健環境課
（保健指導
等）

A

健康観察や消毒液の管理など、感染
防止対策は適切に行っている。

・全職員による生徒指導体制の確立に向けて指導方針
の統一やマニュアルの作成をする。
・コロナ禍での学校行事のあり方について実施方法の
工夫や実施内容の再検討を行う。
・コロナ以前の挨拶の状態に戻すことを目標に挨拶運
動に力を入れるとともにリーダーの育成重点を置く。

・清掃要領を明確にしたプリントを配布し掃除用具を整備することで、主体的な清掃
活動を促し、美化意識を向上させるとともに、正しいゴミの分別を推進する。

・均等な業務分担割を作成し実践する。全教職員が生徒指導に積極的にかかわるこ
とができるようにマニュアルの策定や指導方針、方法の徹底を図る。

・安心安全な学校環境のもと、生徒に積極的に学校行事に取組ませ達成感を体感さ
せる。地域や中学校と連携した活動を計画し、実施する。

・挨拶日本一に向けて、生徒が自主的に誇りを持って挨拶ができるように、具体的な
取り組みを実践する。自分の課題に気付き、解決できる能力の育成のための機会を
積極的に設定する。

部活動の入部率が高く、心身を鍛える
ことが非行防止にも繋がっている。ま
た、部活動の環境がよく実績もあがっ
ている。薬物乱用防止教育を充実させ
てほしい。

A

進路指導課
（進路指導
等）

○生徒一人ひとりの興味・関心およ
び能力に対応した、きめ細かい対応
に努める。多様な学習教材、機器を
利用し、生徒の学習意欲を喚起し、
自己の進路について主体的に考
え、行動することができる生徒を育
成する。

・『１年』　職業人講話や地域探究活動を通じて、学びの魅力を発見させる。上級学校
への進学意欲を引き出すために講演会等を実施したり、各種イベントやボランティア
への参加を促す。

具体的目標 具　体　的　方　策 評価（３月） 次年度の主な課題

A
進路志望別講座やインターンシップ等
の充実を図り、キャリア教育を推進さ
せていただきたい。

A

〇従来の広報手段を見直し、デジタ
ルコンテンツ等の活用など時代に応
じたＰＲ活動を積極的に取り入れ
る。
〇各分掌の広報係と連携を密にし、
行事や部活動を中心に広報内容の
充実化を図るとともに、情報発信を
迅速に行う。

・K-Semi講座内容は生徒のニーズを考慮して、主体性
を引き出す環境づくりにより注力しながら展開していく。
・より密接な地域連携を図るとともに、総合的な探究の
時間の３年間を見通した計画、実践、改善を確実に行い
効果的なキャリア教育を目指す。
・オンライン動画教材の利用促進を各教科と連携して行
う。

・『２年』　総合的な探究の時間を中心に、大学や研究機関と連携して、学問の魅力
を実感させる。また、K-Semi、オンライン教材、外部模試など多様な指導方法を活用
して効率的な学びを補助する。

・『３年』　長期的な進路実現の過程を理解させ、主体的な学習を引き出す環境を整
備する。言語活動に組織的に取り組み、国公立および難関私大の指導を充実させ
る。

・本校教育活動の継続的ＰＲをすべく、定期の中学校訪問に加え、近隣中学校や塾
へのアプローチを密に行い、双方向に情報共有できる関係性を築いていく。

A

A

A

・第四学区の中学校への定期的な訪問と平行して近隣
学習塾への広報活動を実施し情報収集に努める。
・各行事の写真資料やデータをHP・リーフレット等に効
率的に活用できるように集約・整理を行う。
・体験入学や出張相談会などの内容や実施時期を見直
し、多くの中学生が参加しやすいものにする。

A
部活動の結果や行事等の情報を広報
誌を用いて、中学校に定期的に提供
していただきたい。

・体験入学や中学校訪問、出前授業など従来の内容を見直し、中学生にとって魅力
的なものに改善する。

・ポスター、新聞、案内パンフレット作成とともに、ＨＰの充実化や動画作成等、ＰＲ手
段の創意工夫を行う。



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

B

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

B

B

B

B

　・観点別評価やICT活用を充実させることを通して、授業改善を推進し学習意欲や学力の向上を図る。

・各分掌と情報共有を図り、学校教育活動が円滑に行えるよう施設整備に取り組む。

自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策

・新学習指導要領の完全実施および授業評価を確立す
ること。
・「総合的な探究の時間」を本校の特色ある教育活動と
して高めることおよびPR活動を充実させること。
・新しい生活様式を徹底させ、コロナ禍の「無理をさせな
い」風潮に惑わされない自立した生徒を育成すること。
・学校行事を実施すること。

事務部

　・総合的な探究の時間、各種検定試験等を充実させ、キャリア教育を推進する。
　・学校行事や部活動を充実させることを通して、規範意識やチャレンジする態度等の育成を図る。
　・教育活動を充実させるため地域との連携を推進し、オンラインを活用した交流を検討する。
　・広報誌やホームページを用いて時宜を得た情報を発信するとともに、マスメディアを活用した広報活動を推進する。

評価項目以外のものに関する意見

特になし

コロナ禍であったが、生徒に寄り添っ
た教育活動と適切な進路指導ができ
ている。

B

・授業改善、教科横断的な取組、情報の共有を行い、ｽﾀﾃﾞｨｻﾌﾟﾘを効果的に活用す
る。
・関係分掌・教科等と連携し、適宜情報提供を行い、事前事後のサポートを充実させ
る。

◯出席率、自宅学習時間、成績の
向上を図る。（４０期生対前年比）
◯資格取得、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等への
参加を増やす。（４０期生対前年比）
◯「総探」の充実を図り、課題発見・
解決能力を身に付けさせる。
◯希望進路実現１００％
◯人としての在り方生き方を理解さ
せ、いじめ等の撲滅を図る。
◯リーダーの育成とサポート体制の
確立を行う。

〇安心安全な教育環境の整備を図
る。
〇学校経営方針に則った事務部運
営の推進を行う。

B
・感染症防止対策、広報活動の推進を重点とした効率的かつ効果的な予算編成・執
行を行う。

・適正な事務処理が行えるよう職員間の相互チェック体制を強化し、ミス防止に努め
る。

・グループ活動から個別活動にシフトさせ、自己の進路や将来像を正面から考えさせ
る。
・全体指導と個別指導を併用する。K-Semi、外部模試を有効活用する。

・四則を徹底させ、教員自らが率先垂範する。集会時の話等をﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟする。
・生徒が主体的に運営する機会を設け、フィードバックを行い、更なる高みを目指さ
せる。

A
教育活動の充実やコロナ感染防止対
策等に対し、よく取り組んでいる。

第２学年

研修図書課
（研修等）

第１学年

第３学年

A

今後も規範意識の向上に努めていた
だきたい。また、コロナ禍で部活動が
できないときの生徒への適切な支援を
お願いしたい。

・授業で基本の徹底を図り学習が我流にならないよう指導する。　K-Semiの重要性
を説明し参加を促す。
・文化祭・体育祭等の学校行事で役割を明確にし、積極的に行動させ自信をつけさ
せる。

・自ら問題解決に取り組む態度を支援し成功体験を持たせる。様々な分野で専門的
講演会を実施する。
・学年共通の意識の中で生徒指導にあたる。また状況に応じた細やかな指導を継続
する。

図書館の蔵書を充実させ、利用者数
を伸ばす取組の充実を図っていただ
きたい。

・ICTの活用法等、生徒の学習に対する興味関心をより高めるための研修を実施す
る。

・図書館だよりや「ブックトーク」を活用し、図書館や読書への興味関心を喚起する。

具体的目標

○教育活動全てにおいて、活動の
意義を慎重に考え自主的に行動す
る態度を育てる。
○学習習慣の定着を図り、自己を律
し自学できる態度を養う。
○常に集会やＨＲ等で自己の進路
目標を高く設定し、挑戦する姿勢を
育てる。
○学校行事や部活動・生徒会活動
の充実を図り、リーダー性を育てる。
○「総合的な探究の時間」で幅広い
内容の学習に挑戦し主体的に学ぶ
姿勢を育てる。
○一人ひとりの生徒理解に努め、生
徒との信頼関係を築く。

・学年集会や毎日のＨＲ活動で、学ぶ意義を丁寧に説明し、意識を高く持ち行動させ
る。
・学習時間調査を定期的に行う。放課後自学できる環境を整える。課題を工夫し学
習意欲を喚起する。

A

・希望進路実現に向けて、日々の学習の意義を理解し
て自主的に学習に取り組む態度を育てる。また、学校行
事の意義や最上級生としての振舞いを考えさせ、行動
できるようにする。
・学年全体の雰囲気を受験モードに切り換えさせ、希望
進路が実現した自分を想像させた上で、前向きに、粘り
強く最後まで勉強に取り組ませる。
・初めての学校行事を企画運営していくため、早期に過
去の行事について、継続させていくもの改善するものを
考えさせ、新しい発想で取り組ませたい。

A

○キャリアステージに応じて資質・
能力を伸ばし、教育に関する専門性
を高める。
○「主体的・対話的で深い学び」を
実現するための、効果的な授業を目
指した授業改善を日常的な取組とし
て定着させる。
○図書館利用及び読書を推進し、
知識・思考力・表現力・学びに向かう
力を育成する。

○５分前行動を推進し、欠席・遅刻・
早退をなくす。
○規範意識（礼儀・マナー）を身につ
けさせる。
○授業・K-Semiの積極的な参加を
促す。
○家庭学習習慣を定着させる。
○行事等で協力し合うことで思いや
りの精神を育てる。
○自分の可能性を探究し、自らの進
路を考えさせる。

A

A

・生活習慣の確立に向けて、1か月間生活の記録と学習
の計画書を作成する等の対策を行う。
・学校で「学ぶ」ことの意識付けを強化する。
・強化週間や月間を設定するなどして、集中して学習に
取り組む対策を講じる。
・模試等への取り組みを活かして、進路選択の幅を広げ
させる。
・学年による部活動生集会や生徒会活動の活性化を図
り学年団の結束を深める。

AA

・円滑な予算の執行には、各分掌との情報共有が必要不可欠
である。各分掌からの購入希望物品に対して、緊急性等を考
慮し優先順位を決定し、安心安全な学校環境整備に努めた
い。また、物品購入だけではなく、不要物品の処分に関しても
整理をし、物品が利用しやすい環境づくりに努めたい。
・条例、規則の改正に注意しながら、今後も適正な事務処理に
努めたい。

今後も規範意識の向上に努めていた
だきたい。また、コロナ禍で部活動が
できないときの生徒への適切な支援を
お願いしたい。

・学習の基本は「授業」であることを具体的かつ丁寧に説く。
・自学の大切さを説き、家庭学習が学力向上には必須であることを認識させる。

・行事等で細やかな生徒観察を行い、情報を共有する。リーダーを育成する。
・ＨＲや総探を活用して、進路情報を提供する。

具　体　的　方　策 次年度の主な課題

・教育現場で実践力として更に活躍できる教員の育成のため、校外研修,校内研修を
充実させる。

A

・各分掌と連携し、校内職員研修の内容をより精選して
実施する。
・校外研修について定期的に職員に紹介する機会を増
やす。
・図書館だよりの発行、新入生に対するオリエンテーショ
ン、ブックトークの実施、新聞有料記事データべースの
利用の活性化等によるより一層の読書の促進と教育活
動の充実を図る。

A

・自分で予定を確認し、見通しをもって行動するように指導を行う。
・立ち止まってお互いに気持ちよく挨拶する雰囲気作りをする。


