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福岡県立筑紫高等学校

学校関係者評価

次年度の主な課題

ＰＴＡ活動を積極的にバックアップするとともに、教育振興会、同窓会
とのつながりを密にして、創立５０周年を迎える学校の活性化に寄与
できるようにする。

コロナウィルス対策によって、学校に保護者を読んで子供の様子を見
てもらうことが出来ない状況なので、機会あるごとに学校の様子を保
護者に伝えて、行事を含め協力してもらえるように工夫する。

学　校　運　営　計　画　（４月）

具　体　的　目　標

・観点別評価の導入と「主体的・対話的で深い学び」を目指す授業研究の充実により、資質の向上及び授業改善を図る。
・ＩＣＴ等を活用し「個別最適な学び」を踏まえた学習活動により、生徒の主体性を育み、学力の定着・向上を図る。
・生徒の読書活動を推進し、生徒の思考力・判断力・表現力を育成する図書館利用を促進する。
・異なる文化や価値観を理解するための感性や教養を育て、英語活用能力を高めるグローバル教育を推進する。

・「大学入試改革」を見据えた体系的な指導の充実により、「自走」できる生徒を育成し、進路実績を向上させる。
・「総合的な探究の時間」における「プロジェクトＣ・Ｇ・Ｖ」を発展的に推進し、キャリア教育の充実を図る。
・校外での体験的活動への積極的な参加を推進し、生徒の「志」を育てる。
・Ｃｌａｓｓｉの効果的な活用方法を研究し、生徒のポートフォリオを充実させ進路意識の向上を図る。

・学習活動と部活動・学校行事を両立させる指導を充実し、生徒の規範意識を高め、自立心やチャレンジ精神に溢れた、
逞しい生徒を育成する。
・アンケート、面談等の実施により、いじめの未然防止と早期解決を図り、生徒が安心して学べる学習環境をつくる。
・特別支援教育に関する研修を充実させ、生徒一人ひとりの個性を尊重し、可能性を最大限に引き出す教育を実現する。

・学校行事や様々な体験的活動をとおして、生徒の主体性や協調性などを育み、生徒を社会的成長を促す。
・「総合的な探究の時間」や特別活動を活用し、協働的活動を実践することをとおして、コミュニケーション力や自己有用感
を育成する。

昨年度は、重点目標として
１授業の改善による生徒の学力向上
２キャリア教育の推進による的確な進路指導
３自立心やチャレンジ精神に溢れた、逞しい生徒の育成
４自ら課題を見つけ、周囲と協働して答えを導き出す創
造的英知の育成
５広報活動の活性化
を掲げ、日々の教育活動に邁進した。
　その結果、ＩＣＴの活用等による授業改善、プロジェクト
Ｃ・Ｇ・Ｖの体系化、学校行事を通した社会性や人間力の
育成、人権教育や広報活動の充実、生徒の高い学校満
足度など、コロナ禍による活動制約の中にあっても成果
を収めることができた。しかし、体験入学の参加数や高
校入試の倍率等には課題を残した。
　令和４年度は、創立５０周年の節目を迎えることもあ
り、前年度の成果を踏まえ、学校の活性化の更なる推進
のため、主体性を育む学習指導、キャリア教育の充実に
よる的確な進路指導、心身ともに逞しい生徒の育成を中
核にし、関係機関との連携を深める中で広報活動を充
実させる。

昨年度の成果と課題

学校運営方針

具体的目標

学習内容の定着のため、平日２時間以上の家庭
学習を確保する。

新学習指導要領に基づいて、授業改善および観
点別評価を推進する。

　本校の校訓である「創造」「敬愛」「剛健」と、校是である「師弟同行」（率先垂範）の精神のもと、生徒と教師がともに汗を流し、愛情と信頼に満ちた教育活動を日々展
開する。本年度は、高い次元での文武両道の実現と、自立心とチャレンジ精神に溢れた、逞しい生徒の育成を図りたいと考えている。そして、引いては、国家・社会の
発展に貢献できる人材の育成を目指す。

具　体　的　方　策

学習を生活の中心に位置づけた生活を送ることを、呼びかけるととも
に、Classi等を用いて、生徒一人一人の学習状況を把握し、不十分な
生徒に対してアドバイスを行い、改善させる。

部活動と連携し、下校時間を厳守させるとともに、学習開始の時間を
固定させる取り組みを行う。

各教科と連携し、学習の計画や評価の方針を事前に示して「見通し」
ををもたせることで、自覚的な学びを促す取り組みを行う。

年　度　重　点　目　標

生徒の主体性を育む教育活動を充実させ
るための授業改善の推進と学習習慣の着
実な確立を図る。

キャリア教育の充実による的確な進路指
導により「志」を高く持った、向上心溢れる
生徒を育成する。

自尊感情や規範意識を高め、心身ともに
健全で自立心やチャレンジ精神に溢れた、
逞しい生徒を育成する。

多様な価値観を尊重し、自ら課題を見つ
け、周囲と協働して答えを導き出す創造的
英知やコミュニケーション力を育成する。

満足度の高い魅力的な学校づくりを進め、
保護者や関係機関と連携し広報活動の充
実を図るとともに、５０周年記念行事の円
滑な実施と学校の活性化に努める。

・中学校や塾への訪問、学校での説明会と、中学生体験入学や中学生・保護者説明会の更なる充実を図る。
・学校ホームページを随時更新し、新しい媒体の活用を工夫するなど、積極的な情報の発信に努め、広報活動を活性化さ
せる。
・ＰＴＡや同窓会、教育振興会と連携を深め、教育内容の充実と環境の整備に努める。
・創立５０周年関連事業を特色ある学校づくりや地域に開かれた学校づくりの一環として捉え、伝統の継承と発展に資す
る。

学力の向上
（教務課）

通常業務を確実に実行し、新たな取り組みへ積
極的にチャレンジする。

指導と評価の一体化を常に意識して、生徒の学習状況および授業の
改善を行うとともに、電子黒板等の活用を図り「主体的・対話的で深
い学び」の実現を目指す。

時間割の作成・変更、定期考査の企画・実施、成績管理および教材
教具の準備等の業務を確実に行い、学校運営を支える。

情報管理課と連携のもと、「統合型校務支援システム」に関して昨年
度に得られたノウハウを活かし、効率的でミスのない運用を行う。

　
　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）

入学式や卒業式など、大きな学校行事において、学校の方針や学年
の意向をしっかり確認しつつ、コロナウィルス感染拡大防止など、生
徒の安心や安全をきちんと保てるように企画立案を行う。

学校行事の円滑化
（総務課）

行事等の企画や準備を綿密に行い、感染対策も
徹底しつつ、安心安全かつ円滑な業務の遂行を
目指す。

保護者や外部団体との連携を強化し、地域を含
めた周囲から愛され支援される学校を目指し、50
周年を迎える学校の活性化に寄与する。

五十周年式典の準備において実行委員会と協力し、業務内容の明
確化や分担の均等化を図り、式典等が遺漏なく行われるよう留意し、
生徒の筑紫高校への所属意識を高める。

５



SNS（Instagram・Facebookなど）を立ち上げ、本校生徒の日常生活や
行事、部活動などの情報を発信することで、効果的にPRしていく。

学校教育活動全般を通じて礼節を重んじる指導を展開する。特に、
授業規律（開始時、終了時の挨拶・時間厳守・集中力の持続等）の中
から五分前行動（時間厳守）・大きな声で挨拶をすることに重点を置
き指導の徹底を図る。

生徒が自省する機会として、生徒会を中心とした自主的な生活指導
（感染症対策を含む）に力を入れる。職員も生徒の日々の実態を細か
く把握し、機会を逃さず、個々に応じた指導・助言を行う。

部活動生に全体の模範となるよう意識を高めさせることで部活動の
活性化を図る。また、文武両道を図るため、休日１日以上または平日
２日以上の休養日を設けて部活動生の学習時間を確保し、有効に活
用できるように各部と連携する。

感染症対策の基本（手洗いや体調管理、換気等）の指導を徹底す
る。各種検診等の結果通知や啓発活動、熱中症予防指導、防災避難
訓練等を通して、生徒自身の健康や安全に対する意識を高め、リス
クマネジメントを強化する。

中学生の1日体験やPTA研修など、要望に応じたかたちで本校の魅
力を感じてもらえるような企画立案を行う。

健康・安全・環境に対する意識向上を図り、生徒
の健全な心身育成を目指す。

中学生保護者説明会、中学生の体験入学、学校説明会ファイナルを
オンライン・オフラインで実施することで、参加しやすくする。明確に対
象に響く説明や案内の工夫をすることで、本校の魅力が未来の筑紫
生に伝わるように努める。

清掃活動を充実させる。ごみ減量化の働きかけや清掃点検等を、生
徒美化委員会の活動の一環として継続的に行い、生徒の環境美化
に対する意識向上を図る。

１・２学期に「教育相談週間」を設け、担任が生徒理解を深める一助と
する。学年毎に、必要に応じて拡大学年会を実施して、全職員が共
通認識に基づいて生徒の支援ができる体制を作る。

教育相談委員会、スクールカウンセリング（月１～２回程度）等を活用
して専門機関と連携を深め、課題解決に向けたよりよい策を検討し、
生徒・保護者・関係職員に対する支援の充実を図る。

いじめや不登校の予防措置として、全職員による日々の生徒観察や
月に１回のアンケート調査を行い、生徒の実態把握に務める。また、
月に１回のいじめ防止対策委員会を効果的に機能させ、初期対応に
重点を置いた対策を行う。

部活動生に全体の模範となるよう意識を高めさせることで部活動の
活性化を図る。また、文武両道を図るため、休日１日以上または平日
２日以上の休養日を設けて部活動生の学習時間を確保し、有効に活
用できるように各部と連携する。

心身の健康保全
（保健課）

多様化する生徒の心身の課題解決に向けたより
よい支援を目指す。

生徒会や部活動生を中心としたリーダー育成に重点を置き、各行事
の実行委員を増やす。生徒会との定例会を行い、できるだけ生徒の
活躍の場を増やし、連帯感や帰属意識を高める。

積極的なPUSH型の広報を強化し、体験入学の
参加者を増やし、受験倍率1.3倍を目指す。

生徒の健全育成
（生徒指導課）

広報活動の充実
（広報課）

学校ホームページやSNSなどを活用し、PULL型
の広報を充実させることで、中学生や保護者に
向けた筑紫高校の魅力をリアルタイムで伝える。

基本的生活習慣の確立と授業規律の徹底を図
る。
生徒個々に対するきめ細やかな指導・助言を行
うと共に生徒の自主性を引き出す。

学校行事等における実行委員数を増やすことで
リーダーの育成を図り、学校全体の活性化を図
ると共に帰属感を高める。
生徒の実態を把握し、いじめの無い学校を作る。

感染症対策を徹底しつつ、生徒会活動及び部活
動の適正な運営及び活動によって道徳教育を行
う。
登校マナーを含む交通マナー教育を徹底し、地
域に愛される生徒を育成する。

第５学区内の中学校、学習塾への定期的な訪問を実施し、キーパー
ソンとの繋がりを密にして、筑紫高校の魅力を伝えることで、受験生
への間接的な魅力の発信を行っていく。

進路指導の充実
（進路指導課）

生徒の進路実現に向けた学力保障のために、
各学年と連携して課外授業を充実させる。

課外授業の講座の編成・内容は、学年・教科の要望を調整しつつ、
学力保障を第一に企画・実施する。

習熟度別課外を実施する。１・２年次には学習法の訓練を含めた難
関大講座を実施する。

生徒の進路実現に向けた戦略を立てるために、
各学年と連携して情報共有を進める。

外部模試について課内で総括を行い、それをもとに学年内の事前・
事後指導を充実させる。

各学年で「進路通信」を発行し、生徒・保護者との進路関連情報の共
有を図る。

適切な将来設計
（キャリア教育課）

「総合的な探求の時間」のプログラムの継続及び
SDG'sの次の目標の開発を行う。

「総合的な探求の時間」の継続及び発展をさせ、担当者のみならず、
学年で意義や方法を共有し、すべての教員が関わって実施できるよ
うにする。

2030年以降の総合的な探求の時間の題材となるものの情報収集を
行う。そのために外部での研修やワークショップに積極的に参加す
る。

生徒の校外研修や体験活動へ参加を促すため
にICTを利用した情報提供及び指導の強化を行
う。

Classiやプリントのクラス掲示を利用して、大学が主催する講義、外部
の団体が主催するワークショップに参加して、自分の将来や進学に
対して考える機会を与える。

進路指導課と連携をし、各教科や他校で実践しているICT機器を使っ
た学習方法を調べ、実践をする。



自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策

　・
　・
　・
　・

評価項目以外のものに関する意見

　・

研修・図書活動の充
実（研修図書課）

生徒が主体性に学習する授業改善を推進する。

「主体的・対話的で深い学び」を目指し教科指導力を高めるためめの
相互授業参観、研究授業を行う。

ICTを効果的に活用し生徒が個別に最適な学びができるよう研修を
進める。

生徒の読書活動を推進する。
作品懸賞に積極的に参加し、書物や文字に関する意識を高める。

委員会活動を充実させ、図書館利用の促進に努める。

安全・安心な情報管理
（情報管理課）

ＧＩＧＡスクールにおけるＩＣＴ機器の効果的な活用
昨年度に引き続き配備される、さまざまなＩＣＴ機器を授業など教育活
動で効果的に活用できるよう、環境整備を滞りなく行う。

学期に一度、ＩＣＴ活用推進を目的とした職員研修を行う。

メディアを活用した情報の発信

学校ホームページの更新を積極的に行い、本校の活動をタイムリー
に伝える。

eメッセージの登録者を適宜把握し、Classiとともに、情報発信の有益
なツールとして活用する。

学年運営
（１年）

基本的生活習慣の確立と、「志」を持って直向き
に努力を継続できる生徒の育成

筑紫Basicにおいて、高校生活の「あたりまえ」を学ばせ、日々の授
業・ホームルームで実践の継続を粘り強く指導し、基本的生活習慣を
確立させる。

清掃活動や学校行事、部活動などさまざまな教育活動を通じて、目
標をもって直向きに取り組む姿勢を身につけさせる。

面談・キャリア教育を通じた進路意識の醸成と学
習習慣の確立

定期的な個人面談を通じて生徒の状況を把握し、高校生活への適
応、高校での学びに向かう姿勢を支援する。また課題については学
年で共有する。

キャリア意識を向上させるために、情報の発信をこまめに行い広い視
野を持たせ、目的をもった学習へとつなげる。

学年運営
（２年）

学校の中核を担うという強い自覚と、互いを大切
にし高め合うことができる人間関係の構築

あらゆる場面で生徒会を中心に「挨拶・５分前集合」などの徹底を図
り、先輩を支え仲間に寄り添い後輩を正しく導くことのできる生徒主体
の学年として５０周年行事に積極的に取り組む。

授業や学校行事、また部活動を通して個々が筑紫高校への帰属意
識をより高め、確かな規範意識(問題行動無)をもち、互いを律するこ
とができるような質の高い人間関係の構築を図る。

進路実現にむけた学ぶ意欲の向上と学習時間
の確保を通じて確かな学力の育成。

学習時間(目標１日平均１５０分)を確保し、定期考査や模試の振り返
りの習慣化、学習記録や難関大講座などを継続することで、学年偏
差値平均５０以上を目指す。

朝のＢＢの活用(面談や教科からのプリントなど)や、オープンキャンパ
スへの積極的な参加を通して、個々の第一志望を確固たるものとし、
全力で学習に取り組む。

学年運営
（３年）

学校の主役という立場として各行事に取り組む
姿勢を示し、後輩への継承

50周年節目の年の最高学年として、継承してきたもの、新しく取り入
れるものを融合して、より良い形として次の学年、51年目に繋げてい
く。

周年行事を含む学校行事に向かう姿勢を整え確実に成功させる。各
部活動の結果にもこだわって日々の活動に臨む。

進路目標の実現に向けた工夫・努力・挑戦・達成

1年次から続けている朝のBigBangの時間を利用しながら、適宜面談
を実施して生徒の状況把握に努め、学習面、生活面、進路への助言
を行う。

進路実現に向けた環境整備を各分掌と連携を図る。現役国公立100
名以上、難関大学5名以上（九州大学挑戦者10名）の合格を目指す。

事務室運営
（事務部）

学校教育方針に沿った事務室運営の推進。
事務処理の効率化と相互チェック体制の構築。

本校は築50年を経過した古い校舎であり、大規模改修工事を控えて
いるため、生徒・職員の安全を第一に修繕等対応しつつ、改修工事
内での必要に応じた設備の更新を要求していく必要がある。


