
別紙様式（Ｂ４横型） 学校番号

福岡県立筑紫高等学校長　　

安全・安心な情報
管理
（情報管理課）

学校ホームページやｅメッセージ、Ｃｌａｓ
ｓｉなどのツールを適切に管理し、生徒や保
護者への情報発信を的確に行う。

  システムの効果的な活用に関する職員研修を１２月までに行う。

　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、周囲と協力して答えを導
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てきた。
その結果、授業の改善、プロジェクトＣ，Ｇの
継続発展、プロジェクトＶの立ち上げ、学校行
事を通したリーダーの育成、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
対応による活動製薬の中でも一定の成果を収め
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３年度は、前年度の成果を踏まえ、広報活
動の更なる活性化を図り、今以上に高い次元で
の文武両道を実現していきたい。

・学習、部活動・学校行事を両立させる指導を充実させ、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。
・特別支援教育に関する研修を充実させ、生徒一人一人の可能性を最大限に引き出す教育を実現する。
・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提供する。

・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、達成感などを育み、生徒の成長を促す。
・「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。

・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するなど、情報の発信に努め、広報活動の活性化を図る。
・ＰＴＡや同窓会、教育振興会との連携を深め、教育内容の充実と環境の整備に努める。

　授業改善を推進するとともに、生徒の
主体性を育む教育をとおして、学習習慣
の確立と学力の定着を図る。

　キャリア教育の推進による的確な進路
指導を展開し、「志」を持った、向上心
溢れる生徒を育成する。

・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、授業の工夫及び改善を図る。
・ＩＣＴを活用し「個に応じた教育」を展開することにより、生徒の主体性を育み、学力の定着を図る。
・生徒の読書活動を推進し、生徒の思考力、表現力を育成する図書館利用を促進する。
・国際交流事業の充実改善と、外国語教育の充実により、グローバル教育を推進する。

・「大学入試改革」を見据えた指導の体系化により、「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」の充実を図り、キャリア教育を推進する。
・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。 Ａ

学　校　運　営　方　針

昨年度の成果と課題

　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。

年 度 重 点 目 標 具　体　的　目　標

　自尊感情や規範意識を高め、健全なる
心身を育むとともに、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。

　多様な価値観を育み、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。

評価
(総合)

学　校　運　営　計　画　(4月)

A

A

B

A

A

B

具体的目標評価項目 次年度への主な課題

B

A

  昨年度２５０台程度、今年度さらに２００台以上のタブレットＰＣが導入されるため、管理簿の作成
および、日々の確認を通して管理を徹底する。

A

  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的確なアドバイスを行
い、学習習慣を確立させる。

  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。

  生徒達の日々の学びを観点別に評価することに対応できる教務規定・内規に改訂する。

  学習の計画や評価の方針を事前に示して「授業の見通し」をもたせ、自覚的な学びを促す取り組みを
行う。

  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。

ＩＣＴ機器の適切な管理と、授業での効果的
な活用の提案をする。

A

C

A

Ｂ

Ｂ

学力の向上
（教務課）

校務支援システムの導入を円滑に行う。

  学期に１度は他の分掌と情報交換を行い、スムーズに運用できるように連携する。 A

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。

新学習指導要領実施に向けて、教務規定・内
規を改訂するとともに、授業改善および観点
別評価を推進する。

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。

B

A

  校務支援システムが今年度から本格的に導入されるため、出欠入力や成績処理の入力を始業式までに
できるように準備する。

A

  情報管理課と連携し、「統合型校務支援システム」へのスムーズな移行を検討・実施する。

B
A
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Ａ

  満足度の高い魅力的な学校を作るとと
もに、保護者や外部団体と連携すること
で広報活動を活性化させる。

評価(３月)具体的方策

  Ｃｌａｓｓｉを通じて学年通信など学校の情報を保護者に配信し、より確実に情報が提供できるよう
にする。

  ｅメッセージの保護者の登録率９割以上を目指し、緊急時の連絡手段として有効に活用できるよう、
適宜情報を発信するとともに、学期に１回以上、確認メールを配信する。

B

  学校ホームページを効果的に活用し、部活動の計画や、学校行事の生徒の様子など、年５０回以上更
新を行う。

Ｂ

  今年度、全ての普通教室および特別教室に導入されるプロジェクターの設定等を速やかに行い、授業
等で活用できるように、職員に事前に案内をする。

  生徒所有の端末を活用した授業（ＢＹＯＤ）が５月から行えるように、４月中に設定を完了する。

  タブレットＰＣやプロジェクターをより効果的に授業で活用できるように、職員研修を１２月までに
行う。

　１０月に実施した学習時間調査の結果から、前
年度に比べて各学年とも３０分程度も学習時間が
減少していることが分かった。次年度は、学習に
対する意識を高め、意欲的に学習する生徒の育成
に力を入れたい。

　次年度１年生から新学習指導要領に基づく、新
教育課程がスタートするので、教務課として、ミ
スのないよう取り組む。特に、観点別評価につい
て、各教科としっかり連携して対応したい。

　本年度は、「統合型校務支援システム」の運用
面で大変苦労したが、ノウハウを蓄積することが
できたので、次年度は効率的かつ効果的なシステ
ムの運用を行いたい。

　システムの設定を適切に行い、正確な処理ができる
環境を提供する。

　職員研修は教務課と連携し、マニュアル等の案内を
適宜行う。

　ICT活用に関する職員研修を2回実施することができ
たが、授業などで効果的に活用できているかの検証ま
で行えていない。次年度検証したい。
　
　BYODは、生徒所有端末の設定が様々であり、県の通
信回線も遅延が大きいため、ほとんど活用には至らな
かった。今後、新たなシステムが案内された場合は、
積極的に取り入れたい。

ホームページの部活動の部分について、大会が実施さ
れなかったこともあって更新が滞ってしまった。行事
なども含めて、更新を早めに行えるように、ある程度
型を決めておいて、会が実施されたらすぐに外部への
発信ができるように努めなければならないと実感し
た。また、他のツールも上手く活用できるように研鑽
を積んでいきたい。

Ｂ



生徒の健全育成
（生徒指導課）

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）の徹底を図る。

行事等の企画を綿密に行い、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。

中学生の保護者対象説明会や体験入学、中学
校訪問、学校ホームページや広報誌を通じて
筑紫高校の魅力を的確に地域に伝える。

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
す。

広報活動の充実
（総務広報課）

  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。教育相談委員会、ス
クールカウンセリング（月１～２回程度）、訪問相談事業（随時）等を活用し、生徒・保護者・関係職
員の精神的な支援体制を一層の充実を図る。

評価項目 具体的目標 具体的方策 次年度への主な課題評価(３月)

A

A

  式典において、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。

Ｂ

A

  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。

A

  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する。

A

Ａ

B

  登下校指導、自転車安全点検等の指導を職員のみならず、生徒会（生徒）と共に行うことによって、
事故や苦情の件数を前年度の５割減を目指す。また、昨年度全学年で実施できなかった各講習会等を工
夫して行い、知識やルール・マナーについて指導徹底を家庭と連携して行っていく。

A

A

  教員間での情報共有や保護者との密な連携を心がけ、生徒にとってより良い課題解決の方策を検討す
る。必要に応じて拡大学年会を実施し、職員間で共通認識を深め、生徒の困り感を解消できるようチー
ムとしての支援ができる体制を整える。

B

A

Ｃ

Ｂ

B

  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。

A

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。

  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。

Ｂ

Ａ

B

B

Ｂ

  「中学生の体験入学」への参加者が１０００名を超え、最終的に倍率１．２以上となることを目標と
する。申し込みやすい形で中学校への案内を的確に行い、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。

  生徒が生き生きと学校生活を送る様や行事内容をわかりやすく効果的にＰＲする。

  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、生
徒のための支援を得られるようにする。

  ＰＴＡの活動について保護者がなるべく興味を持ってもらうように、広報活動を行う。

コロナウィルス感染拡大防止を視野に入れて行事を実
施することができた。しかし、業務が時期的に重なり
やすく、担当者の負担の偏りもあったので、分担の仕
方を考える。行事があるときに人手が足りなくて困る
ことがあった。

  式典のやり方について、来賓や保護者にも喜んでいただけるように工夫することで、筑紫高校の広報
活動の一端とする。

Ｂ

Ａ

コロナの影響で他校が実施していなかった時期に説明
会を実施し、本来の対象であった保護者のみならず、
沢山の中学生に参加してもらったせいか、体験入学へ
の参加者が減ってしまった。実施内容や対象者、今後
の広報スケジュールを中学校訪問の際にに明示するな
どの対策をし、体験入学に重点を置いた広報を行うよ
うにする。秋に広報の機会を増やしたが、次年度は教
員の負担と効果を見極めた上で実施していきたい。Ｐ
ＴＡの活動はコロナで実施できなかったことも多かっ
た。

　基本的な生活習慣の見直しを生徒会と連携しながら
図る。特に朝の5分前着席の徹底（時間厳守）・挨拶
（大きな声で）に重点を置く。

　引き続き感染対策の徹底を促す。

　本年度も各学校行事が制限される中で、生徒会と連
携して工夫した取り組みを行うことができた。

　部活動の活性化は図れたが、家庭での学習時間の確
保があまりできなかった。各部と連携を取り家庭学習
時間を増やしていけるようにする。

　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。
・感染症対策の継続
・リスクマネジメント
・ごみ減量化、清掃点検

B

　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。
・コーディネーター機能充実

　特別支援教育推進の体制を整え、全職員で共通認識
に基づいた生徒支援を行う。
・支援計画活用
・拡大学年会の継続実施

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。

心身の健康保全
（保健課）

特別支援教育推進の体制を整え、全職員で
チームとして生徒支援を行う。

生徒の自尊感情を高めるために、生徒の心身
に関する課題解決や支援を行う。

A

A

  感染症対策の基本（手洗いや体調管理、換気等）の指導を徹底し、各種検診等の結果通知や啓発活動
を継続して行い、生徒自身の健康に対する意識を高める。清掃活動を充実させ、環境美化への意識向上
を図る。

  防災避難訓練や熱中症対策指導を通じて、安全に対する意識を高め、緊急事態に直面した際に適切な
判断をし、可能な限り適切な行動が取れるように指導する。

健全な心身を育むために、生徒自身の健康・
安全・環境に対する意識の向上を図る。



生徒が主体性に学習する授業改善を推進す
る。

各学年の現状の課題と情報の共有を適宜行い
充実させていく。

充実した研修
（研修課）

具体的目標

　3年間の「総合的な探究の時間」の継続的な改善
・2年Project Gの題材であるSDGsは2030年までの目標
であり、今後ずっと使用できるものではないため、
SDGsの先を見据えた新たな題材についての情報収集を
行っていきたい。

Ａ 　Classiの活用の充実
・一斉連絡や配付資料の配信、欠席連絡、活動履歴の
蓄積に加えて、学力向上のために活用する方法や事例
を整理し、情報提供を行っていきたい。Ｂ

　外部模試検討会は来年度も定期的に行いたい。「進
路通信」についても継続的に行い、進路情報の発信に
努めていきたい。そして、「志望校宣言」を軸とした
長期的指導を確立させていく必要がある。

進路指導の充実
（進路指導課）

生徒の進路実現のために、各学年と連携し学
力向上のための課外授業を充実させる。

Ａ

　3年次の課外授業、1・2年次の難関大学講座につい
てはある程度計画的に実施することができたが、生徒
の実践力向上のためになるように、実施内容は継続的
に検討していきたい。

適切な将来設計
(キャリア教育課)

「総合的な探究の時間」１、２年次のプログ
ラムの継続・発展及び３年次プログラムの開
発

生徒の校外研修や体験活動の機会を保証する
ための情報提供体制強化

  ３年次「総合的な探究の時間」のプログラム開発と実践を並行して行いながら、生徒の活動事績や教
師の指導事績のデータを蓄積し、次年度へ確実に引き継ぐ。

  探究学習における生徒への支援例を共有するとともに、支援例に含まれない想定外の場面が生じた場
合は、随時支援例に追加し、さらに内容を充実させていく。

  Classi及びクラス掲示により、大学の公開講座、民間企業や団体主催のワークショップなど校外の研
修や体験活動に関する情報を生徒へ積極的に発信する。

  進路指導課と連携し、多様な大学入学者選抜の方式から、生徒の個性や活動事績に応じた最適な選択
や判断ができるようにするため、Classiの活用方法の検討を継続していく。

Ａ

B

Ａ

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。

　校内の教育環境の整備を心がけ、学びやすい環境づくりを推進する。各分掌と情報の共有を図り、生
徒への教育効果と学習効率を高める。事務処理全般の効率化を図るとともに、職員間の相互チェックを
徹底し、錯誤の防止に努める。

A Ａ

　面談をこまめに行い、生徒の生活状況や学習状況を把握し、初期のつまづきの解決に努め、高校生活
への不安を軽減していく。また、早期に進路希望調査を実施し、進路目標達成までのプロセスを明確化
することで、先を見据えて自ら学習に取り組むことができるよう促す。

Ａ Ａ

　中核を担う学年ではあるが、年度の途中から学校を引っ張る立場へと変わるため、早い段階から学校
の主役になるための意識を高めさせ、準備を進めていく。学年集会や係会議の実施を始め、プロジェク
トGにおいても主体性を持って行動できるよう事前事後の指導を計画的に行う。さまざまな生徒が活躍
できる場面をつくり、リーダーシップの育成を図る。

A A

　面談週間だけでなく、BigBang時での短時間面談を日常化して生徒の生活状況や学習状況を把握して
生活習慣や学習習慣、進路への助言を行っていく。生徒には進路選択の情報発信を積極的に行う。プロ
ジェクトＧやアカデミックツアーなどを通じ学びに向かう姿勢を涵養し、「令和プロジェクト」等の講
座を実施して生徒の学力、進路意識の向上を図る

B B

学年運営
（１年）

基本的生活習慣の確立と、何事にも誠実に取
り組むことができる生徒の育成

面談を通した生徒状況の把握と、学習習慣、
進路意識の指導の徹底

学校の中核を担うから主役になることへの意
識と行動力の向上

自らの志を達成するための確かな学力の形成
と進路意識の徹底

進路目標の実現に向けた努力を継続させ、生
徒全員が希望進路を達成する。

自立心、チャレンジ精神に溢れ、「志」を
持った生徒の育成を図る。

学年運営
（２年）

学年運営
（３年）

　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。

 「こども読書の日」「読書週間」「半日図書館デー」や、図書館便り「芸亭」、図書館報を活用して
生徒の読書意欲を喚起する。また委員会活動を充実させ、図書館利用の促進に努める。

A A

　進路情報の提供や、希望進路に応じた個別指導など、生徒が自ら受験勉強に向かう体制を整える。進
路部と連携を図り、変化する生徒の成績状況を把握し、適宜面談を実施して生徒を支援する。現役で国
公立大学１００名以上、難関大学５名以上を目指す。

A A

　学校行事や学級活動を通じて、常に最高学年としての振る舞いを意識させ、自ら考え行動するように
促す。ホームルーム活動や学年集会で、生徒が主導する機会を多く設け、リーダーシップを発揮する場
を作る。総合的な探究の時間などを通じて社会との関わりを考えさせ、キャリア意識を高めさせる。

A A

Ａ

　まずは筑紫Basicにおいて、様々なルールやマナーを学び、学んだことを継続して実践することを通
して基本的生活習慣を確立する。また、授業や清掃、放課後の部活動その他さまざまな教育活動から、
ものごとに誠実に取り組む姿勢を身につけ、今後の学校生活をおくる上での土台を構築する。

B B

　生徒会、部活動を主に学校の中心、主役になる意識
は高まってきた。修学旅行では各自が担った役割を果
たし、リーダーシップを取れる生徒が目立つように
なってきた。

　学校行事が縮小、削減される中、進路実現に向けた
取組は前進できた。面談時間の確保が難しい中でも確
実に面談を進めたことで生徒状況の把握や共有を図
り、問題発生は防げたと思う。

　全体的な学力の底上げが必要である。中位層を伸ば
して、高い目標に向かってどうやって努力を継続させ
ていくかが課題である。上位層への取り組みは一定の
効果はあった。

　学校行事を通じて、最高学年としてのリーダーシッ
プは発揮できた。行事の変更が相継ぐ中、生徒は柔軟
にそして誠実に対応できたと思う。

　行事の日程変更があり研究授業等の予定が立てづら
い面もあるが、幅広く参観してもらうために適切な時
期に実施できる計画を立てる。

　図書館活性化の取り組みは予定通り実施できた。来
年度も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、図書館利用に繋げたい。

 「主体的・対話的で深い学び」を目指すための職員研修を行い、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。

A A

Ａ

Ｂ

Ａ

　学校行事全般を含め集団で動く中で、先輩の後ろ姿
から多くを学び少しずつではあるが成長をすることが
できた。

　生徒会を中心とした生徒主体の学年をめざし、生徒
を前にだし、同時に生徒同士の中で規範意識を高めて
いくこともできた。

　朝のBigBang時や休み時間を利用した面談や、難関
大講座や基礎講座(筑セミ)を継続し、さらに高みを目
指す意識ずけができたと思う。

  課外授業の講座の立て方や講座内容を各教科の意向をふまえたうえで十分に検討し、生徒ひとりひと
りの進路実現に向けての学力向上を目指した朝課外や土曜課外を企画・実施していく。

具体的方策

A

A

評価(３月)

生徒の読書活動を推進する。

Ａ

Ｂ

次年度への主な課題評価項目

Ａ

  3年次において生徒の実態を踏まえた習熟度別課外、1・2年次においては難関大学を目指すための学
習の心構えや勉強法を教える「難関大学講座」を検討し、実施する。

A

  各年生において、「進路通信」を発行し、生徒に自身の将来の進路選択や現状、大学入試等の情報提
供を随時行う。また、年度初めに「志望校宣言」を行い、進路目標を意識させる。

B

  各学年の外部模試の検討会を適宜実施し、その反省をもとに指導し完全できるしていくことともに、
長期休業中の課外や課題などでもサポートできるように企画・実施していく。

B


