平成３０年度

学校自己評価表
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・
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福岡県立ありあけ新世高等学校長
学
学 校 運 営 方 針

運

営

計

画

具 体 的 目 標
(1)大学入試改革に対応した、教育課程の編成及び指導体制を改善する。
(2)生徒一人ひとりの進路目標に応じ、計画的な学力向上と生徒が自ら考え行動する生徒を育成する。
(1) 生徒の学習意欲を高める主体的、対話的で深い学びを実現する指導方法の工夫及び目標に準拠した評価の改善を図る。
(2) 生徒に感動を与える行事を目指し、生徒が成長するための担任･年次･分掌間の連携を強化する。
(3)生徒の学力向上のために、組織的・系統的指導を確立させ、第一志望への合格率９０％を目指す。

(1)教師の授業改善や指導力向上に資する外部研修会へ年間最低１回は参加する。
３ 授業、特別活動、部活動等の多面的評価による生徒の成長支援及び指導方法の改善 (2)授業アンケートや生徒との面談（ガイダンス）を活用し、生徒の家庭学習習慣の定着を図るとともに、成長支援を充実させる。
(3)年次ごとに生徒の「成長度」を示す指標を作成し、多面的評価による指導方法の改善を図り、生徒の自尊感情を育成する。
４ 社会的・職業的自立に向けた能力と態度を育成するキャリア教育の実践

(1)「産社・総学」の指導内容の共通理解を図り、１年次での課題発見、２年次での課題研究、３年次での進路実現という、３年間を通した系統的なキャリア教育を推進する。
(2)資格取得を促すことで、本校独自の総合学科・専門学科枠等を活かした多様な受験形態に挑戦させ、進路保障につなげる。

５ 地域から学び、地域を支え、地域とともに成長する生徒の育成

(1)ボランティアをはじめ、地域との交流活動や体験的学習を積極的に推進し、家庭や地域と学校との連携・協働を図る。
(2)地域社会との様々な関わりを通じて、生徒の健全育成を図るとともに、これからの時代に必要な力を育成する。

６ 職員間及び職員と生徒との信頼関係の構築による組織的な教育活動の実践

(1)危機管理意識を常にもち、組織的な対応による安全・安心な学校づくりと望ましい信頼関係の構築に努める。
(2)職員研修により職員のガイダンス能力等の指導力向上を図り、面談等による生徒理解・指導を充実させる。

７ 総合学科高校の特長の発信及び中学校等地域情報の活用

(1)総合学科の特長や学校行事、部活動等を広報し、ホームページの更新を積極的に推進する。
(2)中学校等地域情報を収集し、中学校訪問等で活用するとともに、地域における学校の認知度向上に努める。

評価項目

具 体 的 目 標

具

体

的

方

策

評価（３月）

教育課程検討委員会を中心に、８月までに次年度以降の教育課程の案を作成する。
次期学習指導要領を見据えたカリキュラムの研究
本校のグランドデザインやブランド化について検討を重ね、職員研修会や分掌会、年次会等で職員間の共通理解を図る。
を推進する。
学校規模の縮小に対応した教科選択のあり方を教科会、分掌会等で研究する。

教

務

（確かな学力の育成）

主体的・対話的で深い学びについて、すべての職員による授業研究を推進する。
主体的・対話的で深い学びに基づく、生徒に確か 観点別評価の本格実施を通じて、生徒の主体的な学びの姿勢を育成する。
な学力をつけさせる授業実践を推進する。
年間２～３回の職員研修会を通じて、生徒の学習時間が増え、生徒が新たな学びの成果を実感できる課題提示や教科指導のあり方を研究する。
各教科との連携による「産業社会と人間」、「総 産社、総学、課題研究の学習内容や質の向上につながる教科指導のあり方を各教科で研究する。
合的な学習の時間」、「課題研究」の充実・発展
次期学習指導要領を見据え、職員研修会で「総合的な学習の時間」に関する研修を年間１～２回実施し、本格実施に備える。
を目指す。
進学強化クラス委員会を年３回の進研模試後に実施し、成績検討会を実施すると共に事後の指導のあり方を確認する。
進学強化クラスの指導方針の明確化と指導体制の 進学強化クラスを対象に、進学に関する講演会を実施し、生徒の意欲向上を図る。
確立
進学強化クラスの生徒の進路選択の幅を広げるため、大学進学や上級の資格取得を意識した教科選択、学習指導や進路指導を推進し、主体的に学ぶ態度
を育成する。
課題設定にあたり、具体的な目標を定めるとともに、できるだけ数値化させる。
「新世チャレンジ２０１８」の充実を図る。

生徒・教員全員で実施することで、自尊感情を醸成する。
最終的な結果を、文書でまとめ冊子化する。
年間5回のボランティアの中で、1回は必ず自ら計画し実行させる。

主体的に自ら行動する能力の育成

各委員会必ず１回は、主体的に企画し活動させる。
新制服の着こなし等を通して、規範意識やまなーを遵守する気風を醸成する。
スクールキャラクターを設定することで、愛校心を育成する。
初期参加率80％、定着率70％を目指す。

生徒指導
部活動の活性化

体験入部を充実させる。
外部指導者を活用する。

生徒心得や各マニュアルの改訂

生徒心得を見直し、現状に適した心得とする。（下校時間、携帯電話、交通関係）
危機管理マニュアル、いじめ防止基本方針の改訂を行い、安全・安心の学校づくりを行う。

外部からの講師を年間５回招聘し、講演会や実技指導を積極的に導入する。
安全教育、いじめ防止教育、交通安全教育を含む
生徒会や各種委員会を中心に、生徒主体の活動を推進する。
規範意識の醸成を図る。
活動を通して、規範意識の醸成を図る。
授業で培った学力をさらに伸ばすために、課外授業では基礎基本の徹底を、土曜講座では応用力養成を行う。
進学教科クラスの指導内容については、進学教科クラス推進委員会と連携し、進路として積極的な提言・情報提供をする。
１年次生徒全員を漢検・英検資格取得に５０パーセント以上合格させるために、朝読や課外の時間を使って対策する。
進路に応じた指導体制を確立し、全ての生徒の第１
希望進路の実現を目指す。

年次・教科と連携して模擬試験毎の指導到達目標を立て、指導の充実を図る。
模試分析会を実施し、指導の成果と課題を明確にし、生徒の指導の充実を図る。
商業枠国公立受験、ＡＯ入試、推薦入試小論文に対応するため、小論文課外を軸に、複数教科の先生方と組織的に充実した指導を行う。

進路指導

７３

印

（４月）

校訓 「自律・自彊・飛躍」
校是 「新世生よ、人生のプロデューサーたれ！」
学校ビジョン及び生徒行動指針を具現化することによって、福岡県が目指す「志をもって意欲的に学び、自律心と思いやりの心を持つ、逞しい生徒」更には、総合学科高校が目指す「主体的に考え行動し、調べる力、聞く力、まとめる力、発表する力などを身に付けた生徒」を育成し、地域から愛され、信頼さ
れ、誇りとされる日本一の総合学科高校をつくる。

本年度重点目標
昨年度の成果と課題
○成果
１ 地域貢献活動の推進と学 １ 次期学習指導要領を見据え、総体的観点から生徒の志に応える教育課程の編成
校行事の充実
2 広報活動の充実と本校に対
する地域社会からの評価の向 ２ 「充実」した授業、「感動」を与える行事、「満足」する進路の提供
上
○課題
１ 第一希望進路実現のため
の家庭学習時間の確保と基礎
学力の向上
２ 生徒の主体性、チャレンジ
精神の育成
３ 職員の実践的指導力の向
上と授業改善の取組強化
４ 総合学科の特色や本校の
魅力についての広報活動の充
実と工夫
５ 学級減に伴うカリキュラム
マネジメントの充実

校

公務員専門学校と連携して、講義・面接指導・情報共有を充実させる。
年次・総合学科推進課と連携し、進路に関する体験活動を通して、継続的・計画的にキャリア教育を推進する。
３年間のキャリア教育を通して志を立て、年次・教科・ 外部で開催される各種ガイダンスへの生徒の主体的な参加を支援し、生徒の進路意識を高める。
総合学科と連携して進路実現に必要な確かな学力を １，２年次に向けて新しい内容のガイダンスを提言する。
高める。
２年次と連携し、インターンシップを通して生徒のキャリア意識を高める。
進路希望調査を年２回（ガイダンス週間期間中）実施し、進路実現に必要な科目選択を支援する。
面談の際、進路の手引き等を活用し、充実したガイダンスを行う。
多様な進路に応じた進路ガイダンスを計画的に行
３年次の就職希望者の面談を４月から計画的に行い、満足のいく就職内定を目指す。
い、生徒の進路意識を高める。
複雑化する入試形態に対応するために、情報提供をタイムリーに行う。
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次年度の主な課題

評価
（３月）

４月にキャリア教育プランの共通理解を図り、全職員の意識を高める。
キャリア教育を推進し、全教育活動を通して基礎的・
全教育活動に基礎的・汎用的能力の育成を意図した指導及び評価を導入する。
汎用的能力の育成を図る。
「産社・総学」の内容の検討を年次会で定期的に実施し、職員の意識と技量を高める。
１年次の産社では、10月の科目選択に結びつく指導及び評価方法を確立する。
２年次の課題研究では、全職員による教科の専門性を生かした指導を行う。

総合学科推進

「産社・総学」の指導内容を明確にし、３年間を通して ３年次の総学では、これまでの実績に基づいた、系統的な指導態勢を確立する。
系統的指導を実施する。
各年次における系統的指導の成果を集大成し、総合学科発表会を成功させる。
進路指導課と連携し、「産社・総学」におけるキャリア教育を充実させる。
３０歳になる卒業生に総合学科発表会で毎年メッセージを送ってもらう。
生徒・職員による塾・中学校訪問を２回以上実施し、本校の特長を伝える。
総合学科高校の特長の発信及び中学校等地域情報 中学校の高校説明会に向けて、本校の教育成果を効果的に伝える資料や地域情報を活用した資料を企画・広報部と連携し、整備する。
を活用する。
進路相談事業、体験入学、総合学科発表会への中学生・保護者の参加者を増やす広報を計画的に実施する。
本校独自の高校説明会を実施する。
生徒の状況を把握し、判断するために必要な面談等を適宜行う。
心身の健康への意識を高め、自ら健康管理ができ 保健委員会の定例化（月１回）を図り、保健だより等を定期的に発行する。
る生徒を育成する。
早期に心身の問題点を分析し、担任・年次との連携をとりながら、組織的に迅速に対応するとともに、必要に応じて教科連絡会等を開く。
毎月１回、教育相談委員会を開催する。
年次会と密に連絡を行い、早期の問題解決を図る。

保健環境

教育相談委員会から保護者へ相談の呼びかけを行う。
教育相談活動の充実を図り、心身ともに健全な生
教育相談委員会の内容を受けて、職員全体の共通認識を図る手立てをとる。
徒を育成する。
年次・各部との連携を密にし、配慮の必要な生徒についての長期的な支援計画（ヒントシート）を作成する。
「学校生活アンケート」を年間３回、「いじめアンケート」を毎月実施し、集約・分析を行い、生徒の状況や変化に迅速に対応する。
専門・関係諸機関との連携を強化する。
考査終了後の翌日に朝の掃除を行うことにより学習環境を整える。
環境・美化への意識を持ち、自ら進んで清掃活動 広範囲の掃除区域の見直しを行い、清掃環境を整える。
ができる生徒を育成する。
「美化コンクール」を、年間２回（前期１回、後期１回）実施する。
生徒会活動（ボランティア等）を活用し、美化活動の向上を図る。
各分掌・委員会と連携し、本校の課題に沿った校内研修会の実施
校内研修会の充実

校内研修会の内容・方法の検討と充実
校外での研修会への参加の推進とその還元（年間最低１回は参加）
３年間を見通した人権・同和教育の充実（特設授業等）

人権を尊重した学級・学校づくりの推進

職員の各種研修会への参加の推進
講演会等の計画・実施

研修・図書

公開授業月間を７月と１１月に行い、必ず１回は電子黒板やＩＣＴ活用法、対話法など、アクティブ・ラーニングを取り入れた授業を公開する。
アクティブ・ラーニングを活用した授業研究の充
授業アンケートの実施（７月と１１月）と活用
実
研究授業大会の内容・方法の検討
図書委員会活動の活性化
生徒図書委員会活動の活性化と図書館教育の促進 「朝の１０分間読書」の推進と年間１０冊以上の読書の推進
学習のための図書館環境の整備・増強
教育活動のスムーズな運営を行うための各分掌と 式典等における時制について、関係分掌との連携を図る。
の連絡調整
卒業式に関して定時制との連絡調整を図る。
ＰＴＡ行事を含めたスケジュール管理およびＰＴＡ委員との連絡調整を徹底する。

企画・広報

家庭・地域との連携推進

ＰＴＡ総会への保護者参加率２５％を目指し、ＰＴＡ役員との綿密な連携を図る。
同窓会参加者８０名以上を目指し、同窓会役員との綿密な連携を図る。
ＰＴＡ役員との親睦を図り、高校訪問では、教育成果を中学生保護者に伝え、生徒募集に繋げる。
情報データの整理・管理は、過去３カ年（２７・２８・２９年）について各部課、年次で管理をお願いする。

情報データの収集・整理・管理と広報活動の推進 記録データを活用し、本校の教育成果を新聞(年間３回）等でまとめ、生徒募集に繋げる。
部活動については、最低年2回（前期・後期）、学校行事については随時のＨＰ更新ができるように各ＨＰ担当者に連絡し更新する。
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家庭学習習慣を確立させるために各教科と連携を図り、導入期指導を強化し、家庭学習時間６０分以上を確保する。
生徒一人ひとりの第一希望進路実現を見据えた
「確かな学力」の養成

各教科との連携を図り、「１つ以上の資格取得」を目標に、漢字検定や英語検定など資格取得にチャレンジさせる。
模試分析会を実施して課題を共有し、３年間を見通した学力の向上を目指す。
３年間の「産社・総学」を計画的に活用し、キャリア教育の成果を上げる。

キャリア教育を通して進路意識を向上させ、その 社会人講話や先輩から学ぶなどの講話を年２回実施し、自分の将来のことについて深く考えさせる機会を設ける。
実現に向けて主体的に行動できる生徒を育成する 原稿なしスピーチを徹底させ、高いコミュニケーション能力を身につけさせる。
長期休業中にオープンキャンパスに参加した際は、レポートを作成させる。

１年次

ボランティア活動等の体験的な活動への積極的参加を促し、生徒自身に主体的な取り組みを実施させることで、生徒の夢や志を探求する力を育成する。
体験的な活動を通してチャレンジ精神にあふれた 「自立と協働を学ぶ体験活動」を充実させ、自らの課題に積極的に取り組む力を育む。
活気ある生徒の育成
体験入部や担任との二者面談を充実させ、部活動加入率８０％を目指す。
学校行事において積極的に参加させ、生徒会等学年の枠を超えたリーダーを計画的に育成する。
年次の「Team力」の向上

連絡調整を強化し、年次所属の校務分掌担当者の業務の円滑化を図る。
年次通信を年５回発行し、年次の情報を発信する。
各教科担当者と連携し、家庭学習時間９０分の確保を図る。

第１希望進路実現を見据えた学力の育成

進学強化クラスの授業の充実を図るとともに、年次全体でも、各教科担当や外部講師による講演会等により学習意欲を高めるとともに年次全体でも、勉
強方法を明確にし、進路意識を高める。
進路を見据え、２つ以上の資格取得を目指す。
「課題研究」については組織的な指導体制を確立させるため、毎週１回は職員間の情報交換会を行う。

２年次

キャリア教育を通して志を立て、主体的に行動で 進路意識を向上させるために、就職希望者に対して「インターンシップ」を実施し、進学希望者に対しては、最低１回は学校説明会に参加させるなどの
きる生徒の育成
取り組みを行う。
外部講師や卒業生による「講演会」や「進路懇談会」を実施し、主体的に進路研究を行い、進路を明確にする。
生徒会や部活動においてリーダーシップを発揮できる生徒を育成する。
中核年次としての意識を高め、リーダーを育成す 体育大会・文化祭等の学校行事に主体的に取り組み、企画力や運営力を身につけさせる。
る
修学旅行の企画・実施を通して、企画力・実行力・協調性を身につけさせる。
年間５回のボランティア活動への参加を促し、地域への理解を深め、社会性やコミュニケ―ション能力を身につけさせる。
進路実現に必要な学力を身につけるために、就職希望者の家庭学習時間６０分以上、大学進学希望者の家庭学習時間１２０分以上を確保させる。
第１希望進路の進路実現１００％を目指す。

進路検討会を月１回以上実施し、クラス・年次間の共通理解を深め教科担当との連携を図り生徒の進路実現を目指す。
「総合的な学習の時間」を進路に応じた講座の開設を計画し、生徒の興味・関心に応じて充実させる。
面接カードを利用した面接指導・小論文指導・志望理由書指導・公務員指導を早期から着手し、計画的・組織的なサポート体制を確立する。
服装・挨拶・言葉遣い・掃除の指導を徹底し、社会で活躍し得る人材を育成する。

３年次

社会人講演会を月1回程度行い、社会的教養を身につけさせる。
豊かな人生を送るためのキャリア教育の充実と後
部活動や学校行事で中心となって行動させ、主体性と行動力を身につけさせる。
輩の模範となる生徒を育成する。
生徒会を中心として、生徒が主体的に運営し体育大会等の学校行事を成功できるよう、年次職員が積極的にサポートする。
資格取得月間を設け、最低1種類以上の資格を取得するとともに自学の時間を確保させる。
教師・生徒・保護者を一つのTeamと考え、連携を強化する。
保護者や地域社会との連携、信頼構築を深め教育
年次所属職員を中心とした他分掌との連携を強化する。
活動を行う。
年次通信を年４回以上発行し、学校の情報を保護者に発信する。
教育環境の向上を図る。

事

務

生徒の安全を確保する。

これまでの懸案事項について、継続して検討と要望を行う。
改善が必要な個所を洗い出し、年次計画により整備を行う。（年１回調査実施）
施設の安全点検を充実させ、危険個所は改善を図る。
校納金の納入率のアップを図るために、事務室と学年主任及び担任と連絡を密に行い、連携して徴収を進める。

円滑な事務処理に努め、各教育活動を支援する。 就学奨励金制度・就学給付金制度の周知徹底を行う。

定期監査・随時監査・会計指導等の対策を十分に行う。
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