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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）

福岡県立ありあけ新世高等学校（全日制課程）

学校関係者評価

次年度の主な課題

学　校　運　営　計　画　（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、「確かな学力、健やかな体、豊かな心をもち、社会の変化に柔軟に対応できる生徒」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。

具　体　的　目　標

(1)「産社・総探」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)ねらいを明確化しプロセスや振り返りも重んじる体験的活動を通して、よりよい社会・未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む。
(3)総合学科高校としての特色あるすべての教育活動を相互に作用させつつ、生徒同士の協働的学び合いの場を設定する。

(1) 「ＩＣＴならでは」の学習方法を取り入れ、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を工夫し、家庭学習習慣の定着を
図る。
(2) 担任･年次･分掌間の連携を強化し、生徒に主体的に行事に取り組ませることで達成感、満足感を高める。
(3)個に応じたきめ細かな指導により生徒の可能性を伸ばし、個々の進路希望を実現させる。また、資格取得を促すことで、本校の特色を活かした多様な
受験形態に挑戦させ、進路保障につなげる。

(1)年間で取り組む具体的目標を定めさせることにより、チャレンジ精神の啓発を図る。
(2)生徒への積極的声かけによりそれぞれの良い面を伸ばすとともに、鍛ほめ福岡メソッドを実践することで生徒の自尊感情を育成する。
(3)他を思いやる心やマナーの向上を図り、笑顔で活力ある生活を送らせる。

(1)ボランティア活動をはじめ、地域との交流活動や体験的学習を積極的に推進する。
(2)地域人材による講演会等を計画的に実施して学びの場を広げ、課題の発見、解決に向かう力を養う。

(1)職員自身が自ら学び続ける意識と情熱をもち、同僚性を発揮して教育力や組織力の向上を図り、社会の変化や教育改革の波に対応できる職員集団
を目指す。
(2)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。

(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迅速、積極的に行う。
(2)新世スマイルプロジェクトを推進し、マスコットキャラクターを効果的に活用する。

２　「充実」した授業、「感動」を与える行事、「満足」す
る進路の提供

３　規範意識に富み、チャレンジ精神にあふれた活気
ある生徒の育成

４　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

５　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

６　総合学科高校の特長の発信及び小・中学校、地
域社会との連携強化

具　体　的　方　策

年　度　重　点　目　標

１  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

生徒の進路希望に関する情報を精査・分析し、ガイダンス等で効果的な二者面談を行い生徒の意欲向上を図る。

　
　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）

　「自立・自彊・飛躍」の校訓のも
と、「新世生よ、人生のプロ
デューサーたれ！」を校是とし、
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コー
スとなるために日々の教育活動
を実践した。生徒一人一人に対
して、担任・副担任による面談を
きめ細かに行い、産社・総探を
系統的に指導した。また、体育
大会などの学校行事等が新型コ
ロナウイルス感染症のため中止
せざるをえなかったが、文化祭、
総合学科発表会は感染症対策
をきめ細かにすることで実施で
き、生徒主体の新しい活動の方
向性が見られた。
　今年度は、生徒の多様な希望
進路実現に向け、基礎学力及び
確かな学力を向上させるため、
指導と目標に準拠した評価の一
体化を図り、新たな学びの実現
へ向けて、ＩＣＴの効果的な活用
をはじめとした授業改善を推進
する。また、　キャリアパスポート
の充実を図り、個に応じたきめ
細かい進路指導を行うとともに、
部活動の活性化と加入率を向
上させる。　最後に、昨年度の定
員割れの原因を究明し、広報媒
体・方法、頻度を含めた根本的
な広報活動の改善を図る。

昨年度の成果と課題

学校運営方針

具体的目標

産社、総探、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年次、各教科で研究する

生徒指導

自ら目標を立て、行動する力を育成する。

「新世チャレンジ２０２１」を合言葉に、各自が立てた目標を開示する場を設定し、年度末に結果を自己評価させる。

生徒会活動、部活動及び学校行事の活
性化を図り、愛校心を育む。

生徒会を中心に、部活動紹介や体験入部の内容を充実させ、初期加入率８０％、定着率７０％を達成する。

生徒会や各種委員会を中心に、立ち止まり挨拶の推奨、清掃、マナーアップの推進を図る。

学校行事に主体的に参加することで充実感をもたせ、生徒の学校満足度95％以上をめざす。

安全教育等において、外部からの講師を招聘し、講演会や実技指導等を積極的に導入する。

「学校いじめ防止基本方針」をもとに、日々の学校生活を通して心が通じ合うコミュニケーション能力を育み、いじめの未然防止、早期発見に努める。

「危機管理マニュアル」を活用することで、梅雨の時期前の防災教育の徹底や不審者状況の速やかな提供など安全対策を図る。

生徒全員が年間５回以上のボランティア活動を行い、そのうち地域に関わり、自ら計画したボランティア活動を１回以上実行する。

生徒会や各種委員会の活動を通して、リーダーを中心に行動する生徒集団の醸成を推進する。

学校教育活動全体を通して、規範意識の
醸成とともに安全意識の向上を図る。

教務

新学習指導要領に基づいた新カリキュラ
ムについて、全職員の共通理解を図る。

次年度の新カリキュラムの内容を確認し、効果的な指導法や新たな方策について各教科で練り上げ報告する。

本校のグランドデザインやブランド化について検討し、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。

本校の特色である学校設定科目を生徒が主体的に学び、得られる効果を具体的に検証し満足度の増加を図る。

主体的・対話的で深い学びに基づく、確か
な学力をつけさせる。

主体的・対話的で深い学びについて、すべての職員でICT等を活用した授業研究を推進し研究授業を１人1回行う。

目標準拠型評価の効果的活用方法を確立し、授業・学習課題の工夫により生徒の主体的な学びの姿勢を育成する。

年間5回の職員研修会のうち、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についての研修会を2回以上行う。

個々の生徒の実態を把握し、能力・適性
に応じた指導実践を行う。

進学強化委員会を年３回実施し、指導内容や指導方法について協議を行い、本校の生徒の実態に合った指導のあり方を確認する。
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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

各行事や式典の企画立案を早期に行い、円滑な運営に努める。

３年次の総探では、これまでの学習に基づいた、系統的な指導を行い、第一希望での進路実現を目指す。

多様な進路に応じた進路ガイダンスを計
画的に行い、生徒のキャリア意識を高め
る。

１、２年次に向けて、年２回の進路ガイダンス、年２回進路講演会を行う。３年次には６月までに進路ガイダンス、進路講演会を１回行う。

諸活動を通して学んだ事を確実にキャリアパスポートに記録し、まとめる力と表現力向上に役立てる。

「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。

SC（年15回）、訪問相談員等の専門・関係諸機関との連携を強化し、早期対応を行う。

出身校に自身の近況報告を行う生徒による中学校訪問を1回以上実施し、生徒の声で中学校の先生方に本校の特色を伝える。
総合学科高校の特長の発信及び小・中学
校、地域社会との連携強化を図る。

中学生やその保護者に本校の特色を説明する機会を設けてもらうよう依頼し、中学校訪問を３回以上、塾対象説明会を1回行う。

中学生進路相談事業、中学生体験入学、総合学科発表会への小・中学生・保護者、地域や企業の参加者を増やす広報活動を計画的に実施する。

進路指導

生徒一人ひとりの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。

課外授業出席率７０パーセント以上をめざし、基礎・基本の定着及び応用力養成を行う。また、アンケートを７月・２月に実施し、より効果の上がる課外授業を展開する。

公務員希望者に対して、公務員専門学校等と連携し、講義・面接指導、情報共有の回数を増やし、延べ６名以上の合格を目指す。

３年間のキャリア教育を通して進路意識を
高め、年次・教科と連携し進路実現に必
要な確かな学力を身に付けさせるととも
に、入試形態に対応するために、適宜情
報提供を行う。

進路希望調査を年２回実施し、進路実現に必要な科目選択を支援するとともに、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。

卒業までに生徒全員が２つ以上の資格取得が出来るよう指導する。

保健環境

心身の健康への意識を高め、自ら健康管
理ができる生徒を育成する。

生徒の状況を把握し、必要に応じ、生徒・保護者・担任・養護教諭による面談等を適宜行う。

保健委員会の定例化(月に１回)を図り、保健だより等を年10回発行し、心身の健康への意識を高める。

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。

教育相談活動の充実を図り、心身ともに
健全な生徒を育成する。

総合学科
推進

キャリア教育を推進し、全教育活動を通し
て、社会的・職業的自立に向けた能力と
態度の育成を図る。

３年間を通した系統的なキャリア教育の共通理解を図り、年次の産社・総探担当者に探究活動などの情報提供を行う。

全教育活動の中で、社会人・職業人としての基礎的・基本的な資質の育成を意図した指導、助言及び評価を行う。

キャリア教育における研修会を年３回以上実施し、職員の意識と技量を高める。

「産業社会と人間・総合的な探究の時間」
の指導内容を充実させ、３年間を通して系
統的指導を計画し実施し、総合学科発表
会の成功につなげる。

１年次の産社では、体験的な活動や協働的学び合いを重視し、科目選択や進路実現に結びつくよう3年間の抱負やライフプランを作り、全生徒が原稿なしによる発表を行う。

環境・美化への意識を持ち、自ら進んで
清掃活動ができる生徒を育成する。

研修
図書

充実した校内研修会を実施し、人権を尊
重した学校づくりを推進する。

各分掌・委員会と連携し、本校の課題に沿った校内研修会を年間５回実施する。

ＩＣＴを活用した主体的・対話的で深い学び
を取り入れた授業づくりを推進する。

公開授業週間を１０月に設定し、相互の授業参観の内容・方法を検討し、必ず１回は電子黒板やＩＣＴを活用した授業を公開する。

毎月１回、教育相談委員会を開催し、年次と連絡を密にとり早期の問題解決を図る。また、必要に応じて職員全体の共通認識を図る手立てをとる。

生徒図書委員会活動の活性化と朝の読
書を推進する。

工夫をこらした図書館だよりを作成したり、文化祭で発表の場を設けたりすることで図書委員会活動の活性化を図る。

積極的な読書の普及を図るために図書委員を中心に「朝の１０分間読書」を推進し、生徒の読書への興味関心を高めることで教養を身につけさせる。

生徒の学習意欲を高めるために司書教諭と協力しながら図書館の環境整備・増強を行い、積極的な図書館の活用につなげる。

自ら学び続ける意識と情熱を高めるために校外での研修会への参加を推進し、参加した研修会の報告を行うことで職員の同僚性の発揮につなげる。

人権・同和教育（特設授業等）を１・２年次は年間３回、３年次は年間２回実施し、職員の各種研修会への参加とその還元を推進する。

公開授業週間実施期間中に最低１回の授業参観を行うことで、授業改善と教科指導力向上につなげる。

推薦型選抜、総合型選抜に必要な小論文に対応するために、年次、教科の先生方と連携して、生徒１人につき５回以上の充実した小論文指導を組織的に行う。

３年次の就職希望者の面談を４月から計画的に３回行い、希望者の要望に応えられる就職内定を目指す。

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やオンラインガイダンス等の参加への支援を積極的に行い、生徒の進路意識を高める。

２年次の総探では、個々の進路目標や興味・関心に応じた課題設定を基に課題研究を行い、全生徒がプレゼンテーションを行い、研究の成果を発表する。

各分掌と連携を図り、本校の教育成果を新聞(年間2回）等でまとめたり、マスコミ、市町村広報課への報道依頼を行うなど、生徒募集に繋げる。

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。

式典等における時制について、関係分掌との連携を図る。

次年度の主な課題具体的目標 具　体　的　方　策 評価（３月）

企画
広報

教育活動のスムーズな運営を行うための
各分掌と連絡調整をする。

卒業式に関して定時制との連絡調整を図る。

ＰＴＡ総会への保護者参加率２０％（書面決議１００％）を目指し、ＰＴＡ役員との綿密な連携を図る。

PTA・同窓会・家庭・地域との連携を推進
し、教育活動の効果を高める。

「中学生が受検したい高校」となるよう効
果的な広報戦略を企画し、受検者増を目
指す。

Ｔｅａｍｓを活用した授業アンケートを年２回（６月・１１月）実施し、その結果を全職員が分析することで授業改善につなげる。

ＨＰを中学生や保護者視点に立ったＨＰに改善し、週1回は更新する。また、HPの原稿作成を各分掌・部活動で行う体制も整備する。

本校の魅力を幅広く理解してもらうために、本校の特色ある授業を生かした公開講座を年２回程度開催する。

同窓会総会への同窓会参加者８０名以上を目指し、同窓会役員との綿密な連携を図る。

考査終了翌日の清掃活動は、丁寧な掃除を促進し教育環境とを整える。

美化コンクールを７月に実施するすることで、清掃活動の見直しを図り、環境衛生活動の意識向上を図る。

環境美化委員会を年５回実施することで、委員会の活性化を図り、美化活動の向上を図る。



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

自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策

新型コロナウイルス等感染症対策のために保護環境課と連携して保健衛生用品等の計画的購入を行う。

進路を見据えた資格取得を促し、学びの基礎診断（論理言語力検定）を含む２つ以上の資格取得を目標とする。

キャリア教育を通して志を立て、主体的に
行動できる生徒を育成する。

「課題研究」では、年次会で進捗状況を確認し、指導法について共通理解を図り年次全職員で指導に当たる。

進路意識を高揚させるために、就職希望者への「インターンシップ」、進学希望者への学校説明会等を開催する。また、１０月までに１度は進路学習会を実施する。

外部講師や卒業生による「講演会」や「進路懇談会」を年２回は実施し、主体的に進路研究をすることで進路を明確にさせる。

中核年次の自覚を持ち、リーダーシップと
失敗を恐れず挑戦する生徒を育成する。

年次通信を年4回発行する。また、生徒会・部活動のリーダー育成に力を入れ、後輩の模範となる生徒を育てる。

　・

学校敷地内の建物について５月末までに巡視を行い、事故等の未然防止に努める。

２年次

学習規律と確かな学力を基盤に、進路意
識を高揚させ進路実現へ繋ぐ。

進学強化クラスの授業の充実を図るとともに、各教科担当や外部講師による講演会等により学習の意欲を高める方法を明確にし、進路意識の高揚を図る。

　・
　・
　・
　・

評価項目以外のものに関する意見

円滑な事務処理に努め、各教育活動を支
援する。

進路指導室ネットワークシステムを校務用ネットワークシステムに接続し、ネットワークの一元管理を目指す。(継続２年目)

学びを通じた生徒の幸せを念頭に教育環
境の向上を図る。

生徒・教職員の安全安心を確保する。

スズメバチ対策として、学校敷地内の樹木剪定を計画的・継続的に行う。

運営委員会、職員会議の場において、事務室の成果・課題を提示することで、事務処理の透明性及び信頼性を確保する。

シルバー人材センター等を活用して、外部委託業務の更なる拡充を図る。

オンライン授業等に対応するため、ＩＣＴ機器等の導入を継続して行う。

学習指導要領改訂（令和４年度）に向けて教務部等と連携協働し、教材等の計画的購入を行う。

３年次

第１希望の進路実現１００％を目指す。

前期終了までは、２か月に１度クラス全員と二者面談を行う。その結果を進路検討会で共有し、適切なアドバイスを行う。

社会的・職業的自立に向け、服装・挨拶・
言葉遣い・掃除の指導を徹底し、豊かな
人生を送るためのキャリア教育の充実と
後輩の模範となる生徒を育成する。

新世の伝統を後輩に伝え、達成感のある学校行事となるように教員が積極的にサポートし、行事後のアンケート満足度９０％以上を目指す。

保護者や地域社会との連携、信頼関係の
構築を深める教育活動を行う。

夏期三者面談前までに保護者向けの進学説明会、就職説明会を企画し、進路実現に向けての心構えや進路情報等を共有する。

月に１度の分掌会議後は必ず年次会で内容を共有する。

年次通信の年３回発行に加え、HPを活用し学校の情報を保護者や中学生等に発信する。

９月以降、面接指導・志望理由書指導等を計画的・組織的に行う。特に面接は1人につき受検までに７回面接を行う。

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その振興に寄与し、社会性やコミュニケーション能力を身につけさせる。

体育大会・文化祭・修学旅行等の学校行事に主体的に取り組み、企画力や運営力を習得し何事にも挑戦することで学校に貢献できる生徒を育成する。

保護者や地域社会との連携し、組織的な
教育活動を実践する。

１年次職員間および各分掌と連絡を密にするとともに、各種関係機関と連携し問題解決に取り組む。

年次通信を年４回発行し、学校の情報を保護者に発信する。

「産業社会と人間」の授業は、3年間のキャリア教育の基礎となるように年間指導計画を作成し推進する。

外部講師による講話を年1回以上実施し、自分の将来のことについて考えさせる。

原稿なしスピーチを基本に、プレゼンテーション能力とコミュニケーション能力を身につけさせる。

学習習慣を確立させるために各教科と連携を図り、平日の家庭学習時間６0分以上を確保する。

具体的目標 具　体　的　方　策 評価（３月） 次年度の主な課題

授業前後の挨拶や教室の整美を徹底し、学習に対する集中力及び各教科担当者と連携し、平日の家庭学習時間９０分の確保を図る。

課外を含む各自の学習時間を就職・専門学校希望者１８０分、大学進学希望者の家庭学習時間３００分を目標とする。

部活動に所属していない生徒も１回はボランティア活動に参加し、協調性、コミュニケーション力をさらに向上させる。

資格取得を推進し、全生徒が１つ以上資格を取得できるように支援する。

事務

各教科と連携を図り、2つ以上の資格取得を目標に計画的にチャレンジさせる。

キャリア教育を通して進路意識の向上を
図る。１年次

学習規律と確かな学力を身につけた生徒
を育成する。

授業前後の挨拶や教室環境の整備をし、学習に対する集中力を育成する。

ボランティア活動等の体験的な活動へ積極的に参加を促し、地域社会への貢献意識の育成に努める。


