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平成３１年度 学校自己評価表（ 計画段階 ・ 実施段階 ） 34福岡県立新宮高等学校長 印

学 校 運 営 計 画（４月）

学校運営方針 地域の豊かな精神的風土を背景に、美しく、たくましい自然の中で、浩い心（浩然の気＝広くゆったりした強く正しい心）を養い、誇りを持って、日本文化の継承・発展に努め、開かれた世界において信頼される人間を育成する。
ひろ こうぜん き

文武両道を基本に、いきいきとした特色ある校風を樹立しながら、学力や人間力の向上を目指した教育目標の実現を図るため、以下の教育基本方針を定める。

（１）理数科及び普通科の特色を生かし、生徒の個性・適性・能力・進路希望等に応じた有効で魅力のある教育活動を実践し、創造性豊かな人間を育成するとともに、部活動を奨励し、体力、忍耐力、人間関係力等の育成に努める。

教育指導 （２）３年間を見通した明確な学習目標を設定し、生徒の学習意欲を引き出すいきいきとした授業づくりに努め、基礎基本の徹底を図るとともに、自主学習の奨励により自己教育力を育成し、生徒の希望進路を実現する。

基本方針 （３）「厳しい中にも、親身できめ細やかな指導」を通し、教師と生徒の心のつながりを深め、学習、生活両面の基本的習慣の確立と自己管理能力の向上、規範意識の高揚に努める。

（４）白砂青松の恵まれた自然環境の中、環境教育や美化、清掃活動等を通して、豊かな感性と自然や学校を大切にする心を育成する。

（５）日本の伝統文化を大事にするとともに国際的な視野を持ち、異文化を理解・尊重する資質や態度を育成し、グローバル化する社会に貢献できる人材づくりに努める。

（６）開かれた学校づくりの一環として学校情報の積極的な公開に努めるとともに、生徒等個人情報の管理体制を整備・充実する。

（７）防災教育、安全教育の徹底を図り、事故・災害の防止に努める。

（８）いじめの未然防止・早期発見に努め、人権教育及び特別支援教育を推進し、思いやりの心や自他の生命に対する畏敬の念を育てる。

昨年度の成果と課題 本年度の学校経営重点目標 本 年 度 の 主 な 具 体 的 方 策 評価（３月）

昨年度は、文武両道を一層推進し、学校行事 （１）理数科が本校の基軸として発展・定着するための特色ある ①３年間を見通した系統性のある授業・進路指導プランによる学力向上

や部活動を充実させることで、在校生の学校満 方策を更に推進する。 ②研究授業や生徒による授業アンケート等授業改善への取り組みの工夫・強化

足度を更に上昇させた。また、地道な広報活動に （２）教職員の共通理解の徹底を図り、系統的かつ一貫性のあ ③理数科の広報活動の充実

より入学志願者数は高倍率を維持することができ る組織的指導体制を構築する。 ④各諸係会議の内容充実及び分掌間・職員間の連携強化

た。今後は様々な教育活動の中で、失敗を恐れ （３）グローバル社会に貢献できる人材づくりを目指した英語力 ⑤総合的な探究活動における町役場や地域との連携強化

ることなくチャレンジする姿勢を育むこと、新たな 向上の取組を推進させる。 ⑥スクールカウンセラーの活用等教育相談体制の強化・充実

学びプロジェクトを推進し、授業の質を向上させる （４）地域から信頼される教育活動を推進するとともに、総合的 ⑦部活動入部率の維持と活動実績の向上及び生徒会活動の更なる活性化

ことが本校の課題である。 な探究活動等を通して、地域への提言を行う。 ⑧難関大学進学に向けた取組の充実

（５）すべての教育活動において、自他の人権尊重の精神を養 ⑨人権教育及び特別支援教育の視点に立った「学習活動づくり」「環境づくり」

う教育活動を推進し、人権教育及び特別支援教育を充実させ

る。

具 体 的 目 標 目 標 達 成 に 向 け て の 取 組 数 値 目 標 評価（３月） 次年度の主な課題
評価項目

学習意欲を引き出すいきいきとした授業づくり 落ち着いた環境で授業に臨めるように、教室環境の整備を促す。 ・１日の自主学習時間指導目標
カリキュラム・マネージメントの一側面である教科等横断的な学びを推進する。 １･２年 120分以上
ＡＬ型授業の推進ならびにＩＣＴを活用した授業の促進のための教育環境の整備を図る。 ３年 180分以上

学習習慣の定着と学力向上 生徒動態の把握に努めるとともに、クラス単位で月毎の生徒動態を教職員で共有することでＨＲ ・各学年出席率
教務部 で出席を奨励できるようにする。 ９９％以上

適切な課題や小テストの工夫、指導助言等を通して、学力の向上を図る。

効果的、効率的な教育活動を推奨するための 各業務を複数の担当者が行えるように、業務内容の共有化を図る。
工夫
生徒指導力の向上とそれに伴う生徒の規範意 基本的生活習慣（気持ちのよい挨拶・時間の厳守・風紀に係わる意識の向上・整理整頓）の確立 ・風紀違反率年間平均３％以内
識の向上 する。 ・問題行動０件

公共のマナーや交通安全、携帯電話（スマートフォン）の使用など、日常生活における様々な問 ・交通事故０件
題や課題をモラルにもとづいて適切に思考判断し、対処できる社会技能の向上を図る。 ・部活動加入率 80％以上の維持
各学年における生徒指導の課題を生徒指導部と共有し、連携して指導できる体制を確立する。 ・部活動成績

生徒指導部 九州大会以上 7部以上
いじめ問題や人間関係のトラブルを等を適切に把握し対応するためのアンケート等実施と情報
共有する。

文武両道の実践 部活動加入率の維持向上を図り、学校行事等の活性化を図るため部活動生及び生徒会生徒の
活用する。
学習支援体制の確立（部顧問とクラス担任、教科担当が生徒の学習に関し情報共有し、支援で
きる仕組みづくりの充実を図る）。



評価項目 具 体 的 目 標 目 標 達 成 に 向 け て の 取 組 数 値 目 標 評価（３月） 次年度の主な課題
『浩い心(SHINGU PRIDE)をもって、世の中に グランドデザインに示している育成したい６つの力(立志、創造・想像、分析、発信、実行、協働）の ○国公立大学現役合格者数
貢献できる人間』の育成のため、生徒一人ひと 基礎的なスキルを学び、それを探究的な学習で実践する機会を設ける。 １３０名以上
りの夢や志の醸成 学びとった力、個々の成長を可視化する。 難関国公立大学１５名以上

○校外模試
進路行事や進路学習、探究活動で学びとったことを体系的にまとめ、将来のキャリアにつなげて 偏差値６０以上 平均偏差値
考える、表現する機会を設ける。 １年生 ６０名 ５５

２年生 ６０名 ５４
進路指導部 社会問題に触れる機会を定期的に設け、課題への理解を深め、言語能力の土台を作る。 偏差値 ５０以上 平均偏差値

小論文、グループ活動などで意見を述べる、社会理解の体験を多くもたせる。 ３年生 ８０名 ４８
理系

生徒一人ひとりの進路実現のための支援 生徒の進路意識の高揚、維持を図るための指導の工夫や情報提供を適宜行う。 ３年生 ５０名 ５０
早朝、放課後、長期休業中等の課外授業の充実を図る。 国文系 (文Ⅱのみ) (国文型)
校内実力テスト、校外模試、検定試験を通して、生徒の学ぶ意欲を高め、進路実現のための学力 ３年生 ７０名 ５０
を育成する。 私文系 (文Ⅰ及び文Ⅱ) (国英歴)
模試等の結果を分析し、職員が生徒理解できる機会を定期的に設ける。（※学びの基礎診断の (３教科)
活用）

心身の健康に関する理解を深め生涯に通じる健 健康診断をとおして自らの健康課題に気付かせ、健康的な生活行動の選択を促す。 ○長期欠席者０人
康観の確立と自己管理能力の育成 教育相談委員会、スクールカウンセラー等と連携し、必要とする生徒に組織的な支援を行う。 〇災害事故件数減（５％未満）

保健部 学校施設・用具等の適切な使用を促すと共に学校安全に対する意識向上を図る。 〇分別によるごみの減量化（１０％）
学習環境を整備と環境美化活動の充実 清掃マニュアルに沿い、日頃の清掃を丁寧に行い、学習環境を整える。

美化強化週間を景気に環境美化意識を高める態度や週間を育成する。
図書館及び視聴覚教室の利用促進 １年生図書館オリエンテーションや夏・秋のフェアの図書館行事を中心に、生徒の図書館利用時 ○図書貸出冊数 ３６８３冊

間を確保する。 （前年度１．５％増）
広報誌「トライアングルタイムズ」に新刊案内、図書館行事、入試小論文情報を掲載することで図 ○広報誌「トライアングルタイムズ」発行

図書部 書館書籍情報の充実をＰＲする。 年７回
図書館環境の整備 図書館内外の環境を整備し、視覚的にわかりやすい読書環境を整える。

生徒のリクエストに応じた書籍の購入を計画的に行い図書館書籍の充実を図る。
図書委員会活動の充実 図書委員が自主的に図書館運営ができるように指導やサポートをする。
授業改善の推進（ ALの実践と評価の研究） 授業分析（授業アンケート、研究授業）の積極的な実施をよびかける。 職員研修実施日

職員研修会（授業改善）を充実させる。 ① 4/23 （危機管理）
授業改善に関わる情報を発信する。 ② 6/4 （人権教育）

研修部 ALの実践に伴う「評価基準」の作成を推進する。 ③ 7/26 （授業改善）
新学習指導要領に対応した記述問題の研究を推進する。 ③ 8/20 （救急救命）

校内・校外研修の活性化 キャリアアップ講座（福岡県教育センター主催）等の校外研修への参加を勧める。 ④ 11/5 （授業改善）
校内研修で取り扱う内容を検討し充実させる。

本校の教育活動の充実 学校の式典・行事の企画運営について他の分掌との連絡調整を密に行い互いに協力して、円滑 PTA 総会の出席者と委任状の合計が
な式典・行事の運営を心がける。 会員の 90％以上

庶務企画部 PTA ・同窓会との連携 PTA行事、同窓会行事について役員会などで早期の相談・連絡を行う。
奨学金制度による学習支援 各々の生徒について担任と情報交換をしながら、必要する生徒に対して奨学金制度を案内し、手

続きを支援する。
中学校や塾への広報活動の拡充及び町役場や地域との連携強化を行う。 ○各学期に授業・部活動の撮影
学校ホームページや広報誌を通じた最新の情報提供する。 ○ HP 月一回以上の更新および

広報部 学校情報の積極的な公開 学校視察の受け入れと出前授業による積極的アピールする。 Twitter,Classiの随時更新
他分掌と連携し、体験入学等における広報活動の企画・運営を行う。 ○体験入学参加者 1800 人を目標とし
生徒指導部（生徒会）への積極的な働きかけによる委員会の活性化と体験入学の運営を行う。 た情報発信

探求力の育成 授業・総合的な探求の時間を利用した基礎探求力を育成する。 １．２年を通して、８回以上の探求活動
高大連携セミナーの充実させる。 実施

理数科 進路保障 AO ・推薦入試の積極的な活用を推進する。 推薦 AO 入試等、特色ある入試での合
課題研究発表会の充実に向けて、活動機会を増やす。 格５名以上

戦力的広報活動 中学校や塾での出前授業・進路説明会の回数を増やす。 出前授業・進路説明会に年１５回以上
学校案内・理数科通信の充実に向けて、広報との連携を図る。 参加

力をつける学習指導（文武両道） 成績分析と対策を充実させる（各模試ごと）。 ○皆勤者２２０名以上
成績上位者養成のプログラム（各教科）を実施する。 ○家庭学習時間 １２０分以上

第１学年 進路研究の推進（含分離選択） 部活動と学習の両立の中で、両者を高めること目標にする指導を行う（学年集会・ＨＲ）。 ○偏差値６０以上 ７０名以上
「総合的な探求の時間」のプログラムを十分活用し、学問分野研究を充実させる。

探求活動の充実（主体性と協調性） 探求のプロセスを経験し課題解決に意欲をもたせる。
生徒の主体性の育成 考査前学習計画の立て方指導等を行い、勉強に主体的に取り組む生徒を育てる。 ○部活動加入率９０％維持

第２学年 基本的生活習慣の確立 時間厳守・挨拶の励行・清掃活動を重視する心を育成する。 ○自学時間平均１２０分
進路意欲の育成 学年集会・ＨＲ活動・総合的な学習の時間を通して、進路意欲を高める。 ○出席率９９％以上
リーダーの育成 行事等において、物事に積極的に取り組ませる。また、他の人が自分の行動をどのように見てい ◯自主学習時間１８０分以上

第３学年 るのかを客観的に意識させる。 ◯出席皆勤三年間１５０名以上
主体性の育成 学校行事や部活動において、最上級生としてのプライドと自覚ある行動を意識させる。 ◯国公立大学合格者 １５０名
希望進路の実現 進路ガイダンスや個人面談を通し、受験生としての意識を高める。


