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平成２９年度　学校自己評価表　　（　計画段階　・　実施段階　） 学校番号

（全日制課程）（全日制課程）（全日制課程）（全日制課程）

評価(３月)

年 度 重 点 目 標
１　キャリア教育の更なる充実
　（シラバス、進路の手引きの有効活用、着実な進路実績）

２　ICT教育の推進
　（授業が変わる。授業が分かる。学力アップへの道！）

３　魅力ある放課後づくり
　（部活動･資格検定取得）

４　自分磨き
　（挨拶、清掃、ボランティア活動）

評価項目 具体的目標 具体的方策

ＩＣＴ活用を円滑に進めるため、電子黒板設置教室の使用調整を行う。

アクティブラーニングに関する情報の提供を行う。

学期評点６０～７０点を守り、適正な評価に努める。

授業規律の確立
"chime to chime"を励行し、教員・生徒共に授業を大切にする姿勢を育成
する。

キャリア教育課、各教科、学年と連携し、家庭学習時間調査（各考査前）を
分析・活用することで、自ら学ぶ姿勢や学習習慣の醸成に努める。

面談（健康相談週間）等を利用して、家庭学習に関する助言を行う。

遅刻を減らすための積極的指導を強化すると共に、遅刻多数者には、そ
の場の指導を徹底し、保護者面談を通し連携して指導する。

遅刻者への特別指導と入室許可証を活用した指導を徹底する。

教務関連の事務効率化
「指導要録記入マニュアル」や「定期考査実施要領」の改善・配付等、先生
方の教務関連の事務処理の効率化を図る。

福岡県立大川樟風高等学校長     印
  （全日制課程）

遅刻・欠席者への指導の徹底

教務

次年度の主な課題

○段階を追ったキャリア教育の推進（各学年での取組の明
確化）
○進路の手引きを活用した積極的な進路指導
○特別支援教育の充実のための方策
○生き生きとした授業や有意義な課外（学科・コース必修課
外、検定合格）
○各学科の特色化（3学年全体の学科ごとの行事）
○ICT機器を活用した授業の工夫改善
○ICT機器に対するスキルアップ
○確かな学力の育成を目指し、わかる授業の工夫改善
○生徒会を中心とした学校行事や生徒会活動の充実
○部活動の活性化及び中学校等の交流
○部活動参加率･資格検定合格率の増加
○人間としての在り方・生き方に係る道徳性の涵養
○いじめや差別のない人権教育の徹底
○安全に対する意識を高揚させ、校舎内外の環境整備
○「立ち止まり・一礼」運動による礼節指導
○端正な服装・頭髪指導による規範意識の確立
○保護者と学校が一体となった教育活動（校外指導等）の
展開
○地域での行事や活動へのボランティアとしての積極的な
参加

　本校は学校創立１５年目を迎える。この節目を期に
本校創立の「原点」に還りその志と理念を再確認し、生
徒を中心とした教育活動を行うことをとおして、地域に
信頼される学校づくりを目指し、創立２０周年へ向けた
飛躍の年にしなければならない。今後も生徒一人一人
が大川樟風生として、自信と誇りを持って積極的な活
動が出来る教育環境づくりに全力で取り組んでいく。
　また、 本校独自の身なり改善運動 「樟アップ」と「Ｕｐ
ｌｕｓ（アップラス）樟」を実施することで、生徒の服装指
導や挨拶指導が徹底し、自尊感情が向上してきてお
り、継続して取り組んでいく。
　一昨年に活性化支援校指定が解除となり現在緩和
措置校となっている。生徒募集部を中心に、最大の課
題である生徒募集に学校を挙げて尽力している。通学
区域の拡大などで推薦入試倍率は回復してきたが、
今後、本校がより一層の活性化・充実を果たすため、
生徒募集部の機動的で実効ある広報活動や情報発
信により、中学校や地域との連携をさらに深めて行く
必要がある。

昨年度の成果と課題

学 校 運 営 方 針

評価（３月）

ＩＣＴの積極的利用と、アクティブラーニング
等を取り入れた授業改善と、適正な評価に
よる学力の充実と向上

　今日まで本校発展のため鋭意努力されてきた関係各位や在校された職員の意志を継ぎ、生徒を中心にした積極的な教育活動を展
開し、「地域を愛し、地域に愛される学校づくり」に職員一同なお一層精励努力しなければならない。そのために、本校の課題を常に念
頭に置いて、福岡県の教育大綱に示された「ふくおか未来人財：国際的な視野を持って、地域で活躍をする若者」を礎に、大川市唯一
の高等学校として保護者、同窓会、振興会さらには大学、中学校、地域団体や研究所等との連携を図るとともに、広報活動及び地域へ
の貢献活動を積極的に推進する。その取組により、ともに将来に力強く羽ばたく学校づくりを目指す。

具体的目標

確かな学力の定着・向上のための家庭学
習時間の確保と学習習慣の確立
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評価項目 具体的目標 具体的方策 次年度の主な課題評価（３月）

他分掌との連携
他分掌と連携して学校行事における企画補助、具体的には図面作成や掲
示物等の作成・管理をする。

行事予定作成のための的確な情報収集
教務課・生徒指導課をはじめ各部署と連携し正確な日程を収集し、月ごと
の行事・授業予定表を余裕をもって配布する。

電子メールの活用
本校の教育内容を電子メールで配信し、情報の共有の徹底を図る。
メルマガの有効活用を図る。

ＰＴＡとの連携
ＰＴＡとの連携を深め、本校の支援体制を充実させる。具体的には、体育
大会、朝の登校指導、マラソン大会、ＰＴＡ新聞「くすのき」など。

校内外における徹底した身なり指導の実
施・立ち止まり一礼挨拶の励行

樟あっぷ運動を継続実施し、全職員での身なり指導を展開する。ただ単に
挨拶を行うのではなく、相手の立場に立って心のこもった挨拶を目指す。
他分掌と連携し、進路実現を根底に置いた生徒指導意識の共有を図る。

生徒主体型の学校行事を推進し、地域に
愛される学校づくりと積極的な広報活動

体育大会・文化発表会など生徒実行委員を中心に樟風独自の学校行事
を行う。あいさつ運動(風紀委員会)、自転車駐輪指導(交通委員会)、ボラン
ティア等の生徒会の活動を活発化させる。

部活動、各種委員会等の活性化と校内の
みならず積極的な校外活動の展開・実施

体験入部や顧問の複数制などを実施し部活動への加入率を高め、放課後
の学校活動の活性化を図る。木工まつり・ボランティア・部活動合同練習、
福祉施設訪問、エコキャップ運動、再利用紙回収活動などを生徒会中心
に各部活動、各種委員会の協力のもと行う。

学習環境の整備･地域から愛される学校づ
くりのための環境美化推進

環境美化委員活動を活発化し、生徒の意識向上と校内美化週間・美化コ
ンクール等の諸取組により校内外の美化活動を徹底する。

心身のバランスのとれた生徒の育成のため
の生活習慣･方法の指導。

保健だより・保健委員会の活動をとおして、生徒へ心身の健康問題につい
て発信していく。保健室利用状況を把握し、保健指導に活かしていく。

体と心の健康に留意した生活習慣と方法の
指導

健康相談週間を設定し個人面談を実施すると共に、他分掌・保護者との連
携を密にし、不安や悩みなどを抱える生徒の未然防止・早期発見および解
決に努め、いじめ撲滅に努める。

３年間を通した体系的なキャリア教育の推
進

学年ごとにキャリアシラバスに則り、キャリア教育の具体化を図ることで、生
徒の第一希望進路を明確化させる。また、その実現のためのガイドブックと
して「進路の手引き｣の活用を図る。また、教務部と連携し、「学系・科目選
択ガイドブック」を活用する。

有益な進路情報の収集と発信・活用

「進路の手引き」や「進路だより」（年３回）及び各種講演会を通して生徒の
進路実現に役立つ情報を精選して発信するとともに、教員向けの進路指
導情報提供を行い、指導力の向上を図る。また、模試分析会を行い、以後
の指導に生かす。

進路指導内容の整理・改善
課外授業、マナトレ、土曜セミナー、外部模試等のデータを集計・分析検
証し、進路指導内容を生徒の確かな学力向上や進路実現へ向けてより有
益な形へ整理・改善する。

企画調整

保健指導

キャリア教
育

生徒指導
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評価項目 具体的目標 具体的方策 次年度の主な課題評価（３月）

校内研修の計画的な実施と内容の充実・
専門研修等の研修機会の推進

教職員の資質向上のため、今日的教育課題や本校の実態に即した職員
研修の実施と専門研修等の研修機会を随時提供する。

人としての生き方を考え、豊かな心を育む
「樟風の10分間」の推進

弁論部と「樟風爽やか講話」、文化委員会とWeekly News Digest、図書委
員会と「朝の読書」を協力して実施する。

ICTを活用した研究授業の計画・
実施

「新課程を踏まえた各教科の取り組みについて」各教科で立て、「授業が
変わる。授業が分かる。学力アップへの道！」へとつながるように授業改善
を推進する。

授業アンケート・授業参観週間での授業評
価の実施と各教科の課題解決の推進

「新課程を踏まえた各教科の取り組みについて」各教科で立て、その取り
組みについて授業アンケート・授業参観週間を活用し、課題を発見し授業
改善へとつながるように推進する。

1５年目を迎えた大川樟風高校の現在の状
況を中学校･地域・保護者へ広報

１学期の中学校での進路学習会・２学期の中学校での高校説明会などの
開催を中学校に強く依頼し、直接生徒に働きかける機会の拡大と、説明会
のレベルを高める。また、大川市内６ケ所のコミュニケーションセンターとも
連携していく。

本校のマイナスイメージを地域から払拭す
る取組の工夫

中高ＰＴＡ連絡会・進路相談事業・体験入学・入試説明会・入試相談会な
どの取組に加えて、『樟風寺子屋』や『通学合宿』などの取組を通じて、地
域との交流を深め、情報交換の密度を高める。本校の生徒のがんばりやす
ばらしさを訴え本校のプラスイメージの拡大に努める。

文理科受検希望者を増加させる手立ての
強化

ＩＣＴ教育の取組を積極的にＰＲし、大学受験を希望する生徒のために細
やかな進路指導を行い、確実に実績を残せるように努める。また塾へのこ
まめな広報を展開する。

文理科を中心に、全科へのＩＣＴ教育の利
活用推進

文理科に完全配備されたiPadを利用し、Classiの活用や全科での授業改
善について推進部を中心に研究・実践を行う。

全科に向けてのＩＣＴ教育に関する情報の
発信、研修やサポートの充実

生徒の進路指導や学習指導に役立つＩＣＴに関する情報を精選し、「ICT
通信」(年３回程度)を通じて発信していく。また、職員には研究授業等を通
じて研修を行い、教育の情報化への理解を拡げる。

今後のＩＣＴ教育推進のための先行研究
授業アンケート等の集計・分析を行うとともに、公開授業を実施しICT機器
の活用方法の先行研究を行うことで、次年度のICT教育推進に向けて改善
していく。

生徒募集

教育の情
報化推進

キャリア研
修
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評価項目 具体的目標 具体的方策 次年度の主な課題評価（３月）

学年全体で頭髪・服装検査や身だしなみを整える指導を徹底して行う。

教務企画部及びキャリア教育部と連携し、遅刻・欠席をしない意識と態度
を育てる。

挨拶の励行を通じて、他者との関わりやマナー意識を向上させ、より豊か
な学校生活に繋げていく。また、場面に応じた言葉遣いを身に付けさせ
る。

学校行事や部活動への積極的な参加を促し、学校生活に達成感や充実
感を感じることができるようにする。

保健室や教育相談委員会及び保護者との連携を密にし、生徒一人ひとり
の情報を共有化し、課題の解決を図る。

朝読書を通して、学習への集中力を養うとともに、他者への配慮の意識を
高める。

チャイムによる授業の開始・終了を遵守し、挨拶をきちんと行うよう指導す
る。

教室の整理整頓および清掃の充実を通して、学習環境を整える。定時制と
の共有教室であることを意識させ、終礼後は机の上や中にものを置かせな
い。

担任と教科担当者との情報交換を密にし、情報の共有化と「学び合う場」と
しての学習環境整備に努める。

学力低下や学力差の拡大といった実態を踏まえ、授業を通じた基礎・基本
の習得及びわかる授業のための工夫を心掛ける。

課外授業の取り組みを通じて、学習意欲と学習習慣の定着及び基礎学力
の充実をはかる。

成績不振者に対する補講等を計画的に実施する。

キャリア教育課との連携を深め、３年間を見通した計画的な取り組みを行う
ことで、進路意識の向上を図る。

ＨＲ活動や総合的な学習の時間を活用し、進路実現に必要なコミュニケー
ション能力や自己分析力・表現力を育成する。

学年通信や進路便りを活用し、保護者との情報共有を図る。

進学・就職の推薦規定について理解させ、基本的生活習慣の確立に繋げ
る。

学年会を定例化することで共通理解を図り、教師間で温度差のない指導を
行う。

月1回程度学年終礼を行い、校歌を歌わせ、学年帰属意識と愛校心を高
める。

進路意識の育成

１学年

基本的生活習慣および規範意識の確立

授業規律の確立

基礎学力の充実

チームとしての学年の構築
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評価項目 具体的目標 具体的方策 次年度の主な課題評価（３月）

頭髪服装規定等の校則が持つ意義を理解させ、幅広い進路選択に繋げさ
せる。

教務課及びキャリア教育課と連携し、遅刻・欠席をしない意識と態度を育て
る。

挨拶の励行を通じて、他者との関わりやマナー意識を向上させ、より豊か
な学校生活に繋げていく。

学校行事や部活動への積極的な参加を促し、学校生活に達成感や充実
感を感じることができるようにする。

保健室や教育相談委員会及び保護者との連携を密にし、生徒一人ひとり
の情報を共有化し、生徒の把握に努める。

朝読書を通して、知識の幅を広げる。

チャイムによる授業の開始・終了を遵守し、集中して授業に臨むよう指導す
る。

教室の整理整頓および清掃の充実を通して、学習環境を整える。

担任と教科担当者との情報交換を密にし、情報の共有化と「学び合う場」と
しての学習環境整備に努める。

成績不振者に対する補講等を計画的に実施する。

キャリア教育課との連携を深め、２年間を見通した計画的な取り組みを行う
ことで、進路意識の向上を図る。

ＨＲ活動や総合的な学習の時間を活用し、進路実現に必要なコミュニケー
ション能力や自己分析・表現力を育成する。

学年通信や進路便りを活用し、保護者との情報共有を図る。

進学・就職の推薦規定について理解させるとともに、具体的な進路目標の
設定に繋がるよう指導する。

頭髪服装検査など、校則がもつ意義を理解させ、幅広い進路選択に繋げ
る。

教務部、企画調整部、キャリア教育部と連携し、遅刻、欠席をしない意識と
態度を育てる。

保健室や教育相談委員会、及び保護者との連絡を密にし、生徒一人一人
の情報を共有し、課題の解決を図る。

挨拶の励行やマナー意識を身につけさせる

総合的な学習やＨＲで、最終学年の各自の進路に直結した指導を行う。

自分の進路に応じた課外受講を勧め、進路実現の一助にする。

本校在学中に、各種の資格検定試験を受けることを勧め、進学や就職を
有利にする。

個人面談を実施し、適切なアドバイスを行う。

「朝の１０分」を就職、進学のための基本問題に取り組ませる。

教室内に、漢字の読み書き問題を貼り、常に見ることができるようにし、就
職試験等に対応できるようにする。

３学年

進路実現の意識づけと学力の向上

規範意識と協調性の確立

規範意識と主体性の確立

２学年

主体性の確立と確かな学力の定着

進路意識の育成
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評価項目 具体的目標 具体的方策 次年度の主な課題評価（３月）

体育大会実行委員やブロック役員の資質を育み、３年生全員が一丸となっ
て、全体の目標を達成できるようにする。

総合的な学習やＨＲの時間を活用し、自分の特性を表現することや協調的
な精神がいかに大切かを諭す。

本校の様々な教育活動でで培ってきた経験が、学力と共に生かせるように
方向付けをしていく。

学系・学年・教科を横断する会議を定期的に行う。（全学年共通）

学系選択にあたって、生徒・保護者が各学系の特色を理解できるような資
料を準備し、自らの意志と適正に応じた学系選択をさせる。

学科学系別集会で利用できる資料の作成と保存に努め、系統的な取り組
みを行う。

（２年）
基礎学力の充実と発展的学習の導入、生
活態度の向上

キャリア教育課や学年と連携し、希望進路実現のための情報を適宜提供
する。また、進路マップ等を活用し、進路意識の高揚を図る。

就職希望者に対して、基礎学力の定着を図るとともに、面接指導・服装指
導・マナー指導を徹底する。

進学希望者に対して、全体的・個別的指導により、入試に対応する学力の
育成に努める。また、作文や面接指導を徹底する。

普通科の将来の展望を検討 教務課を連携し、普通科の将来を見据えた教育課程の編成を行う。

専門教科（実習等）を通した「ものづくり実
習」の育成

ものづくりのマイスター実習制度を積極的に取り入れ、ものづくりへの興味・
関心を喚起し、より実践的な実習を行い、ものづくりを通しての人づくりを目
指していく。

産学官連携事業の積極的な推進と専門性
への目的意識を高め、将来の進路選択の
一つとする。

産学官連携産業人材育成事業を通して、各専門教科への興味・関心や進
路意識を深め、より高い専門意識を持たせる。

積極的な資格試験の受験と実用的な資格
試験の導入を行う。

専門性への目的意識を持たせ、実社会に通用する資格を導入し、より多く
の合格者を目指す。また、より多くの生徒が専門性を生かした進路を考え
ることに力を入れる。

学習習慣の確立
i-padの学習時間の入力を活用して、家庭での学習習慣を身につけさせ
る。

進路意識の喚起
大学訪問や進路講話、また担任との進路面談を定期的に実施し、主体的
に進路を考える姿勢を育成する。

基礎学力の定着と応用力の養成
ＩＣＴの有効活用により、学習時間の振り返りや学習意欲を喚起するととも
に、教科担当者と連携し、全国模試に向けた課題の充実を図る。

進路実現に向けた指導体制の構築 キャリア教育課･各教科と連携し、進路実現に対応できる体制を確立する。

情報の共有と組織的な学習支援
模試の結果を分析し、授業のあり方や学習支援のあり方について、教科担
当者で協議し、進学指導に向けた意思の統一を図る。

３学年

普通科

協調性とリーダーシップの育成

文理科

住環境シ
ステム科

（３年）
学力の定着と個に応じた指導による希望進
路の実現

（１年）
生徒・保護者への学系の特色の周知と２年
次の適正な学系選択、基礎学力の定着
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