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評　　価 評　　価
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具　体　的　目　標

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
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A A

A A

B B

校内美化及び心の教育の推進

いじめ問題の未然防止及び早期発見に努める
とともに、支援を必要とする生徒へ組織的な対
応を行う

・授業態度がよく真剣さが伝わって
きた。
・電子黒板やパソコンを利用した新
しい授業スタイルを取り入れてお
り、生徒の集中力が増していると感
じた。
・聞いてるだけの授業ではなく、生
徒に考えさせて発表させるなど動
きのある授業を取り入れており生
徒も熱心に取り組んでいる。
・先生が生徒に近く丁寧に授業を
行っている。
・ＩＣＴを取り入れた授業が各学校で
広がる中で、生徒にもわかりやすく
効率的で学習の向上が期待できる
ものとなるよう、今後とも検討を続
けてほしい。

ユニバーサルデザイン、アクティブラーニング、ＩＣＴを取り入れた
授業推進のため、授業改善研修会を2回（授業マイスターによる
体験授業と、ＧｏｏｇｌｅＷｏｒｋｓｐａｃｅ（グーグル・ワークスペース）を
活用したオンライン学習）実施する。

・教室や校舎内の落書きやごみな
どがなく、良い環境が整備されてい
ると感じた。
・挨拶指導にも力を入れており、そ
の成果が現れている。
・先生方の手厚いサポートが、アン
ケートのよい結果に表れている。
・生活環境は大切であるので、引き
続き校内美化に取り組んでほしい。

教務部

Ａ

様式３

令和　３年度　　学校評価書　　　（計画段階・実施段階）

福岡県立　早良高等学校

自己評価 学校関係者評価

学　校　運　営　計　画　（４月）
　
　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

学校運営方針

Ａ Ａ

昨年度の成果と課題 年　度　重　点　目　標

　学校満足度調査結果によると、すべての項目（学習、進
路指導、学校行事、部活動、クラスの雰囲気）において、満
足度が昨年度より上昇している。新型コロナウィルス感染
症拡大の影響で、学校の臨時休業や行事等の中止など教
育活動が大きく制限されたことを考慮すれば、大きな成果
である。すべての教育活動において、生徒の状況の把握に
努め、適切な指導や支援に全職員で取り組んだことが調査
結果に表れていると考える。
　学習面においては授業アンケートにより授業の状況を数
値化し、教職員一人一人がアンケート結果をもとに具体的
な取組みを行うことで、教職員全体の授業力向上を進める
ことができた。
　安心安全な学校づくりを土台とし、学習のみならず様々な
場面で生徒個々の主体的な取組みを引き出し、本校が掲
げる「生徒たちが幸せな社会人として生きていける力をつ
ける」ための取組みを一層充実させる。
　また、積極的、効果的な広報活動により、本校の充実した
教育活動を広めていきたい。

（１）人権教育と心の教育を推進し、いじめ、差別、暴力を絶対に許さない安心安全な学校づくりに
努める。
（２）ユニバーサルデザイン、アクティブラーニング、ＩＣＴの活用等による授業改善、観点別評価の
効果的な活用等により、生徒の学ぶ意欲と学力を向上させる。
（３）目標を明確にした多彩なセミナーを実施し、チャレンジ精神を育み、自信をつけさせる。
（４）「早良リンクス」の充実に注力し、定期的にその成果を検証する。
（５）振り返りの場を多く設定し、具体性に富むポートフォリオを積み重ね、進路実現を図る。
（６）部活動、生徒会活動、学校行事、地域行事等への積極的な参加を促し、周りと協働する体験
を積み重ねることで、課題解決能力を高める。
（７）学習はもとより、様々な教育活動において、実現可能な目標を明示し、達成感の積み重ねを
とおして、自己肯定感を高める。
（８）支援課を中核に、ＳＣ等の外部専門家を活用し、個々の生徒の指導と支援の充実を図る。
（９）進路実現１００％を目標に、生徒の個別指導を充実させる。
（10）成年年齢の引き下げに伴い、政治参加の重要性や契約、消費者保護の仕組み等の教育を
充実させる。
（11）スポーツコミュニケーションコースの学力と競技力の向上に努め、学校行事、実習、地域行
事等をとおしてコミュニケーション能力を高め、多様な進路を実現する。
（12）特進プロジェクトを中心に、大学等への進学を充実させる。

・教育活動の一層の充実によ
り、生徒の学校への満足度を
向上させる。また、学校満足
度調査により、成果と課題を
検証する。
・授業改善を一層推進し、生
徒の学習における満足度を
向上させる。また、授業アン
ケートにより、成果と課題を
検証する。
・各種セミナーの受講率を向
上させる。

行事の反省集約や連絡、アンケート等に対応できるように職員研
修を実施する。

具体的目標 具　体　的　方　策 評価（３月） 次年度の主な課題

早良フェスタにスポコミ体験や、ＯＢや地域からのメッセージなど
新たな取り組みを追加することで更なる充実を図り、参加者の入
試志願率５０％以上を目指す。

令和４年度志願者数の増加（志願倍率１．００）

生徒部
指導課
保健課
支援課

挨拶・身だしなみ及び正しい言葉遣いの励行

計画、運用を学年部と協力して実施する。学期ごとに生徒と教員
にアンケートをとり、結果を分析して改善を図る。

Ａ

早良リンクスの充実（授業アンケート満足度９
０％（「４はい」と「３どちらかといえばはい」の合
計）

生徒の学ぶ意欲と学力の向上（授業アンケート
満足度９０％（「４はい」と「３どちらかといえばは
い」の合計）

・早良リンクスについては、すべての項目で80％
を超えた。目標達成に向けてさらなる充実を図
る。
・授業改善等で多くの先生方がGoogleを活用す
るスタートの年となった。スモールステップでで
きることを増やしていき、教員の習熟度を上げて
いきたい。
・Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅaｍｓを用いた職員間の連絡に
取り組んだ。意見のやり取りもできるので、授業
参観に関するコメントや、県からの通知等も上
げていくことで日常的に使用できるツールとなる
よう推進していく。アンケートについては、
Google Classroomの活用を進める。
・特色化選抜において早良フェスタ参加者のう
ち受検した中学生の割合は第1回が69％、第2
回が44％、全体で53％だった。これは早良フェ
スタの効果の表れであり、次年度は早めにチラ
シやポスターにより中学校へ周知していく。

Ｔｅａｍｓ（ティームズ）による業務の効率化

登下校時に生徒昇降口等で継続的に声をかけ、身だしなみ指導
をするとともに、定期的にアンケート等を実施し、生徒自身で自己
点検できる仕組みを作る。

通常清掃割に加え、特別清掃割を作成し、週１回特別教室等の
清掃を行う。また、生徒による「放送朝礼」に関しては、事前に十
分な指導を行う。

月１回の学校生活アンケート等を活用し、いじめ問題に早急に対
応するとともに、必要に応じてSC等の面談につなぐ。また、支援
を必要とする生徒に関して全職員で情報を共有し、特に学習面
で支援を必要とする生徒には、教務部と連携し、特別支援教育
支援員に学習支援を依頼する。

B

B

Ａ

A

B

A

・登下校時に通学路に立ち、身だしなみ指導を
継続することができた。しかし、アンケートによる
生徒自身の自己点検は実施できなかったので、
来年度は月１回のアンケートに組み込めないか
検討したい。
・通常清掃割に加え特別清掃割を作成し、校内
美化に努めることができた。生徒による「放送朝
礼」は業務精選のため実施しなかった。来年度
は校内美化に一層力を入れたい。
・毎月、「校内いじめ対策委員会」を開催し、支
援を要する生徒に対する情報交換を行った。来
年度も月１回のアンケート調査を確実に行い、
生徒への適切な支援体制を更に充実させる。

B

Ｂ

５０
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A

自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策 評価項目以外のものに関する意見

　・学校満足度調査を指標とし、教育活動の検証を行い改善充実を図る
・評価表についてきちんと細かいところまで分析され
ている。

　・ＩＣＴを一層活用した授業改善を推進し、授業アンケートの評価を用いて検証する

　・オイスカ西日本研修センターを含めたボランティア活動を充実させ地域活動を活性化する

Ａ

・ボランティア活動を含め対外的な
活動に積極的に取り組んでおり、
充実した活動ができている。実習
の充実にも取り組んでほしい。

各強化指定部活動ごとに、中学生向けのスポーツ教室や訪問指
導を実施する。

［田植え→稲刈り→餅つき］を一括りの実習とし、１学年全員で参
加する。

１・２年生の早期から上級学校訪問や出前指導を実施する。

スポーツ
コミュニ
ケーショ
ンコース

計画的な広報活動を実施し、本コースの志願倍
率１．０倍を目指す。

中学校訪問を、５～６月、１０～１１月の２期に分けて実施する。
B

Ａ
本コース活動全般の充実化を継続し、地域に愛
される集団を育成する。

３年生の上級学校進学率７０％以上を目標に、個別の進路指導
を行う。

卒業論文発表会に近隣中学校などを招待し、課題研究の成果を
地域に広く伝える。

外部機関との連携と個別の進路指導を充実さ
せ、本コース生徒の特に進学に対する意識を向
上させる。

・早良リンクスによる学び直しは有
効である。
・遅刻者欠席者の増加が気にな
る。

２学年 Ａ

A

生徒が校内外に関わらず活躍できる場を設定し
自尊感情の向上を図る

遅刻総数を前年度より15％減少を目標とし保護者との連携を密にする

授業改善を意識するため授業巡回を全職員で行う

生徒の授業アンケートにおける目標の提示を100％にする

早良リンクスの満足度「社会に役立つ」について６０％を目標とする

地域に発信できる生徒育成のための場の設定を行う

生徒が自発的な行動がとれるよう指示型より自主的な行動を支援する
生徒が社会人を意識した行動がとれるよう基準
を社会人として対応する

「わかる授業」の実践に向けて授業改善を常に
行うよう心掛ける

Ａ

・遅刻欠席については、進路指導と並行して外部人
材（SCやSSW等)の活用を行った。一定の効果を上
げたが、家庭との連携をさらに充実させたい。
・生徒の学習への関心意欲や主体的に取り組める
ようアクティブラーニングを積極的に取り入れ、93%
以上の生徒が満足傾向を示した。生徒の実態に即
した学習の展開の方法を今後も模索していく。
・リーダーシップの育成のために、3学年当初に体育
祭の運営やリーダー希望者を募集し、様々な場面で
主体的に取り組ませた。意識が上がっただけでなく、
他の生徒も協力する意識が醸成され効果的であっ
た。２年次からのリーダー養成を念頭に置いた関わ
りが有効である。
・進路指導について、96%を超える生徒が満足傾向
を示した。個別にきめ細やかな指導を行ったことが
大きい。情報の集約と共有、チームとして生徒に関
わる仕組みをさらに充実させていく。

A

３学年

B
心身の健康、安全に留意して活気ある学校生
活を送らせ、基本的生活習慣を定着させる。

現在の自己能力の分析と個性の伸長、成熟を
図り、卒業後の自分の姿を見据えた進路を決定
させる。

毎時間の授業を大切にし、進路実現に向けて学
力の向上を行う。

生徒の進路希望・成績・出欠状況等のデータを分析し、全員の進
路決定を目指す。

・コロナ禍において、学校行事など
の中止や延期、縮小等がなされる
中、地域との交流やつながりも難し
い状況においても依然と同じように
計画、実施されていることを評価し
ています。

Ａ

学びの基礎診断テストと授業・進路意識向上週間の取組を連動
させ、基礎学力定着を図る。（GTZ：D３人数を６０％以下）

早良みらいプログラムにおける地域連携活動の
充実

具体性に富むポートフォリオ作成のため、地域連携活動を始め、
進路意識向上に向けたプログラムを実施する。

進路実現１００％に向けた個人指導

A

学び直しと模試前の事前学習を積極的に実施するとともに、各種
模試や検査結果のデータを学年会議で共有する。

文化祭、体育祭等の学校行事でリーダーシップ（体育祭リーダー
立候補者60人目標）、フォロワーシップを発揮させ、愛校心を育
成する。

教室の環境を整えさせ、教員が必ずついて清掃活動を行う。

授業の指導拒否による大講義室指導を学年で1ヶ月で5枚以下を
目標に生徒の学習意欲の向上を図る。

特進クラスの学習内容と個別指導をさらに充実させ、第１志望校
への進路実現に向け指導する。

遅刻欠席の数が1日10人以下となるよう生活時間を意識させる。

Ａ進路部

Ａ

ニーズに沿った資格取得セミナーと進学セミナーを実施し、受講
者数増加を図る。（受講者目標数２００名以上）

Ａ

１学年

不安定な生徒、授業に気持ちが向かない生徒を
極力減らし、落ち着いた学習環境を確保する（１
日あたりの欠席者を６名以下）。

A

Ａ

・様々な取り組みで一人一人の生
徒のことを真剣に考えて実行して
いることが十分に伝わった。
・ボランティア活動に生徒が積極的
に参加しており活気がある。生徒の進路実現のため、１年次より基礎学力の

向上と学力上位層の伸長を図る（学習到達度D
３生徒を６２．６％以下）。

B

部活動、ボランティア活動、資格取得などに積
極的に取り組む生徒を増やす（資格取得セミ
ナー受講者５０名以上）。

保健室・支援課・教科担任と担任で情報を共有し、スクールカウ
ンセラー等との連絡も密に行う。

学年表彰や事前説明を徹底し、奨学金や進路情報も周知する。
学び直しの内容を改善する。

・国公立大学に合格者を出すこと
ができる進路指導は、本校の強み
であると思う。今後とも多くの生徒
が目標とする進路へ進むことがで
きるよう指導をお願いする。

進路先とのマッチングを考慮し、個人面談・個人指導を充実させ
進路実現１００％を目指す。

資格取得セミナー、進学セミナーの充実

学びの基礎診断テストによる基礎学力定着

-

A

B

A A

A
・情報の共有と、スクールカウンセラーの活用に
ついては積極的に実施できた。1日あたりの欠
席者についても昨年度より改善している。
・ボランティア活動への参加は促進できた一方
で、資格取得セミナーの参加者の増加のための
取り組みと、模試の活用には課題が残る。来年
度は年間行事を見据えた継続的な指導を実施
したい。

・遅刻生徒は昨年度と同時期で比較したところ
９％の増となった。学校生活に対する慣れが大
きな要因である。特に早良リンクスの必要性を
説き進路意識を向上させることにより減少させ
たい。
・授業改善については全職員で取り組み、わか
りやすい授業づくりに努めた。勉強に関する満
足度は昨年度から大きく伸びている。今後も継
続した授業改善に取り組みたい。
・目標の提示と早良リンクスの満足度は高い。
生徒の状況に合わせた内容の精選を継続的に
行う。

・コロナ禍で実施できなかった行事もあるが、オイス
カ西日本研修センターでの農作業のお手伝いを新
たに始めることで、地域貢献実習の機会を確保する
ことができた。オイスカと結んだ協定を基盤とし、年
間を通した実習として充実させたい。
・スポーツ系実習の内容見直しを進め、ボーリング・
ボルダリング・パークゴルフといった新実習の導入、
ゴルフ実習の県外実施を行うことができ、生徒の学
びと満足度を両立した教育活動が展開できた。多様
なスポーツに触れることができる点が本コースの大
きな魅力となるよう、来年度以降の計画、内容の充
実に努めたい。

Ａ

B

A

A

B B

・資格取得セミナーについては、目標の受講者
数を達成できた。多くの生徒が合格を果たして
おり、受講を強く促していきたい。
・次年度、「総合的な探究の時間」の抜本的な変
革を行い、地域連携を更に活発にする。
・個別指導を徹底し、本人の適性に応じた進路
先を提案の上指導を行った結果、生徒の希望
に沿った進路が決定できた。また、就職した卒
業生の離職者数も激減している。次年度は各学
年実施の適性検査を活用し、よりミスマッチの少
ない進路実現を目指す。

A
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