
学　校　番　号

評　　価 評　　価
（総　　合） （総　　合）

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

全教室に整備される電子黒板等のICT機器を活用することで、新型コロナの影響で早
まっているGIGAスクール構想の実現に備える。

各部･各課との連携調整を行い、
円滑な校務運営に努める。

部活動活性化
新入生の部活動加入率を向上させる取組を行う。
部活動見学、体験練習会の時間を確保することで加入率向上を目指す。
部室管理、下校時間厳守、安全管理

　
　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）

教務課

企画庶務課

生徒指導課

ＰＴＡと連携し、地域に根ざした教育活動を推進する。
ＰＴＡ活動をより多くの保護者へ発信する。

生徒会活動の充実

各種委員会による日常生活の中での活動の充実

○成果
１　臨時休業中も学校ホーム
ページ等を利用して、学習教材
を提供し、学力を維持することが
できた。また電話等で家庭との連
携を密にし、基本的生活習慣と
心の健康を保つことができた。
２　いじめの認知についての職員
研修会を実施することで、いじめ
の早期発見・早期対応につなげ
ることができた。
○課題
１　ＩＣＴを活用した授業の開発
（コロナや災害等による臨時休校
に備えて）
２　コロナ禍における特別活動
（ホームルーム活動、生徒会活
動、学校行事）や部活動の在り
方の工夫改善
３　広報活動の工夫改善（イン
ターネット等の活用等）

昨年度の成果と課題

学校運営方針

具体的目標

社会的自立の基盤となる確かな学
力の育成と社会で柔軟に対応で
きる実践力の向上を目指す。

授業規律を守り、主体的・協働的
に取り組める環境を整える

　教育基本法並びに学校教育法の理念に則り、生徒一人一人を大切にするとともに、学校集団としての連帯感を高め、社会性を育む教育をとおして心豊かな人間形
成を目指し。組織的・計画的な教育活動を展開する。
　「鍛えて、ほめて、生徒の可能性を伸ばし、明るく元気な学校、専門学科としてのスペシャリストの育成」の実現に向け、「目指す学びがそこにある！～チーム筑水
～」として、①「あなたの志に応えます」、②「あなたを鍛えて伸ばします」、③「あなたを立派に育てます」の３つの取組を実践する。

具　体　的　方　策

「主体的・対話的で深い学び」の実践によって、生徒の学力向上と教員の授業改善に努める。

習熟度別･少人数授業を生かした授業実践で、基礎的基本的な内容の充実を図る。
大学進学に対応できる学力の育成に向けた体制を作る

教科担当者会等において情報共有を行い、学習改善と授業改善を図る。
遅刻・欠席の多い生徒の指導を行う。

年　度　重　点　目　標

・生徒の希望進路決定１００％の実現に向け、生徒の興味・関心及び適性を重視した進路指導と、全職員に
よる企業及び大学等への訪問を行う。

・挨拶、時間厳守、礼儀作法、整理・整頓、頭髪・服装等のマナーアップ指導を全職員で徹底する。

・部活動を豊かな学校生活を体験する場として位置づけ、自主的・自発的加入を促進し、体力や技能の向
上に加え責任感や連帯感の涵養を図る。

・全教科・領域、学校行事、ボランティア活動等において、自尊感情の育成、自律心と思いやりのある心の
育成を図り、いじめの撲滅と人権意識の高揚に努める。

・担任、学年、学科相互の情報共有を図り、スクールカウンセラーや保護者等との連携がとれた教育相談体
制のもと、中途退学者ゼロを目指す。

【あなたの志に応えます】
　学習環境を整え、基礎学力の定着を図り、社会的自立
の基盤となる確かな学力の育成と実践力の向上を目指
す。

【あなたを鍛えて伸ばします】
　農業・福祉・調理の専門分野におけるスペシャリストの
育成に加え、社会の状況を踏まえた幅広い人材を育成
するため、キャリア教育の充実を図り、希望進路の100％
実現を目指す。

【あなたを立派に育てます】
　基本的な生活習慣の確立と規範意識の高揚を図るとと
ともに、自律心と思いやりのある心豊かな人間形成を目
指す。

確かな学力の育成のための授業
改善に取り組む。

学力の３観点（知識・技能，思考力・判断力・表現力，主体的に学習に取り組む態度）をもとにした評価の導入を行う。

基本的生活習慣の確立

学校要覧、新入生のしおり等の作成を円滑に行う。
各種行事の記録を行い、筑水通信を年6回発行する。

授業規律の確立と学習環境の整備を図る。
各行事の円滑かつ組織的な連絡調整を行う。

「文化祭」実施に向けてのリーダー育成

生徒、全教職員と共に「文化祭」の計画、運営、実施の協力体制の構築

学　校　運　営　計　画　（４月）

具　体　的　目　標

・基礎学力の定着と学習意欲及び実践力の向上に向け、「主体的・対話的で深い学び」を導入するなど、授
業の工夫改善及びきめ細かい指導を行う。

・１時間の授業を大切にして生徒の理解度を確認し、学習目標の明確化により、能力に応じた規律ある授
業展開と、確かな学力の育成を図る。

・各学科等の特色を生かした資格取得やコンテスト・各種競技等の指導を充実し、キャリアアップを図る。

・美化活動を徹底し、授業に取り組む学習環境と安全・安心な学校環境を整える。

・３年間の継続的・組織的な指導体制のもと、効果的な現場実習や外部人材を活用して生徒の進路意識の
高揚を図る。

・各学科において、将来のスペシャリストにふさわしい専門知識と技能を身につけさせつつ、幅広い職種に
対応できる勤労観と職業観を育成する。

広報活動の推進に努め、本校教
育内容のＰＲに努める。

様式３

自己評価

令和３年度　　学校評価書　　　（　計画段階　・　実施段階　）

福岡県立久留米筑水高等学校

学校関係者評価

次年度の主な課題

挨拶の励行
服装・頭髪指導の徹底
共通理解をい、温度差のない継続した指導
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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

学習環境の整備と保全を心掛け
た美しい学校づくりを目指す。

美化コンクールを年度内2回実施し、生徒の美化意識の醸成を図る。
生徒が積極的に清掃に取り組めるよう、美化委員が中心となり必要な掃除道具の調査を行い、道具整備にあたる。

ゴミの減量化に向け、ごみ集積場でのチェック、分別を徹底する。

学年・学科と連携をとり、生徒の希
望進路状況について共通認識を
持つ。

学年・学科と連携し、3年生全員の面談を行い、生徒理解に努め、丁寧な進路指導を行う。

インターンシップ・職場見学・オープンキャンパスの積極的な参加を呼び掛ける。
学科と連携して、生徒が希望する企業へ訪問する。

分掌間の連携を強め、年間を見
据えた職員研修を計画する。 新たな学びプロジェクトについて周知し、チームで取り組む体制を整える。

各分掌の要望を聞きながら職員研修を企画し、体系化を図る。

農業関連産業並びに関連機関と
の連携

農業関係機関の研修や職員研修へ積極的に参加し、授業内容のレベルアップを図る。
地域企業・農大校等関係機関との連携（ＪＡ、改良指導センター等との情報交換、試験・研究、商品開発等）

基本的生活習慣の定着を図り、生
徒一人一人が活躍できる場所を
作る。

生徒と積極的にコミュニケーションを図る。また、マナーアップ指導をするとともに生徒の変化に気づけるように意識する。

家庭と連絡を密に行い、安易な遅刻・欠席を防ぐ。

事務部 教育環境整備の充実
教育施設の安全点検・改善について徹底を図る。
各分掌と情報の共有化を図り、予算執行の教育的効果を高める。

農務部

授業内容の充実及び農業クラブ
活動の活性化

知識、技術の向上を図るため農業関係機関と連携し、教科指導を推進する。
資格取得（３学科共通、専門分野）の合格率（７０％）を目指し、授業内容の充実を図り進路実現に繋げる。

農業クラブ活動（各種競技）における九州大会・全国大会へ県代表として出場を目指すため、教科指導を徹底する。

農業３学科の情宣活動の充実と小
中学校との連携

学校ホームページへの学習活動の掲載。（月に２～３回）
小中学校への出前授業を行い、学習活動を情報発信する。
ボランティア活動や地域連携事業への積極的な参加

各種行事（地域まつり）への積極的な参加

第３学年

基本的生活習慣の確立

保護者との連絡を密に取り、安易な遅刻・欠席を防ぐ。（目標出席皆勤者数８４名、学年全体の４５％）

教室や実習室等の美化に努め、学習環境を整える。
挨拶や服装等の指導を日常的に学年全体で協力して行う。

最上級生としての資質の向上
文化祭等の学校行事において、最上級生として主体的に取り組む姿勢を培う。
生徒会・農業クラブ・部活動等で、リーダーとしての自覚を持たせ、責任ある行動がとれる生徒を育成する。

文化祭終了後や進路決定後も、３年生としてふさわしい態度で生活できる生徒を育成する。

進路希望１００％の実現
学科や進路指導課と連携し、専門分野を中心に求人の確保に努める。
面談を丁寧に行い、生徒や保護者との共通認識のもと、希望に合う進路を決定させる。

希望進路実現に向けて基礎学力の定着を図る。

第２学年

基礎学力を定着させるとともに、進
路意識の高揚を目指す。

各教科・各学科と生徒の情報を共有すると同時に、家庭と共通認識を図り、個に応じたきめ細やかな指導を行う。

各教科・各学科と連携し、各種検定・資格取得を推進する。
各学科および進路指導課と連携し、生徒および各家庭の進路に対する意識を高める取り組みを行う。

基本的生活習慣を確立させ、一
人一人が活き活きと学校生活を送
る学年作りを目指す。

学校行事や修学旅行の指導をとおして、帰属意識の高揚を図り、自主性や協調性を養う。
生徒の視野を広げると同時に、全職員が全生徒に関わる指導体制を作るため、学年集会で全職員が講話を行う。

挨拶や服装の指導を徹底すると同時に、生徒の変化に気づくため、全職員が生徒への声かけを積極的に行う。

第１学年

高校生としてその場にふさわしい
行動、服装を徹底させる。

大事な要素を定着させるために、指導するべきことの優先順位を決めて繰り返し伝えていく。

言葉づかいや服装、頭髪指導において学年全体で協力し、日常的指導を徹底する。

他者を尊重する心を育成し、良好な人
間関係を築けるように支援する。

学校行事、集会、授業等の様々な場面で生徒たちがあ互いを信頼し、適切な表現方
法を学べるように指導をしていく。

生徒の一人一人がクラス以外でも活躍できる場所を作るために、部活動加入を積極的に推進する。

朝課外では各教科・各学科、学力向上に向けての講座内容であるか再検討し、講座内容の改善を図る。

図書研修課

生徒の主体的で深い学びにつな
がる職員研修を企画し、職員の指
導力を向上させる。

電子黒板やZoomの具体的な活用例を紹介し、ＩＣＴを活用した授業を推進する。
授業改善に生かせる授業アンケートの実施方法・形態を工夫し、実施する。
授業改善のための積極的な授業参観（含他教科）を促し、職員１人当たり２時間以上の参観を目指す。

図書の充実・図書室利用向上及
び図書委員会活動の活性化を目
指す。

図書室利用のマナーアップを図り、利用しやすい環境を整えると共に、ひと月当たりのクラス貸出冊数０冊を無くす。

図書委員会を定例化し、カウンター当番の定着を図る。文化祭では委員会の活動を早めに企画し、積極的な取り組みを促す。

福岡県学校図書館協議会及び筑後地区高等学校図書館協議会の副役員校として、生徒と共に円滑な運営を目指す。

保健課

進路指導課

「生徒、自ら考える進路指導」をテーマ
とし、自分の進路について自ら考え、
行動できる体制づくりを行う。

各学年の進路学習は自分の進路について考える内容に充実させる。

生徒の健康増進と安全に対する
意識を醸成する。

教育相談・特別支援教育の充実
を図る。

キャリアパスポートを利用し、自分の進路の見通しを立たせる。
「進路の手引き」を活用し、常時、自分の進路実現に向けて意識を持たせる。

進路保障の目的達成のため、学
力向上に向けての取り組みを行
う。

教務課・教科主任・学科主任・学年主任と学期初めに会議を行い、学力向上に向けての取り組みについて協議する。

基礎力診断テスト（１・２年２回、３年１回）・一般常識テスト（２年１回・３年２回）を実施
し、自己の学力についての認識させ、自己の進路実現に向けて指導する。

具体的目標 具　体　的　方　策 評価（３月） 次年度の主な課題

健康と安全に関する啓発活動の一環として、保健だよりの充実を図る。
健康診断・調査を通して生徒の健康状態を把握し、個別指導・支援につなげる。
授業や学校行事等において、生徒の衛生面、安全面の管理を徹底する。

学校生活アンケートをもとに個別面談を実施し、個々が抱える悩みや問題などを把握し、いじめ等の早期発見・早期対応に努める。

講演会や保健だより等を通して、他者との関わりやストレス対処法についての教育を行う。
合理的配慮が必要な生徒に関しての研修会等を行い、職員間の共通理解を図り、支援策を検討する。



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

基礎学力の定着と専門性の育成
提出物の提出や落着いた授業態度の徹底
考査等だけの評価とならないよう、日ごろから一人一人に目を配り習熟度に応じた指導

専門的知識や技術の習得だけではなく、感性や人間性豊かな人材育成

知識・技術の定着のため、指導方
法を工夫する。

ノート等への記録を徹底するように指導し、学習内容を定着させる。
動画等を活用した実技指導を積極的に取り入れる。

挨拶、時間厳守、礼儀、掃除、服装・頭髪
などの指導を通じて、規律ある授業を展開
し、学力及び規範意識の向上を図る。

授業及び日常の活動における時間厳守の励行。
制服・実習服等着こなし、身だしなみの指導を徹底する。
教育環境を整え、教育効果をあげるために掃除や整理整頓を徹底する。

食品流通科

入学定員を確保するための広報・
ＰＲ活動の強化と充実を図る。

中学生が見やすいＨＰを作成し、リアルタイムな学科情報を掲載する。
在校生による出身中学校訪問で学科学習内容の紹介・高校生活報告を行う。
学校説明会等で印象に残る学科ＰＲを行う。

基本的生活習慣の確立、規範意
識の高揚及び問題行動の未然防
止に努める。

服装・頭髪・挨拶、言葉遣い、時間厳守・授業への集中等の指導を徹底する。
週１回の学科会議で情報共有化を図るとともに､学年・担任と密な連絡を行う。
学習環境の整理・整頓を徹底させる。

希望進路決定１００％の実現に向
けた取組の充実及び資格取得の
推進

｢学校のパン屋さん｣を学科の柱と
なる活動に進化（深化）させる。

定期考査１週間前から欠点保持者に対しての学科指導を継続して行う。
朝５分間学習の漢字テストを継続し遅刻・欠席の防止と資格取得の推進を図る。
キャリア教育の一環として社会人講師を活用する。
毎週水曜日の「課題研究」で取り組み、学科ＰＲに繋げる。
学科の全職員が係わり、職員の技術力向上を図る。
生徒が外部に向けて情報発信し、ＰＲ活動を行う取組に育てる。

生物工学科

学習環境を整え、基礎学力の定着を
図り、社会的自立の基盤となる確かな
学力の育成と実践力向上を目指す。

毎時間のノート及びレポート提出と点検、内容指導を徹底し、表現する力をつけさせる。

実験・実習ノート及びレポートの書き方指導を行い、自発的に取り組む力を育成する。
生徒の実態や学力に応じた教材の作成、ICT 、実験・実習などをとおして具体的な授業内容を展開する。

専門知識と技能を身に付けさせるとと
もに、正しい勤労観、職業観を育成
し、希望進路の実現を目指す

社会人招聘、現場実習、農業関連施設や上級学校見学等を実施し、進路目標の充実を図る。

実験・実習を通じて準備・実施・片付けまでの一連の流れを指導し、安全教育や危機管理能力を身に付けさせる。

進路相談や面接指導などを意識した専門教科指導を充実し、進路意識の高揚を図る。

環境緑地科

学習環境を整え、学習意欲の向
上、学力の定着を図る。

座学・実習を問わず記録時間を設定し、書く習慣を身に付けさせる。
進路実現に向けて早期の進路指導を推進する。
実習を通して、幅広い職種に対応できる勤労観と職業観を育成する。

道徳モラルを育成し、基本的生活
習慣の確立を図る。

挨拶、礼儀作法等、マナーアップ指導に努める。
施設の管理、使用等マナー指導を行う。
授業、実習等、安全面に常に注意をはらう。

地域・企業との連携し、キャリア教
育を推進する。

校外実習(独居高齢者宅庭園管理、櫨並木管理等)でのボランティア精神の高揚に努める。

現場実習受け入れ先企業との連携強化を図る。
専門性を活かした進路開拓ができるように、関連企業と連携を図る。

食物調理科

社会福祉科

人間関係を円滑に行える人間性を育てるために、職員全員で挨拶、礼儀作法の指導を徹底する。

現在のコロナ渦にも対応できるよう、衛生管理や環境美化を徹底する。
新たな知識・技術を取り入れた指導内容を検討する。

生活習慣を整え、学習に対する意欲と関心を常に持ち学校生活を送る
学校行事や地域交流を通し、自律心と社会性を育成する

学年・学科が協同し、３年間を通し個人に合わせた見通しある支援
進学・就職共に幅広く柔軟な進路保障と社会人としての人格育成

挨拶・服装を整え、学習環境の整備を徹底する
基本的生活習慣と社会性の確立

希望進路の実現と国家資格等の
取得

　・

具体的目標 具　体　的　方　策 評価（３月） 次年度の主な課題

一斉指導と個別指導をそれぞれ充実させ、生徒一人ひとりに合った指導方法を検討する。

社会に求められる調理師を育成
する。

受検者を確保するために広報・PR
活動を充実させる。

生徒の進路実現のため、校外での体験学習の導入や学科と担任が連携した指導を実施する。

　・
　・
　・

評価項目以外のものに関する意見

　・

資格取得の重要性と必要性を徹底し、意欲と意識向上となる一貫した指導
コロナ渦にも対応したPR方法を検討する。

自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策

学科ホームページを更新し、最新の情報を提供する。


