
様式３ 学校番号　　

評価 評価
（総合） （総合） 　自己評価は

    　 Ａ　適切である

     　Ｂ　概ね適切である

     　Ｃ　やや不適切である

     　Ｄ　不適切である

項目ごとの評価項目ごとの評価項目ごとの評価項目ごとの評価 学校関係者評価委員会からの意見
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評価項目以外のものに関する意見評価項目以外のものに関する意見評価項目以外のものに関する意見評価項目以外のものに関する意見

・ボランティア清掃、PTAとの地域別学校説明会等をとおして、地域、保護者とのさらなる信頼関係を構築する。

年度重点目標年度重点目標年度重点目標年度重点目標 具体的目標具体的目標具体的目標具体的目標

部活動や学校行事を安全・安心な方法で実施できるよう、職員、部活動顧問、生徒会生徒等の意見交換を行い、行
事等運営を行う。

「学校いじめ基本方針」に基づいた職員対応によるいじめ件数「０」を目標にした未然防止。また早期発見、解決
と、いじめを生まない言動や他者理解を促す指導の推進。

校訓「自主積極」を具現化する生徒の育成

学校内外での挨拶の励行等、善行を促す積極的生徒指導の推進。規範意識育成学習を通じて規範意識の醸成と、本
校の課題解決の推進。

発信する内容については、アンケートを活用し、本校生徒に加え、説明会に参加した中学生・保護者、学習塾関係
者などから情報を収集する。

広報媒体の充実を図る

新たに地域説明会のチラシを作成し、糸島地区をはじめとする第６学区の中学校への働きかけを強化する。

学  校  運  営  計  画  （４月）学  校  運  営  計  画  （４月）学  校  運  営  計  画  （４月）学  校  運  営  計  画  （４月）

学校運営方針学校運営方針学校運営方針学校運営方針

昨年度の成果と課題昨年度の成果と課題昨年度の成果と課題昨年度の成果と課題

　昨年度の臨時休業は、オンラインによる授業コンテンツ
の配信など、生徒の学習機会確保に全教職員であたった。
授業コンテンツの多くは、「わかりやすい」「何度も繰り
返し視聴できる」など、生徒には好評であった。今年度
も、生徒のさらなる学力向上と全人的な成長のため、「糸
高スタンダード」の確立やＩＣＴの積極的活用、「ＩＣＥ
モデル」と観点別評価の推進による授業改善、生徒理解の
深化など、すべての教員の教師力を高めていく必要があ
る。
  「糸高志学」の取組はＳＤＧｓの観点に立つものであ
り、教科横断的学習により、生徒一人ひとりに多様な見
方・考え方の重要性を深く考えさせるものである。これら
の学習成果を学習指導や進路指導に生かすだけでなく、各
学年での外部に向けた公開発表会を再開するなど、包括的
なキャリア教育に取り組んでいきたい。
　また、本校の進路実績と教育的な魅力を第６学区の全中
学校生・保護者に理解を深めていただくよう、ＰＴＡと連
携するなどの広報活動のさらなる充実を図っていく。

校訓「自主積極」の精神に則り、自
尊心や思いやりの心を尊び、豊かな
人間性を育む。また、「鍛えて、ほ
めて、伸ばす」指導をとおして、糸
高生としての誇りと感謝の気持ちを
醸成する。

・教師の率先垂範による、時間厳守、挨拶、清掃、丁寧で適切な言葉遣い等の活動をとおして、生徒の「自主積極」の精神を養う。

・特別支援教育の視点に立って、教員集団が生徒理解を深め、共有するとともに、生徒に寄り添うことで生徒指導力の質的向上をめざす。

・いじめに関する研修を重ね、認知度を高め、組織的・恒常的に取り組む。また、面談やアンケート、生徒観察などにより生徒理解を深め、安
全・安心な環境整備と、生徒や保護者との信頼関係を強める。

「主体的・対話的で深い学び」を育
む授業により、未知の状況にも対応
できる「思考力、判断力、表現力」
を育て、「学びに向かう人間性等」
を涵養する。

・学校の教育力向上を目指し、「糸高志学（糸学）」（総合的な探究の時間）をはじめとして教科横断的な学習活動を通じて、地域の発展に貢
献する生徒を育成する。また、学校行事など学校生活の諸場面において、ＳＤＧｓの観点に立った教育活動を推進する。

・ＩＣＴを積極的に活用するなど、「主体的・対話的で深い学び」を育む授業により、生徒の確かな学力の充実と主体的に学ぶ態度を育成す
る。また、「ICEモデル」による「問いの構造化と授業デザイン」を導入し、学習指導・支援及び観点別評価の充実を図る。

・新学習指導要領や大学入試改革（新テスト対応）、高大接続に関する研修を積極的に行い、学校教育全般にわたる包括的なキャリア教育を推
進する。

地域から学び、国際的な視野をも
つ、持続可能な社会づくりの担い手
を育む。

・学校の活力の源である学校行事や生徒会活動、部活動指導のさらなる充実をとおして、糸高生としての自覚を高めさせる。また、海外修学旅
行や海外ホームステイなどにより、国際理解教育を推進する。
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教務課教務課教務課教務課

「糸高スタンダード」の徹底と観点別評価の
充実を図る。

チャイム席、めあての板書、思考を深める発問と言語活動の取組といった、糸高スタンダードの更なる徹底に学校
全体で取り組む。

生徒指導課生徒指導課生徒指導課生徒指導課

学期に１回のパフォーマンス課題を充実させ、指導と評価の一体化を目指した観点別評価の充実を目指す。

新しいシステムの確実な運用と新たな学びに
向けたICEモデルの実践を図る。

今年度から導入された校務支援システムを円滑に運用するための仕組みを作り、教員間での周知徹底を図る。

「ICEモデル」を活用し、問いの構造化をテーマとした研究授業を教科毎に実践し、日々の授業改善の契機とす
る。

安全で安心できる学校環境整備の推進による
学校生活の充実と、生徒理解による個に応じ
た支援

広報活動のさらなる充実を図る
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進路指導課進路指導課進路指導課進路指導課

キャリア教育の観点から、社会に必要な能力
である「人間力」を身に身につけ、他者のた
めに行動でき、社会に貢献できる人材を育て
る。

「糸高志学」（総合的な探究の時間）での学びや、論理コミュニケーションを有効に活用し、生徒が自分の能力や
経験などを明確化・言語化して伝えることができるようにする。

業務の標準化・情報化を行い、全職員が組織的・協働的に運営できる環境をつくる。

机や椅子、テント等の備品を適切に管理し、
校内の学習環境の向上に努める。

事務室の職員と連携し、机や椅子、テント等の備品購入に関する規格の統一を図る他、校内の用具補修を適切に行
う。

机や椅子、テント等の備品管理手順について基準化および情報化を進め、効率よく利用できるようにする。

相互授業参観の実施強化週間・授業アンケート（classi活用）を年2回以上実施する。

図書・視聴覚教育の更なる充実を目指す。

第70号「糸高文林」は、糸高の文化を創造・表現する機能、年間の活動記録の機能を継承・発展させる。

図書館オリエンテーションを実施し、図書館利用者の増加を目指す。視聴覚教材を用いた授業を充実させる。

研修・図書課研修・図書課研修・図書課研修・図書課

教師一人ひとりの資質・能力の向上および授
業改善につながる校内研修を充実させる。

本校の課題認識および解決のための校内研修会を年５回以上実施する。

アフターコロナを生き抜くために、入試改革
やコロナ禍による困難を乗り越える力、将来
の見通しを持たせることで、進路実現へ向
け、主体的に学ぶ力を育てる。

庶務課庶務課庶務課庶務課

式典（入学式、卒業式、創立記念式）や学校
行事の円滑な運営を行う。

保健安全課保健安全課保健安全課保健安全課

生徒が心身共に健康な生活を送れるよう、職
員間の共通理解を図り、指導とサポートに役
立てる。新型コロナウイルス感染拡大防止に
取り組み、「感染しない」「感染を拡大させ
ない」よう、対策情報の発信、感染症対策を
徹底する。

保健だよりを毎月発行し、感染症・熱中症（夏季)等に関する健康情報をタイムリーに提供することで、疾病や事
故の予防、感染症予防に努め、生徒の健康管理能力向上に役立てる。

保健室利用状況について学年・男女別に集計、月毎の統計を作成し、全教職員で情報共有することで、教育活動、
個に応じた指導を充実する。

清掃活動の徹底を行い、「きれいな糸高」を
全職員・生徒で実現する。校内美化活動を通
して、奉仕の心、感謝の気持ちを醸成し、心
の教育を行う。

美化コンクールの実施（２学期）やワックスがけの実施（５月、１０月、３学期）により、校内の環境美化を推進
する。

各行事前後の大掃除や定期考査前の教室点検の実施、各学校行事にあわせた環境整備（学校視察・PTA総会等）を
行う。

家庭での学習習慣を定着させ、自発的・計画
的に学ぶ力を身につけさせる。進路意識の早
期確立に努め、より高い目標を掲げて努力す
る姿勢を育てる。

校務改善方法の提案

糸学課糸学課糸学課糸学課

生徒と教師が共に学ぶことで、「糸高志学」
（総合的な探究の時間）を「活きた学び」と
する

教科横断的な学習体制を構築する。また糸島市役所・大学・外部団体等との連携をはかる。

研究開発課研究開発課研究開発課研究開発課

授業改善方法の提案

県から配備されたタブレット端末を生徒が活用できるように環境整備する。

各学年主導での「糸高志学」（総合的な探究
の時間）の円滑な運営を実現する

職員研修等で情報共有をはかり、学年の責任者を設定して、学年ごとに実務の分担をおこなう。

グランドデザインで学年のテーマを明確にし、学年におけるコンテンツを充実させる。

ＩＣＴ、論理コミュニケーションを活用して、まとめ方、伝え方などの探究の技法を充実させる。

第３学年第３学年第３学年第３学年

保護者、生徒、教師の信頼関係を固くし、自
律心と挑戦する心を育て、社会に貢献できる
人材を育成する。

「糸高志学」（総合的な探究の時間）を通じて、社会的視野を広げ、地域の抱える課題をグローバルな視点から協
働的に探究していく力、表現する力を養う。

多様化する生徒（保護者）に対して学年全体で対応し、特別支援コーディネーターや養護教諭、ＳＣから協力を得
ながら、生徒へ適切な支援を講じる。

社会に貢献できるよう学校行事や校外教育活動に積極的かつ主体的に取り組ませ、最高学年としてリーダーの自覚
を持たせる。また、国際社会を視野に入れ、世界で行動できるグローバルなものの見方を養う。

社会的課題に自分事として向き合い、生涯を
通して学び続ける姿勢を育成する。進路意識
を高め、最後まで諦めない心を養う。

進路指導課と連携を図り、新しい大学入試に対応できるよう朝課外や早期放課後課外の学習内容を見直す。また、
教科横断的な内容を取り入れ、進路実現の実態に合った学習活動を実施する。

二者面談等を通して、早期に的確な進路情報を提供することで、高い志を維持できるようサポートする。志望校の
早期選定を図り、目標を明確化させることで、努力し続けられる集団を育成する。進学がゴールではなく生涯学び
続ける態度を育てる。

第１学年第１学年第１学年第１学年

基本的な生活習慣を確立させるとともに、何
事にも誠実に取り組み、最後まで努力を惜し
まずやり遂げる強い精神力を持った人材を育
成する。

志を持って意欲的に学ぶ姿勢を身につけさ
せ、「思考力・判断力・表現力」を育てる。

第２学年第２学年第２学年第２学年

生徒、保護者、教師の三位一体の信頼関係を
築く。また基本的生活習慣を確立し、自律心
と思いやりの心を持った社会性豊かな人材を
育成する。

「報･連･相」を徹底し、各式典、学校行事等、総務および各関係分掌との連携を密に行い、諸行事の完成度を高め
る。

部活動生徒の加入率８５％を目標に、糸高賞および功労賞等受賞できる生徒の発掘、育成強化。教室や部室等の活
動場所に対する「感謝の気持ち」を持った清掃等の整美活動の励行。部活動環境の整備促進。

内外での説明会および体験入学を通して本校の魅力を発信する。発信の機会を増やすために、中学校・学習塾への
訪問やＨＰの充実を図る。

保護者会や一斉メール等を通して、学年指導の目的と方針を丁寧に伝えることで、急激に変化する社会を生き抜く
力をつけさせるための教育への理解と協力をあおぐ。

生徒一人一人へのgoogleアカウントの付与およびgoogle classroomの試験的活用を行う。

Teamsを試験的に運用し、校務改善につながる利用方法を模索する。

「論理コミュニケーション」の時間を通じて、相手の話を「論理的に聴」き、自分の考えを「論理的に構築」し、
「論理的に伝える力」を養う。

社会人としての資質・能力を高めるため、学校行事や校外教育活動に積極的に参加させ、ミドルリーダーとしての
自覚を持たせる。

「18歳成年」を念頭に置き、挨拶、礼儀、服装、話を聞く姿勢など社会人としての資質・能力を高める。

集団に参加する意識を高めるために、部活動加入を奨励する。また様々な校内外の行事への参加を促す。

知的好奇心を高め、主体的かつ意欲的に学習に臨む姿勢を身につけさせるための授業を実践する。「糸高未来手
帳」の活用を促す。

読解力や表現力を高めるために、朝読書等での新聞学習を取り入れる。また「論理コミュニケーション」や「糸高
志学」（総合的な探究の時間）を通して自分の考えを持ち、論理的に表現する力を養う。

classiを活用した授業アンケートの結果を適切にフィードバックするシステムを作成する。

教科学習や探究学習で学んだことを踏まえて自身の在り方・生き方を考え、キャリアデザインを描けるように思考
力・判断力・表現力をつけさせ、大学入試に対応できる力を養う。

ＨＰの更新を励行して情報発信に努め、本校の取り組みを広くＰＲする。

令和３年度　学校評価書　（計画段階・実施段階）令和３年度　学校評価書　（計画段階・実施段階）令和３年度　学校評価書　（計画段階・実施段階）令和３年度　学校評価書　（計画段階・実施段階）

学校関係者評価学校関係者評価学校関係者評価学校関係者評価

　自己評価及び学校関係者評価委員会の評価をもとにまとめた改善策　自己評価及び学校関係者評価委員会の評価をもとにまとめた改善策　自己評価及び学校関係者評価委員会の評価をもとにまとめた改善策　自己評価及び学校関係者評価委員会の評価をもとにまとめた改善策

自己評価自己評価自己評価自己評価

大学訪問や大学出張講義などの進路行事を通して、大学・学部・学科への理解を深め、専門的な内容に挑戦させる
など経験を多く取り入れる。

大学入試準備講座を組織的に実施し、糸高セミナー、放課後の自習室利用などを通して主体的な学習へと導き、
「学び続ける生徒」を育成する。
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