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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

記録の収集と整理

職員研修

特進クラス

基礎学力向上

実習の充実

職員（教員）出張時における出張命令書の記入について、旅費計算支援ソフト（改訂版）
の活用を周知し、職員（教員）及び事務室旅費担当者の業務効率化につなげる。

進路指導
模擬試験等の事前事後指導の徹底と希
望進路の実現に向けた取組の充実

「みらいプラン」における課題研究成
果の共有による課題対応能力の伸長

キャリア教育

成績上位生徒の学力伸長

教師の指導力を高める研修の推進

三潴高校の価値を高めるため工夫を行
う

各学年ごとに探究成果を共有する機会を設定し、PDCAサイクルを確立する。

本校の課題をふまえた効果的な研修を計画実施する。また、研究授業や相互授参観週間を
活用して、「主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善」を推進し、教科指導力
の向上を図る。

より質の高い生徒の確保を行う

重点6競技の実績向上を図り、「ス
ポーツの三潴」を県内外にアピールす
る

生徒の主体性を引き出す

練習環境の充実を図る

全国大会３０名・九州大会６０名以上の出場を果たすとともに、チーム競技の実績向上を
図る。

新型コロナウイルス感染症対策や熱中症対策については、保健衛生用品の迅速かつ計画的
な購入を進める。※保健環境課と連携

学習に対する興味・関心を高めるために、観点別評価に基づく授業改善に努める。

観点別評価を実施する上での各教科・
科目毎の基準の明確化を図る。

新学習指導要領に向けた教務内規の改
定

学びを通じた生徒の幸せを念頭に教育
活動を快適な環境で行うことができる
よう財政的支援を行う。

三潴高校の魅力と特徴が伝えられるよ
う、学校行事や部活動の様子を生徒と
協力してホームやSNSに掲載する。

中学生に三潴高校の良さを知ってもら
う。

中学校との信頼関係の構築をめざし
た、中学校訪問を実施する。

計画的な活動と部活動生徒の支援体制
強化

支援が必要な生徒を把握し、個別の支援計画・指導計画の作成と教育相談を行う。

就職希望者向けの対策講座の充実を図るとともに、対策勉強会を実施し希望の進路実現に
向けて主体的に取り組ませる。

全員で協力しチーム三潴として主体的
に生徒会行事に取り組む。

新学習指導要領の年度更新にともない教務内規の見直しと改訂を行う。

探究内容と希望進路がつながる活動を取り入れることにより、主体的に進路実現に取り組
む意識を高める。

教育相談

保健室利用の生徒への対応

課題を抱える生徒への早期対応

生徒・職員向けの進路情報の提供を充実させ、キャリアプランニングに対する意識を高め
る。

部活動の支援

キャリア教育
生徒に高い志を持たせるキャリアプラ
ンニング力の育成

体育科職員、クラス担任と連携を図る。
スポーツ科学トレーニング、スポーツ文化講座等授業での仕掛けを作る。
スポ文集会を計画的に行う。

練習時間の確保（専攻実技授業の有効活用）。練習施設の管理。

交通マナー・モラ
ルの向上

保健管理
安全管理

環境美化

教育相談委員会を開催（毎月１回）し、課題を抱える生徒を把握し早期対応にあたる。

健康管理について集会等で注意を促し、保健室での休息は１時間という原則を守るよう徹
底させる。保健室利用状況を担任、学年団に報告連絡する。

課題を抱える生徒や保護者を、専門医療機関、専門職（医療カウンセラーやSC）に適切につなぐ。

進路相談事業や中学生体験入学で本校生徒の活躍の場と中学生とのふれあいの場を工夫する。

本校の学校行事に中学生を招待し、本校の魅力を中学生が体感する場を作る。

創立百周年を念頭に、資料の整理・保管に努める。

ホームページ・SNS・三潴NEWSをはじめとする広報の仕組み作りと、スピード感を持った
取り組みを実践する。

スポーツ文化コースの特徴とともに、普通科一般教養コースの魅力と特徴が伝わる学校案
内を作成する。

広報委員との連携を深め、PTA活動や学校の教育活動が見えるＰＴＡ新聞の作成を目指
し、学校行事に多くの参加を促す契機とする。

魅力ある活動内容を計画し、PTA活動へ多くの参加者を募りたい。また、本校の魅力を保
護者からも広めてもらう関係作りを目指し、活性化を促す。

コロナ禍で生徒とPTA活動が制限される中、できるだけ生徒と関われる場面を計画してい
く。

訪問先の中学校出身生徒の情報を具体的に伝え、本校のきめ細やかな指導を中学校側に理
解してもらう。

ホームページをより充実させる。同窓会の協力を得て、広報誌の配布や掲示する場を広げ
三潴高校の情報を発信する。

職員全員での計画的な中学校訪問、学校説明会の実施をとおした広報活動を実践する。

　

　

　　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

学　　校　　運　　営　　計　　画　　（ ４ 月 ）

昨年度の成果と課題 年　度　重　点　目　標
【成果】
　オンライン授業に対応した新しい
形の授業形態、実力診断テスト等の
振り返り説明会の実施やこれを活か
した生徒への指導等により、生徒の
学習意欲の向上につなげることがで
きた。生徒の判断を取り入れた制服
の着こなしや、生徒会を中心とした
工夫した学校行事の実施等、コロナ
禍での制限はあったが、生徒が主体
的に取り組む活動をつくり、生徒の
成長につなげることができた。中学
校訪問の充実、学校見学サイト「ス
クールビュー」の立ち上げなど、広
報活動の充実にも努めた。

【課題】
　魅力ある学校づくりを念頭に、全
職員が同一目標に向かって、生徒の
能力に応じた教育を効果的に提供す
ることが必要である。そのために、
3年間を見通したロードマップを有
効に活用することで、本校の課題で

３　自律心を備えた心豊かな人間の育成
　

具　　体　　的　　方　　策

７　高大接続の積極的な推進
　

２　進路実現に向けたキャリア教育の充実
　

具 体 的 目 標 評　価　（３月）

「三潴高校ブランド」の実現に向けて邁進する

８　成年年齢の引き下げに伴う教育の充実

１　わかる授業による学力向上

５　「スポーツの三潴」の充実・発展

６　自他の人間性を認めることによるいじめの撲滅
　

具　 体　 的　 目　 標

・「時間の厳守」「さわやかな挨拶」「心を込めた清掃」を徹底することにより、規範意識・自尊感情を醸成する。
・自分で考え行動する力を付けることで、当たり前のことが当たり前にできる生徒の育成を図る。
・常に率先垂範に努め、生徒の自主性が育まれるような生徒指導を目指す。

・３年間を見通した教育活動ロードマップを活用した、計画的なキャリア教育の推進
・生徒一人一人のニーズを共有する場を設定し、第一希望の進路実現に向けた体制の整備

・久留米大学との連携強化を深め、高大接続を積極的に推進する。
・大学生との協働活動をとおして、コミュニケーション能力の育成に努める。

・HPの更新、定期中学校訪問等戦略的広報活動に取り組み、学校全体で生徒募集に努め、地域との交流を活発化させる。
・地域行事等にボランティアとして参加するとともに、地域参加型の学校行事を企画し、地域に開かれた学校づくりに努
める。

教育目標を達成するために、次のような「目指す　学校像・生徒像・教師像」に従い、確かな学力・豊かな心・健やかな体をはじめとした、社会を生き抜く力の育成を図るとともに、地域
に根ざした存在感のある学校づくりに努める。
（１）目指す学校像
　　ア　全職員が同一目標に向かって何事にも全力で取り組む意欲と活気に満ちた学校
　　イ　生徒と教員が共に学び、能力に応じた教育を効果的に提供する学校
　　ウ　規律正しい学校生活を送り、地域や同窓生から愛され信頼される学校
（２）目指す生徒像
　　ア　互いに認め合い、高め合うことができる、豊かな心を身に付けた生徒
　　イ　スポーツと文化芸術をとおして、知徳体ともにバランスの取れた生徒
　　ウ　自分の能力を信じ、努力することを最後まで諦めない生徒
（３）目指す教師像
  　ア  教育活動全般にわたり利他の心を持って接する教師
  　イ  実践的指導力の向上を目指し、常に自己研鑽に努める教師
  　ウ　常に率先垂範に努め、生徒の自主性が育まれるような人間味豊かな教師

校外研修に積極的に参加し、その内容を生徒総会等で発信する。

生活実態調査や意識調査などを行い、その結果を入れるなど「保健だより」の内容につい
て創意工夫し、健康面や安全面に関する関心や意識を高める。

「保健だより」を定期的に発行し、配布の際には保健委員会から連絡を行う。

主体的・対話的で深い学びになるよう、授業の中で考え、疑問に思うことを他者と共有す
ることにより、積極的なコミュニケーションをとりながら自らの知識を更に高める授業の
実践を図る。

観点別評価を実施する上での各教科・科目毎の基準の明確化を図る。

｢地域の中の学校｣として各学期の地域ボランティア活動や地域行事(城島まつり､酒蔵開き
等)に積極的に参加し､地域貢献を果たす。

教育相談等で気になる生徒の情報を共有し、全職員で組織的な対応を行う。

いじめアンケート、学校生活アンケートを実施し、生徒の状況把握を行うとともに、職員
の情報共有を図ることで的確な早期対応に繋げる。

各部活動生徒が安心、安全に日々の練習が行える環境づくりをしていくための支援態勢づ
くりを推進する。

ＰＴＡ生活委員会と連携し、登下校指導や校外補導を推進する。通学マナー、危険箇所の
情報を共有し、生徒の交通事故防止に努める。

生徒の身なりについては、全職員で「その場でその時指導する」の共通理解のもと指導の
徹底を図る。

生徒自らが５分前行動の習慣化とワンストップ挨拶を励行することにより、自己責任感を
養い、相手を思いやる気持ちを育成する。

コロナ禍での活動の工夫を図る。

・成年年齢の引き下げに伴う状況変化を踏まえつつ、学校におけるキャリア教育を推進する。
・成年年齢引き下げを見据えた情報提供を適宜行い、発達段階に応じた消費者教育の充実に努める。

・スポーツ文化コースの特色を活かし部活動の競技力向上及び、学校全体の活性化と充実振興に努める。
・健康教育と安全教育を推進する。

・心を育む道徳教育の充実により、人としての使命感、責任感を持つ生徒の育成に努める。
・SC,SSW,PTA等との情報共有を図り、いじめや不登校の防止に努める。

学校運営方針

次 年 度 の 主 な 課 題

校訓を踏まえ、本校の課題を常に念頭に置いて、規律正しい豊かな人間性を持ち、主体的に学ぶ意欲と自らの未来を切り開く志を持った生徒を育成する。また、本年度のコンセプト「『ミ
ラクル三潴2022』～ここで君は奇跡を起こす～」のもと、グローバル化した社会の一線で何事にも怯まず、逞しく活躍する生徒の育成に努める。

３年間を見通した教育活動（ロードマップ）を推進し、大学や地元企業との連携をとおし
たカリキュラムの工夫をとおして、地域社会に貢献する人材育成を目指す。

地域に根ざした学校づくりの推進

４　地域に開かれた学校づくりの推進

アクティブ・ラーニングを活用した授
業方法の研究

PTA活動の活性化を図る。

無線LANを利用しＩＣＴ機器を使って積極的に知識の習得をする実践的な態度を身につけ
させる。

・生徒の実態把握に努め、能力に応じた教育を効果的に提供する。
・AL・ICT教育の効果的な活用により、授業の改善・充実に努め教科指導力の向上を図る。
・Classi等を活用したアダプティブラーニングの推進

「スポーツの三潴」を中心にした魅力
ある学校づくりと活性化の推進

各教科と連携して一般教養を生徒に身に付けさせるとともに、朝課外・模試を活用し、進
路指導の充実に繋げる。

３年間を見通した「みらいプラン」実施計画を確立し、職員・生徒の共通理解を図りなが
ら課題対応能力の伸長につなげる。

模擬試験等に向けたPDCAサイクルを確立させ、学習内容の定着化を図るとともに、GTZに
応じたきめ細やかな指導を行う。

生徒の人間力を高めるための活動が目的であるため、協調性や相手を思いやる態度の育成
に努める。

職員研修や拡大学年会、授業担当者会等で支援が必要な生徒の情報を提供することで、全
職員が共通認識を持って適切な指導が行えるようにする。

環境美化週間の実施内容方法を見直し、環境美化に対する意識を高める。（学期に１回実
施）

集団としての基礎をしっかり作り、計画的で効率的な練習を行い、部活動として模範とな
る活動を実践する。

地域創造クラスと連携しながら、保護者説明会、課外授業等効果的な指導・支援を進め
る。

模試結果等から学力の高い生徒を把握し、教科と連携しながら学力の強化を図る。また生
徒の進路目標を踏まえ、受験方法や進路先を提示する。

大学での受講や大学生との協働活動や協議を通して生徒の知見を広げ、コミュニケーショ
ン能力を育成し、総合的な人間力の育成に繋げる。

ＰＴＡ活動
同窓会活動
後援会活動

創立百周年行事の準備を行う。

交通安全教室、二輪車実技講習を開催することで、､生徒の交通安全に対する意識を喚起する。

電話対応についてマニュアル化を行うことで、丁寧な対応を心掛けるとともに個人差をなくし業務効率化を図る。

中学生の大会視察や中学校訪問を計画的に行う。

観点別評価の基準
作成と教務内規の
改定

進路ホームルームと進路ガイダンスを通して生徒のキャリアプランニングの基礎を構築する。

清掃時間に音楽を流す等、毎日１５分の清掃を確実に行う習慣をつけさせる工夫をする。

自己管理手帳とClassiを活用し、各分掌・学年と連携して、生徒が自ら学ぼうとする姿勢
を伸ばす。

生徒美化委員会の充実と活性化

生徒保健委員会の充実と活性化

特別支援教育の充実

中学校対策の強化

各実習を充実させるとともに、魅力ある授業を行い、魅力ある生徒を育成する。

生徒確保

広報活動の活性化

様式３

令和４年度　　学校評価書　　　（計画段階・実施段階）

福岡県立三潴高等学校

自己評価 学校関係者評価

活動実績となる諸活動の研究
進路先に活動実績として報告できる活動について、従来のものと併せて開拓・整理すると
共に、生徒へ周知し実績を作らせる。

いじめや問題行動の未然防止・早期発
見に努め、的確な早期対応と組織的な
対応を行う。

安心、安全な環境
づくり

時間厳守と挨拶の励行で風通しの良い
人間関係作りを行う。

端正な制服の着こなしや落ち着いた身
なりを自ら整えることができる。

生徒会･各種委員会生徒を主体的に活動させ､魅力ある学校行事(地域中学生が参加する行
事含む)を推進する｡

生徒の人間力の育
成

交通安全並びに登下校中の事故防止に
対する意識の高揚と態度を向上させ
る。

特色ある学校
づくり

共生社会を視野に入れた実習等魅力あるカリキュラムの工夫と実践をとおして、生徒の学力向上と進路実現を図る。

地域で行われる行事に、地元の高校として参加するとともに、魅力ある地域を作るための
提案や、地域の魅力の発信の仕方などについて、高校生ならではの視点を発揮できる学習
活動の場面を積極的に作っていく。また、地域に根ざす学校の在り方を模索するとともに
情報発信の強化に努める。

スポーツ教室等、地域との交流を深めることをとおして、する・観る・支える・知る・極
める生徒の育成を図り、「スポーツの三潴」の充実・発展を推進する。

ＩＣＴ等の新しい指導
法の研究と新たな成績
処理システムの効果的
活用

　・

地域創造クラス

人間力の向上を図る 学校行事、委員会活動、地域行事に積極的に参加させる。

スポーツ教室を充実させる。

高大連携事業の推進

Ｄ３層の基礎学力の定着
学力到達度ゾーン（ＧＴＺ）Ｄ３層の生徒に対し、朝課外や放課後に対策講座を実施し、
担任・各教科と連携して基礎学力の定着を図る。

公務員・就職対策の充実

競技力向上

福大・西南・看護系学校の研究
各校の受験科目や方法、難易度について整理し、進路目標到達につながる様々な道を教
師・生徒に提示し、進路実績向上に繋げる。

地域学習を通した地域との繋がりの強
化

地域学の授業内容・評価を検討する。近隣地域の研究を行い、地域理解と地域への提言を
考える。

生徒・教職員等の
安全安心の確保

事故等の未然防止に努めることで、生
徒・教職員等の生命・財産を守る。

業務改善の視点から、円滑な事務処理
に努め、教育活動を支援する。

　・
　・
　・
　・

学校施設の老朽箇所について、優先順位を付し、県施設課と連携しながら計画的に改修を進めていく。

本年度からの学習指導要領の改訂について教務課と連携しながら、教材等の計画的購入を進めていく。

学校施設について５月末までに安全点検を実施し、事故等の未然防止に努める。※保健環境課と連携

教育環境の充実、
整備

オンライン授業や学校広報活動に対応するため、継続してＩＣＴ機器等の整備を進めていく。

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

円滑な事務処理の推進

事務室からの職員への連絡については、学校ポータルサイト内の連絡掲示板を活用するこ
とで、職員への周知漏れを防ぐとともに、職員朝礼に係る時間短縮を図る。

生徒部

進路部

事務関係

スポーツ文化コース

教務部

一般教養コース
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学　校　番　号

評価 評　　価
（総合） （総　合） 　　自己評価は

（教育目標）

（運営方針）

　　　　　　

　　　　　　

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

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ
記録の収集と整理 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ Ａ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｃ Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

初任者研修 Ａ Ａ Ａ Ａ
Ａ

特進クラス
Ｂ

Ａ

Ｂ

基礎学力向上 Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｂ

Ｃ Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｂ Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

・日ごろから生徒の育成に尽力いただいていることはとても
ありがたい。これからも協力したいと考えている。

　・

Ｂ Ｂ Ｂ
業務改善の視点から、シルバー人材センター等外部委託業務の拡充やシステム・機器利用を進める。

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

Ｂ
・学校施設での事故で生徒がけがをする
ニュースを拝見することがあるが、器具
の安全点検を行い、生徒の安全確保をお
願いしたい。
・学校の窓口が与える印象はとても大切
である。電話等の対応について、マニュ
アル化した方がいいのではないか。生徒・教職員の安

全安心の確保
事故等の未然防止に努める

学校施設について５月末までに安全点検を行い、事故等の未然防止に努める。※衛生委員会と連携

Ａ Ａ Ａ新型コロナウイルス感染症対策や熱中症対策については、保健環境課と連携して保健衛生
用品の迅速かつ計画的な購入を進める。

Ａ

Ｂ

教育環境の向上
学びを通じた生徒の幸せを念頭に教育
活動を快適な環境で行うことができる
よう支援する

Ｂ Ｂ

〇教育環境の充実・向上について
・第1、２棟共に建築年数が５０年を経過しており、建物の老朽化が目立つ。
引き続き県に対して校舎全面改築を要望していきたい。

〇生徒・教職員の安全安心の確保について
・建物の老朽化及び近年の激甚化・頻発化する豪雨災害等の影響により、被
害が多発して毎年度修繕箇所が増えている。日常的な学校施設の安全点検実
施と優先順位を付し、計画的かつ迅速な維持管理を進めていく必要がある。
　
〇円滑な事務処理の推進について
・音声ガイダンス付き機能電話機器については、平日の夕方から翌朝までの
運用等、汎用性を高めていく必要がある。

円滑な事務処理の推進 円滑な事務処理に努め、教育活動を支援する

運営委員会等の場において、事務室の成果・課題を提示することで事務処理の透明性、信
頼性を確保するとともに、課題を共有し改善につなげる。

Ｃ

魅力あるコース作
り

Ｂ Ｂ
各実習を充実させ、チーム三潴の実現
を目指す

Ｂ

生徒確保

人間的魅力の向上

Ｂ Ｂより質の高い生徒の確保を行う

競技力向上 Ｂ Ｂ

・遠征試合、合宿等制限がかかった中での活動で思うように競技力の強化が
できなかった。その中でも各部活動が工夫を行い、福岡県高体連、県総体優
秀校の部（得点校上位校）６位に表彰を受けた。

・地域との連携を図る小学校での体力測定補助実習は、コロナウイルスの影
響で実施できなかった。アクシオン福岡においての体力測定実習は、宿泊を
伴わず日帰りで実施できた。二年生のウィンタースポーツ実習は、修学旅行
の変更に伴い五ヶ瀬アイランドスキー場で実施した。感染拡大対策を行い、
実施できたことは良かった。

・特色科選抜の志願者数が５２名ということで、一定レベルでの優秀な生徒
の確保ができた。各スポーツ教室での実施の成果が考えられる。学校全体、
スポーツ文化コースの発展向上を目指して、引き続き取り組んで行く。

Ｂ

・高体連表彰において福岡県で６位入賞
を果たしたことは、コロナ過においても
工夫を重ね頑張った結果であると思われ
る。来年、再来年は、さらに上位を目指
し、「スポーツの三潴」さらにＰＲして
いただきたい。

生徒の主体性を引き出す 体育科職員、クラス担任と連携を図る。スポ文集会を計画的に行う。

練習環境の充実 練習時間の確保。練習施設の充実。

Ａ

・２学年において４年制大学・看護系学校を志望する生徒について、朝課
外・休業中講座を継続的に受講させて実力を養成すると共に、２学期からは
受験科目や方法の調査を行わせた。しかし新型コロナウイルス感染の影響も
あり、外部活動への参加が難しかった。学年で活動を企画するなどして、生
徒の活動実績を作らせたい。

Ａ
・三潴高校から公務員に挑戦すること
は、簡単なことではないと思われるが、
挑戦する生徒から多くの内定者が出るこ
とを願っている。
・１学年の成績区分がＤ層の生徒につい
て減少したことは、指導を受けた生徒に
とってとても大切な時間になったと思わ
れる。

地域創造クラス Ａ Ａ

・１学年で公務員志望者説明会を行い、公務員を目指すことの意義や難しさ
等を生徒や保護者に伝えることで意識を高め、志望者を増やした。また、１
学年３学期から公務員課外を開始した。
・２学年では就職指導員による就職希望者への個別面談を行った。就職に対
する生徒の意識の現状把握と共に、就職指導の道筋や問題点が明らかになっ
た。公務員試験指導法がまだ広く共有されておらず、担当者が変更になった
際に対応が難しい。各教科との連携を図り、公務員専門学校の協力も得て、
指導体制を整えたい。また就職を第一志望とする生徒に対する指導の体系が
ないため、担任の力量次第となっている。朝や放課後の時間を活用すること

Ａ

・25％の生徒が職業人として学校を巣
立っていくため、職業人としての厳しい
心構えをもう少し強化した方がよいので
はないか。それこそが高校の特色にな
る。
・生徒一人一人の進路目標があり、目標
達成のための取組が必要である。一人一
人の目指す目標が異なるため、大変な面
もあるかと思うが、生徒の進路実現をお
願いしたい。
・若手教員研修、新人の時の学びこそが
大きな成長につながると思われるため、
機会があれば一度拝見したい。
・一般教養コースの生徒から４年制大学
や公務員試験合格者数の実績を紙媒体に
よるアピールだけでなく、常時保護者や
中学生の目にとどまる資料の提示があっ
た方がよい。

情報の共有の推進

進学実績向上に向けた対策の推進

就職指導

内定率100％の達成

Ｂ Ｂ Ｂ公務員指導の充実

インターンシップの充実

Ａ Ａ

進学指導

第一希望での進路実現を目指す指導体
制の確立

Ｂ

Ｂ

〇進学指導について
・進路希望に合わせた課外の実施と、定期的な面談や進路希望調査の実施、
総探の時間を進路別の活動に活用したことで、進路決定の一助となった。今
後本校生徒の現状の把握し、進路目標を職員全員が把握した上で授業改善を
行う必要がある。

〇就職指導について
・総探や夏季休暇中の対策講座を活用するとともに、外部講師による勉強会
を実施したことで、就職内定につながった。公務員課外や公務員希望保護者
説明会、課外授業等効果的な指導・支援を進めることができた。
　進学希望から急な就職希望への変更とその生徒に対しての面接指導が不十
分であったため、きめ細かな指導が必要である。

〇キャリア教育について
・スタディサポートや実力診断テストを振り返り説明会を実施するととも
に、Classiを有効に活用したことで生徒の学習に対する意欲の向上とD3の減
少につながった。ロードマップを作成したことで、1年間の方向性が統一でき
た。総探の年間のまとめを行い、クラス内や学年での発表会などアウトプッ
トの場面が必要である。

〇研修について
・職員研修は、本校の現状をふまえた内容を計画的に実施し、教育活動に効
果的に生かすことができた。また、研究授業・授業参観週間により授業改善

Ｂ

キャリア教育

キャリア教育の視点からの総学・総探
実施とPDCAの取り組みの推進

学習状況の把握と
指導

Ｂ Ｂ Ｂ

ＰＴＡ活動
同窓会活動
後援会活動

ＰＴＡ活動を活性化する。 Ａ Ａ Ａ

同窓会・後援会との連携を大切にす
る。

　・生徒一人一人の第一希望に応じた進路実現を可能にする学校を目指すため、学校全体で取り組む教職員の指導体制づくりの強化が必要である。
　・令和４年度から進める教育課程をとおして学校の特色の再構築を図るとともに、創立百周年に見合った進路実績等の成果を上げるべく学校活性化を推進していく必要がある。
　・ツイッターやフェイスブック等のＳＮＳを活用し、生徒と学校が一体となった広報活動をとおして、本校の魅力を広く地域に浸透させる粘り強い広報活動が必要である。
　・

生徒・教職員の安全確保、事故等の未然防止の観点から、防犯カメラの設置について検討を行う。

学習指導要領の改訂（令和４年度）に向けて教務課と連携し、教材等の計画的購入を行う。

学校施設等の改修や教材教具の充実に努める。

オンライン授業等に対応するため、継続してＩＣＴ機器等の整備を進める。

学校行事、地域行事に積極的に参加する。

スポーツ教室を充実させる。

中学生の大会視察や中学校訪問を計画的に行う。

Ｂ

地域との連携を図る
地域小学校（大善寺小学校・西牟田小学校）で体力測定実習の補助実習を実施する。地域
行事（城島まつり等）に積極的に参加する。

実習の充実と、魅力ある授業を展開する。

・１学年で模試結果がＤ層の生徒に対して、放課後教科指導を行った。結
果、模試におけるＤ層生徒の数が減少した。Classiを使用しての自学指導や
学習意欲喚起への取り組みが担任や教科担当によってばらつきがあり、活用
し切れていない部分がある。各学年担当者を決めるなど、利用指導の体制を

重点6競技の実績向上を図り「スポー
ツの三潴」を県内外にアピールする

全国大会３０名・九州大会６０名以上の出場を果たすとともに、チーム競技の実績向上を
図る。

週一回体育科会議を行い情報交換を行い、意見交換を行う。

福大・西南・看護系学校の研究
各校の受験科目や方法、難易度について整理し、進路目標到達につながる様々な道を教
師・生徒に提示し、進路実績向上に繋げる。

公務員・就職対策の充実
各教科と連携して一般教養を生徒に身に付けさせるとともに、朝課外・模試を活用し、進
路指導の充実に繋げる。

地域学習、高大連携事業の推進
地域学の授業内容・評価を検討する。また近隣地域の研究・大学での協働活動や協議を通
して生徒の知見を広げ、コミュニケーション能力を育成し、総合的な人間力の育成に繋げ
る。

若年教員研修の計画的な実施
若年教員1年目・2年目・3年目教員の各研修に対応した、必要な研修内容を検討し、分掌
との
連絡を綿密に行い、効果的な研修を実施する。

生徒の学力伸長・活動実績となる外部
活動の研究

生徒をの学力を模試結果等から把握し、教科と連携して学力の強化を図る。また生徒の進
路目標を踏まえ、進路選択に有利な諸活動や受験方法、進路先を提示する。

Ｄ３層の基礎学力の定着
学力到達度ゾーン（ＧＴＺ）Ｄ３層の生徒に対し、朝課外や放課後に対策講座を実施して
担任・各教科と連携して基礎学力の定着を図りつつ、学ぶ姿勢を養う。

キャリアパスポートを修正し活用する。

家庭や地域社会との連携を深め、「社会参加」の意識を念頭に置いた進路行事を推進る。

Ｃ
自己有用感の育成と生徒への「主観的
成長」への支援

Ｃ

Ａ

進学希望者にも広く参加を促し、事前指導と事後指導・報告会を実施する。

キャリア教育推進委員会を学期に1回実施し、改善・工夫をする。

学年や教科と協力して計画的に総探を実施し、PDCAサイクルを回す。
Ｃ

Ｂ

進路希望に合わせた課外の実施と朝学習、模試を進路指導に活用する。

スタディサプリ／スタディサポート/Ciassiの振り返り会・説明会を実施するとともに、
外部研修の内容を全体で共有する。

各コースと連携しながら、情報提供と久留米大学を中心に高大接続の事業を提案する。

教務・生徒・学年との連携を図り、定期的な面談や進路希望調査により早期に進路希望を
定めるとともに、目標に向かって努力させる。

総探や夏季休暇中の対策講座を活用するとともに、外部講師による勉強会を実施する。

地域創造コースと連携しながら、保護者説明会、課外授業等効果的な指導・支援を進め
る。

環境美化 生徒美化委員会の充実と活性化

環境美化週間の実施内容方法を見直し、環境美化に対する意識を高める。（学期に１回実
施） Ａ Ａ Ａ清掃時間に音楽を流す等、毎日１５分の清掃を確実に行う習慣をつけさせる工夫をする。

教育相談

課題を抱える生徒への早期対応
教育相談委員会を開催（毎月１回）し、課題を抱える生徒を把握し早期対応にあたる。

Ａ

Ａ Ａ
課題を抱える生徒や保護者を、専門医療機関、専門職（医療カウンセラーやSC）に適切につなぐ。

特別支援教育の充実

支援が必要な生徒を把握し、個別の支援計画・指導計画の作成と教育相談を行う。

Ａ

保健管理
安全管理

生徒保健委員会の充実と活性化

「保健だより」を定期的に発行し、配布の際には保健委員会から連絡を行う。

Ｂ

Ａ

○保健管理・安全管理
・保健室利用票、健康観察票の見直しを行い、教員間の情報共有の円滑化を
図った。また、保健委員の昼食時の放送、夏季研修会への参加等、委員会活
動を活発にすることができた。保健だよりの発行は滞りなかったが、クラス
配布の際に保健委員による説明を加える等の改善をしていきたい。

○教育相談
・教育相談委員会について、生徒の情報共有がしやすいよう事前に資料を作
成する等の改善を行った。次年度に向けて、教育相談委員会に早期に生徒の
状況報告・相談がなされるよう、担任等への働きかけをしていく必要があ
る。

〇環境美化
・美化委員会の活動を活発に保ち、掃除の時間の放送や環境美化週間の点検
実施等、計画通りに行うことができた。今後は、行事の精選の観点から、環
境美化週間の在り方や実施回数について検討せねばならない。

生活実態調査や意識調査などを行い、その結果を入れるなど「保健だより」の内容につい
て創意工夫し、健康面や安全面に関する関心や意識を高める。

校外研修に積極的に参加し、その内容を生徒総会等で発信する。

保健室利用の生徒への対応
健康管理について集会等で注意を促し、保健室での休息は１時間という原則を守るよう徹
底させる。保健室利用状況を担任、学年団に報告連絡する。

部活動の支援
計画的な活動と部活動生徒の支援体制
強化

集団としての基礎をしっかり作り、計画的で効率的な練習を行い、部活動として模範とな
る活動を実践する。

Ａ Ａ Ａ各部活動生徒が安心、安全に日々の練習が行える環境づくりをしていくための支援態勢づ
くりを推進する。

生徒の人間力を高めるための活動が目的であるため、協調性や相手を思いやる態度の育成
に努める。

交通マナー・モラ
ルの向上

交通安全並びに登下校中の事故防止に
対する意識の高揚と態度を向上させ
る。

交通安全教室、二輪車実技講習を開催することで、､生徒の交通安全に対する意識を喚起る。

Ｂ Ｂ ＢＰＴＡ生活委員会と連携し、登下校指導や校外補導を推進する。通学マナー、危険箇所の
情報を共有し、生徒の交通事故防止に努める。

安心、安全な環境
づくり

時間厳守と挨拶の励行で風通しの良い
人間関係作りを行う。

生徒自らが５分前行動の習慣化とワンストップ挨拶を励行することにより、自己責任感を
養い、相手を思いやる気持ちを育成する。

Ａ Ａ Ｂいじめや問題行動の未然防止・早期発
見に努め、的確な早期対応と組織的な
対応を行う。

教育相談等で気になる生徒の情報を共有し、全職員で組織的な対応を行う。

いじめアンケート、学校生活アンケートを実施し、生徒の状況把握を行うとともに、職員
の情報共有を図ることで的確な早期対応に繋げる。

Ａ

○生徒の人間力の育成
・生徒にの身なりについては、気候に合わせて自らで判断した制服を着こな
すことができた。各行事は、生徒会が中心となり各部署と連携を密にして主
体的に取り組むことができた。校則については、一部が現在の社会情勢に合
わなくなりつつあり、生徒や保護者の意見も参考にしながら、見直していく
必要がある。また、生徒指導に関する規定に関して職員間の認識に多少の違
いが見られたため、年度当初に文書での確認をする。
○安心・安全な環境づくり
・各行事においてほとんどの生徒が５分前を意識して行動することができ
た。また、いじめ早期発見・早期対応に向けた取組を職員全体で共有し、実
践することができた。一方で、日々の授業等では、年度後半から時間厳守の
意識が低下する面が見られた。挨拶の意識も個人差が顕著になってきている
ため、次年度は時間厳守や挨拶を徹底する週間を定期的に設ける。
○交通マナー・モラルの向上
・正門前での保護者の送迎については、文書配布を含めた注意喚起で道路に
横付けする車の数が大幅に減った。また、年度後半から自転車点検や学校外
での交通指導の回数を増やし、生徒の交通安全の意識向上につなげた。一方
で、年度途中から自転車で通学する生徒の自動車との接触事故が増えた。次
年度は早期に自転車の安全教室を実施し、生徒の交通安全・交通マナーの更
なる意識向上を図る。
加えて、自転車での登下校中にスマートフォンを使用したりイヤホンで音楽
等を聴いたりしている生徒が一定数いるため、次年度は学校外での交通指導
の回数を増やす。
○部活動の支援
・各部活動の長期計画の作成を徹底し、短期目標・長期目標を意識した活動
につなげた。また、部活動の際の自己目標を設定させ、その実現に向けた具
体的な取組を意識させることによって成果につなげた部員が増えた。その一
方で、部活動によっては協調性が十分には身についていなかったり、部室管
理がきちんとできていなかったりしたため、次年度は人間力向上のためのボ

Ａ

・「さわやかな挨拶」「心を込めた清
掃」といった取組に興味・関心を持っ
た。
・行内でのスマホ禁止を打ち出してはど
うか。
・「その場でその時指導する」素晴らし
い子田だと感じた。生徒の身なりで学校
の雰囲気が変わるため、先生方が共通認
識を持ち今後も対応を継続していただき
たい。
・いじめ早期発見・早期対応の対策に
よってはいじめを受ける生徒の学校生活
が変わるため、「いじめゼロ」を目指し
今後も生活指導をお願いしたい。
・登校時間や下校時間は、込み合うこと
があるため、接触事故が大事に至らな
かったことを幸いとし、生徒の意識向上
のためにも定期的な交通指導をお願いし
たい。

全員で協力しチーム三潴として主体的
に生徒会行事に取り組む。

｢地域の中の学校｣として各学期の地域ボランティア活動や地域行事(城島まつり､酒蔵開き
等)に積極的に参加し､地域貢献を果たす。

Ｂ
生徒会･各種委員会生徒を主体的に活動させ､魅力ある学校行事(地域中学生が参加する行
事含む)を推進する｡

Ａ

職員研修や拡大学年会、授業担当者会等で支援が必要な生徒の情報を提供することで、全
職員が共通認識を持って適切な指導が行えるようにする。

訪問先の中学校出身生徒の情報を具体的に伝え、本校のきめ細やかな指導を中学校側に理
解してもらう。

中学生に三潴高校の良さを知ってもら
う。

進路相談事業や中学生体験入学で本校生徒の活躍の場と中学生とのふれあいの場を工夫する。
Ａ

本校の学校行事に中学生を招待し、本校の魅力を中学生が体感する場を作る。

生徒の人間力の育
成

端正な制服の着こなしや落ち着いた身
なりを自ら整えることができる。

生徒の身なりについては、全職員で「その場でその時指導する」の共通理解のもと指導の
徹底を図る。

部活動の活躍などの不定期なトピックスを伝える三潴速報を、各部・各行事で担当の生徒
を決め、タイムリーに掲載する。

ホームページをより充実させる。同窓会の協力を得て、広報誌の配布や掲示する場を広げ
三潴高校の情報を発信する。

中学校対策の強化

中学校との信頼関係の構築をめざし
た、中学校訪問を実施する。

中学校担当者による各学期に１回程度の訪問を実施し、学校全体・職員一丸となって広報
活動を展開する。

Ａ

Ａ Ａ

スポーツ文化コースの特徴とともに、普通科一般教養コースの魅力と特徴が伝わる学校案
内を作成する。

毎月本校の教育活動が具体的に伝わる三潴ニュースを、定期的に作成する。

広報活動の活性化
三潴高校の魅力と特徴が伝えられるよ
う、学校行事や部活動の様子を生徒と
協力してホームページに掲載する。

Ａ

魅力ある活動内容を計画し、PTA活動へ多くの参加者を募りたい。また、本校の魅力を保
護者からも広めてもらう関係作りを目指し、活性化を促す。

同窓会各支部会議および後援会指針の資料提示を念頭に置き、校内外での活動を効果的に
紹介できるよう整理し支援につなげる。

100周年行事の準備を行う。 創立100周年（2023）に向けた、資料の整理・保管に努める。

Ａ
・新型コロナウイルスの影響で、授業の
仕方も大きく変わり、新たな試みも増え
る一方、様々な問題が生じてくると思わ
れる。一つ一つ生徒育成のためにも問題
を解決しながら授業内容のスキルアップ
につなげていただきたい。
・公務員希望者向けの地域創造クラス、
三潴高校から公務員への合格率が上がる
と生徒数の向上にもつながると思われ
る。今後の結果に期待したい。
・足を使って何度も訪問することが、生
徒数向上につながると思われる。三潴高
校のＰＲを今後も継続して行っていただ
きたい。
・今回、佐賀県からの受験者はどうだっ
たのだろうか。新たなエリアへの広報に
も積極的見取り組んでいただきたい。
・資料からも部活動等、様々な実績を上
げているためさらなるアピールが必要で
ある。
ＨＰの充実はもちろん、中学校へのチラ
シ、街頭や学校校舎壁面、道路際の看板
設置等充実の必要がある。
・三潴高校の立地から考えて、中町交差
点掲示スペースをもっと有効活用できな
いか。
・「三潴高校出前講座」といったパンフ
レットを作成し、周辺小中学校へ高校生
を派遣する取り組みを実施してはどう
か。
・城島町内だけでなく取り込みたい地域
（佐賀・三潴・大木方面）にも三潴高校
の実績をアピールする掲示物があっても
いいのではないか。

主体的・対話的で深い学びになるよう、授業の中で考え、疑問に思うことを他者と共有す
ることにより、積極的なコミュニケーションをとりながら自らの知識を更に高める授業の
実践を図る。

効果の上がる学習指導と落ち着いた環
境での授業実践

生徒自らが課題を発見し、その課題を達成するためのプロセスを教師が導き、その実践に
全力を注ぐ授業形態の確立。

生徒の授業評価を活用しながら、５０分の授業に耐えうるわかる授業の研究を推進し、欠
点者ゼロの実現を目指す。

ＩＣＴ等の新しい指導
法の研究と新たな成績
処理システムの効果的
活用

アクティブ・ラーニングを活用した授
業方法の研究

wifi環境を利用しＩＣＴ機器を使って積極的に知識の習得をする実践的な態度を身につけさせる。

Ａ Ａ

○新型コロナウイルス感染症拡大に伴うオンライン授業について
・classiとスタディサプリを導入し、オンライン授業に対応した新しい形の
授業形態の構築ができた。また、chromebookの導入に伴い、段階的、数量に
制限はあるが、ハイブリッド授業にも対応できる形作りができた。その反
面、classiでは動画配信の際、ハード面や通信面での制約（Wi-Fi環境など）
があるため、その活用に対する対策の必要性がある。
・classiやスタディサプリ、chromebookを使ったハイブリッド授業では、生
徒の表情や理解度がオンライン授業では見づらい、または確認しづらいとい
う問題点がある。

○新学習指導要領の導入に向けた準備
・創立１００周年を間近に控え、地元で活躍する人材の育成を目指した教育
の実践を行っている。また、現在の生徒の進路志望の実態などを踏まえ、３
年間を見通し、地元の私立大学、看護系大学等への受検を目標としたカリ
キュラムの構築ができた。
・現在、２年生および３年生の４組を地域創造クラスと位置づけ、就職・公
務員等への進路希望生徒を集め、本校独自の学校設定科目を設定し授業を
行っているが、就職・公務員希望者の合格内定率を今後いかに上げていくか
がこれからの課題の一つである。
・新学習指導要領の年次進行を踏まえ、令和４年度より各年度ごとの検証を
図り、修正や変更を加えていく必要がある。

○広報活動の活性化
・活性化事業に伴う予算配当により、人員の配置ができたことで、充実した
ポスターや広報誌の作成を行うことができた。
・中高の連携をより緊密にするために、中学校ごとに担当職員を割り当て、
複数回の中学校訪問を行った。その中で、本校の行事や部活動の実績・様
子、各種検定試験の合格者など、本校生徒のいきいきとした活躍を各中学校
の在校生・職員にアピールし、本校の良さを伝えてきた。
・令和４年度より佐賀県全域から一般教養コースの受検が可能となり、佐賀
県の中学校にも積極的に受検を呼びかけた。今後、学区内および佐賀県から
の受検者数の変化に注視していきたい。
・中学生の生徒、保護者および教職員に対し、今後ネット配信をより活用
し、スポーツ文化コースのみならず一般教養コースの魅力をいかに引き出
し、対外的にアピールできるかが課題である。その一手段として、ZOOMを利
用した配信を積極的に取り入れていく予定である。

広報委員との連携を深め、ＰＴＡ活動や学校の教育活動が見えるＰＴＡ新聞の作成を目指
す。

Ａ

・新型コロナウイルスの影響で地域との
交流も減り、在校生は少し寂しい学校生
活だったかもしれないが、また違った経
験ができた学校生活でもあったのではな
いか。
・地域行事再開の際は、依然同様積極的
に参加していただきたい。

３年間を見通した教育活動（ロードマップ）を推進し、大学や地元企業との連携をとおし
たカリキュラムの工夫をとおして、地域社会に貢献する人材育成を目指す。

「スポーツの三潴」を中心にした魅力
ある学校づくりと活性化の推進

スポーツ教室等、地域との交流を深めることをとおして、する・観る・支える・知る・極
める生徒の育成を図り、「スポーツの三潴」の充実・発展を推進する。 Ａ

共生社会を視野に入れた実習等魅力あるカリキュラムの工夫と実践をとおして、生徒の学力向上と進路実現を図る。

特色ある学校
づくり

地域に根ざした学校づくりの推進

地元中学生や地域の方々に参加していただき、生徒がグループごとに作成した「学校（地
域）紹介プログラム」を発表する。それをもとにワークショップを行い、地域に根ざす学
校の在り方を模索するとともに情報発信の強化に努める。 Ａ

Ａ

・今年度は、昨年度の課題であった新型コロナウイルス感染症の影響が継続
することを想定した新たな地域との連携事業の機会として、久留米市城島支
所と連携を図った。地域に根ざした人材育成のため「花と緑の里づくり」事
業への共同参画によりSDGsを取り入れた教育活動をとおして、地域の抱える
課題の発見と解決に向けた取組を地域と協同しながら改善を目指していく。
地域の抱える課題の共有と解決に向け地域・行政・学校の三者それぞれの強
みを生かした計画を作成及び実行が必要である。
・また、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を多大に受け、
様々な学校行事、コース行事等が実施することができない状況であった。特
に、地域行事等への参加やボランティア活動等は、参加する機会がなく、在
校生の中に地域行事を経験した者がいない状況になってしまった。地域行事

具 体 的 目 標 具　　体　　的　　方　　策 評　価　（３月） 次 年 度 の 主 な 課 題

６　自他の人間性を認めることによるいじめの撲滅
　

・心を育む道徳教育の充実により、人としての使命感、責任感を持つ生徒の育成に努める。
・SC,SSW,PTA等との情報共有を図り、いじめや不登校の防止に努める。

７　高大接続の積極的な推進
　

・青年年齢の引き下げに伴う状況変化を踏まえつつ、学校におけるキャリア教育を推進する。
・青年年齢引下げを見据えた情報提供を適宜行い、発達段階に応じた消費者教育の充実に努める。

８　成年年齢の引き下げに伴う教育の充実

３　自律心を備えた心豊かな人間の育成
　

・「時間の厳守」「さわやかな挨拶」「心を込めた清掃」を徹底することにより、規範意識・自尊感情を醸成する。
・自分で考え行動する力を付けることで、当たり前のことが当たり前にできる生徒の育成を図る。
・常に率先垂範に努め、生徒の自主性が育まれるような生徒指導を目指す。

４　地域に開かれた学校づくりの推進 ・HPの更新、定期中学校訪問等戦略的広報活動に取り組み、学校全体で生徒募集に努める。との交流を活発化させる。
・地域行事等にボランティアとして参加するとともに、地域参加型の学校行事を企画し、地域に開かれた学校づくりに努
める。

５　「スポーツの三潴」の充実・発展 ・スポーツ文化コースの特色を活かし部活動の競技力向上及び、学校全体の活性化と充実振興に努める。
・健康教育と安全教育を推進する。

「三潴高校ブランド」の実現に向けて邁進する

１　わかる授業による学力向上
・生徒の実態把握に努め、能力に応じた教育を効果的に提供する。
・AL・ICT教育の効果的な活用により、授業の改善・充実に努め教科指導力の向上を図る。
・スタディサプリ等を活用したアダプティブラーニングの推進

２　進路実現に向けたキャリア教育の充実
　

・３年間を見通した教育活動ロードマップを活用した、計画的なキャリア教育の推進
・生徒一人一人のニーズを共有する場を設定し、第一希望の進路実現に向けた体制の整備

学校運営方針

校訓を踏まえ、本校の課題を常に念頭に置いて、規律正しい豊かな人間性を持ち、主体的に学ぶ意欲と自らの未来を切り開く志を持った生徒を育成する。また、本年度のコンセプト「やっ
てやろう！　『チーム三潴２０２１』」のもと、グローバル化した社会の一線で何事にも怯まず、逞しく活躍する生徒の育成に努める。

Ａ Ａ

教育目標を達成するために、次のような「目指す　学校像・生徒像・教師像」に従い、確かな学力・豊かな心・健やかな体をはじめとした、社会を生き抜く力の育成を図るとともに、地域
に根ざした存在感のある学校づくりに努める。
（１）目指す学校像
　　ア　全職員が同一目標に向かって何事にも全力で取り組む意欲と活気に満ちた学校
　　イ　生徒と教員が共に学び、能力に応じた教育を効果的に提供する学校
　　ウ　規律正しい学校生活を送り、地域や同窓生から愛され信頼される学校
（２）目指す生徒像
　　ア　互いに認め合い、高め合うことができる、豊かな心を身に付けた生徒
　　イ　スポーツと文化芸術をとおして、知徳体ともにバランスの取れた生徒
　　ウ　自分の能力を信じ、努力することを最後まで諦めない生徒
（３）目指す教師像
  　ア  教育活動全般にわたり利他の心を持って接する教師
  　イ  実践的指導力の向上を目指し、常に自己研鑽に努める教師
  　ウ　常に率先垂範に努め、生徒の自主性が育まれるような人間味豊かな教師

　

　

　　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

昨年度の成果と課題 年　度　重　点　目　標 具　 体　 的　 目　 標
【成果】
　新型コロナウイルス感染症の影響
により、様々な教育活動が制限され
た。生徒と教職員が一体となり、感
染症予防に努め、進路実現へ向けた
充実した取り組みを行い、素晴らし
い実績を残した。部活動や生徒会活
動などでも、生徒が主体的に活動を
行い、その成果は素晴らしいもので
あった。

【課題】
　全職員が同一目標に向かって、生
徒の能力に応じた教育を効果的に提
供することが必要である。そのため
に、3年間を見通したロードマップ
を有効に活用することで、本校の課
題である生徒募集に繋げたい。

様式３

令和３年度　　学校評価書　　　（計画段階・実施段階）

福岡県立三潴高等学校
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