
(別紙様式２－２）

学校教育目標

「明るく、強く、心温かく」の校訓のもと、「知・徳・
体」のバランスが取れた豊かな心を持つ生徒を
育成し、地域に信頼される学校を目指す。

①　分かりやすい授業の工夫や家庭学習の充
実等による学力の向上

（１）授業の充実
　・発問を重視した授業の研究
　・１時間完結型授業の徹底
　・互見授業の完全実施

◆生徒アンケートの授業評価３以上が８０％以上
◇指導主事を招聘した研究授業を各教科で実施
◇互見授業を年間２回実施

○教務主任
各教科主任
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○発問を重視の授業、１時間完結の授業研究
　 全職員で実施した
○学校評価（生徒アンケート）
　　授業評価３以上が平成２４年度後期は８３．９％
　　授業評価平均点も、昨年度比、今年度前後期比で
　　いずれも向上
○職員の授業改善
　　生徒評価で「わかりやすい授業の工夫をしている」の評価
　　３以上の割合が上昇（前期８１．1％から後期８３．９％）
　　生徒の授業アンケートでも「説明がわかりやすく理解しやす
　　い」の問に対する評価４の割合が改善し生徒の理解力も
　　向上が見られる　（前期３９．９％、後期５２．５％）
　
　学校評価（生徒）　　　　　　　　H24　　　　　　 　 [H23]
　　授業評価３以上の割合　　　　８３．９％　　　[ ８１．１％ ]
 　 授業評価平均点　　　　　　　　３．１     　　　[ ２．８ ]
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　H24後期評価　【H24前期評価】
 　 授業評価平均点　　　　　　　　３．１　　　　　　【 ２．９ 】
　生徒授業アンケート  　　　　  H24後期割合  【H24前期割合】
　　先生の授業説明の評価３以上　８９．０％ 　 　【 ７４．９％ 】
    理解力の評価３以上　　　　　　　７０．１％　　　【６１．０％】
○研究授業　全教科で実施
○互見授業　年間１回全員実施
●授業の充実への取り組みは始まったばかりで、生徒の活動
をいかに引き出すか、またそのための発問研究や基礎力の定
着を図る工夫等更なる改善の余地あり

○授業改善へ向けて学校全体が組織的
に取り組んでいる様子が、生徒授業アン
ケート等からもよく分かる。
○互見授業は是非継続して下さい。

○授業改善、わかりやすい授業、力のつ
く授業の取組みは、発問を重視した授業
の研究と一時間完結型授業の徹底を
テーマに取り組み、一定の成果が表れ
た。また、生徒の評価においても表出し
た。
○始業チャイムの厳守について、教員、
生徒いずれも概ね予鈴と同時に次時の
授業の準備に取りかかるようになり、始業
とともに授業が開始できた。
◇次年度の方策は、発問を重視した授業
の研究、１時間完結型授業の徹底、互見
授業の更なる充実をはかる。今年度は個
人単位で始まった授業の充実を、次年度
は教科・学年単位で共有してその深化を
図る。

①　分かりやすい授業の工夫や家庭学習の充
実等による学力の向上

（２）教師の教科指導力の向上と生徒学力の向上
　・他校先進授業の視察
　・大学入試問題及び外部模試問題の分析・研究
　・生徒による授業評価の実施
　・県外調査の実施
　・各学年到達目標の設定
　・生徒の実態に即した課題の作成
　・上位者指導の充実

◆生徒アンケートの授業評価３以上が８０％以上
◆進研模試での各学年到達目標の達成
◇他校先進授業視察（全員最低１回）
◇九州の国公立大学二次試験（九州大学を除く）及び
　　センター試験と進研模試問題を過去３年分解き
　　整理と分析
◇生徒による授業評価の実施
◇県外で実績を挙げている学校を視察・調査し、
　　教科会議・職員会議で環流報告
◇グレード別課題の作成
◇上位者層への添削の実施
（参考）
学年到達目標（類型）1,2年11月進研模試、
                           3年9月進研マーク模試
3年・・・B１ゾーン以上5名、B2ゾーン以上25名(5教科)
2年・・・B1ゾーン以上30名、B2ゾーン以上75名(3教科)
1年・・・B1ゾーン以上20名、B2ゾーン以上60名(3教科)

○教務主任
キャリア教
育主任
各学年主任
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○教師の教科指導力向上
　　英語科が研究会を２回（７月・１１月）実施
●先進授業の観察　半分の教科しか実施できず
●センター試験・二次試験・進研模試分析
　　個人レベルではある程度整理・分析はできているが、
　　教科ごとに時間設定をしての実施はできず
○グレード別課題
　　英数において実施

《学年到達目標》
　3年3年9月進研マーク　　　  Ｂ1ｿﾞｰﾝ5名　　Ｂ2ｿﾞｰﾝ以上7名
　2年（3教科）11月進研模試　Ｂ1ｿﾞｰﾝ12名  Ｂ2ｿﾞｰﾝ以上24名
　1年（3教科）11月進研模試　Ｂ1ｿﾞｰﾝ6名　　Ｂ2ｿﾞｰﾝ以上29名

○教科指導力向上のため、研究授業や
研修会の企画がうまく運用されていると
思います、是非今後も継続してほしい。
●１年次秋から２年次秋にかけての成績
下降傾向については、更なる対策が必要
である。

○教科指導力の向上は、入試問題の分
析結果を授業の中に反映させることが、
まだまだ不十分である。また、先進授業
の観察についても、個人の理解から、全
体の共有化が課題である。
◇次年度の取り組みとしては、先進授業
の観察と互見授業の１００％実施に加え
て、教科内での研修にまで発展させる。
◇Ｂ１ゾーン累積生徒数は、１年次７月進
研模試の結果（数値）の確保・回復を目指
す。

学校運営計画 自己評価結果

学校関係者評価 分析・考察及び今後の方策
重点目標 具体的方策

◆成果指標
◇取組指標

評価領域
評
価

○成果　　●課題

①　学力の向上と進路希望の達成
②　豊かな人間性の育成
③　地域に信頼される学校づくり

①　分かりやすい授業の工夫や家庭学習の充実等による学力の向上
②　基本的生活習慣の定着と学校行事・部活動等を通した豊かな人間性
の育成
③　「３つの向上」を柱とするキャリア教育の充実
④　中高連携の推進と情報発信の充実

○分かりやすい授業の充実を目指して、「発問重視の授業」・「１時間完結型授業の
研究」や職員間の互見授業などに取り組むことができた、その評価については、職
員・生徒ともに評価は向上したが更なる創意工夫による充実が必要である
○基本的生活習慣の定着を目指し、生徒指導部による重点目標を設定し、保護者と
連携した登校指導によるあいさつ指導・昇降口指導、頭髪服装検査等に取り組むこ
とができた
○キャリア教育を「３つの向上」による方向性が明確化され、さら３年間を見通したシ
ラバスの作成ができた
○学校行事・部活動の活性化を通じて、豊かな人間性の育成に努めた
○中学校・保護者との連携は、学校からの情報発信の頻度を高めることで推進でき
た
●家庭学習の習慣化については職員・生徒ともに不十分との評価であり、学習サイ
クルの確立のための具体的取り組みが課題である
●進路希望達成のため、基礎学力の定着を更に徹底することが必要である

平成２４年度学校評価結果
学校名　別府青山高等学校

中期目標 重点目標 ○成果　　●課題



学校運営計画 自己評価結果

学校関係者評価 分析・考察及び今後の方策
重点目標 具体的方策

◆成果指標
◇取組指標

評価領域
評
価

○成果　　●課題

①　分かりやすい授業の工夫や家庭学習の充
実等による学力の向上

（３）学習習慣の確立
　・全学年での学習オリエンテーションの実施
　・クラス担任面接の充実
　・教科面接の実施
　・家庭学習時間調査の実施
　・保護者の啓発

◆家庭学習時間２時間以上の生徒の割合７０％以上
◇全学年とも４月中に学習オリエンテーションを実施
◇クラス面接については、１年は２人の担任、
　　２・３年は担任が年３回以上実施
◇教科面接については、成績不振者に対しては長期
　　休業中に実施。成績上位者に対しては、１・２年は
　　１１月模試後実施、３年は適宜実施
◇家庭学習時間調査を学期に２回（年４回）実施
◇PTAでの協力依頼、進路講演会・大学訪問の実施
　参加依頼

○教務主任
各学年主任
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○学習オリエンテーション、クラス担任による定期的面談
　　４月中に実施
　　教科担当者による面談の新設（長期休業前）
○個別添削指導　計画的に実施
○ＰＴＡ主催で進路講演会を開催(11/20:参加者80名)
●家庭学習
　　平素からの指導に取組んで学習習慣の定着を
　　図ってきたが、まだまだ不十分
　　生徒のアンケートで肯定的回答（３以上）の割合
　　　　　　　　　　　　《H24前期》　　　《H24後期》
　　予習の取組　  　３６．７％　　      ２５．０％
　　復習の取組　　  ４０．７％　　      ３７．１％
　　宿題の取組　  　６４．７％　　      ６３．４％
●家庭学習時間調査
　　実施できたが、定期的な実施が必要

●家庭学習の定着は困難な面が多い
が、基礎学力の向上には不可欠なもので
あり、是非とも次年度の重点課題としてほ
しい。

○家庭学習の習慣化が定着せず、学習
時間の確保ができない中での進路実現
は厳しいものがある。探究学習で見いだ
した目的意識を、家庭学習や基礎学力の
定着と結びつける意識改革の指導が必
要である。
◇授業の充実を図ることで、学習サイク
ルの（予習、授業、復習）確立を促す。
◇土曜講座については、計画的運用を勧
め、更なる充実を図る。
◇青高テストの導入で定期考査の回数を
増やし、基礎学力の定着を目指す。
◇月曜の青高タイム（放課後の学習指
導）を実施し、相乗的に家庭学習時間の
確保の指導に努める。

②　基本的生活習慣の定着と学校行事・部活動
等を通した豊かな人間性の育成

（１）規範意識の確立
　・身だしなみ指導の充実
　・あいさつ指導の充実
　・清掃指導の充実
　・自転車マナーの充実
　・時間厳守（４５分授業）の徹底

◆生徒アンケートの身だしなみ評価３以上が８０％以上
◇頭髪・服装検査の徹底（毎月）
◇身だしなみセミナー・マナーセミナーの実施
◇登校時のあいさつ指導の実施（毎日）
◇生徒会と連動したあいさつ運動の展開
◇清掃道具の点検及び清掃方法の具体的指導
◇自転車通学生集会の実施
◇部活動生集会、部活動生清掃活動の実施
◇予鈴で入室、本鈴で授業開始の徹底

○生徒指導
主任
各学年主任
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○学校評価の生徒アンケート
　　昨年度調査と比べると評価点は向上
　　　（昨年度後期：２．８→今年度後期：３．０）
　　評価３以上が８０％の目標をわずかに下回った
　　　（前期：７９．５％　後期：７９．２％）
○頭髪・服装検査
　　毎月全校集会時に実施
　　実施方法　月ごとに生徒指導部・指導部以外の教員による
　　　　　　　　　検査の実施。
　　指導効果　回を追う毎に指導を受ける生徒は減少
　　　　　　　　　　（１年生：４月６２人→１２月６人）
○身だしなみセミナー　全校生徒対象に外部講師で実施
○登校時のあいさつ指導
　　正門・昇降口で各学年の協力で実施
○生徒会と連動したあいさつ運動の展開　毎月１回実施
○部活動生集会、部活動生清掃活動　毎月第１回実施
○予鈴で入室、本鈴で授業開始の徹底
　　前期は徹底が不十分で、生徒指導部後期重点項目
　　に明記し全職員で取り組み改善傾向
　　生徒授業アンケート　　　　　　　　《H24前期》　　《H24後期》
　　予鈴での授業準備評価４の割合　　４５．５％　　　　５８．８％

○生徒の身だしなみはかなり改善され、
清々しいあいさつもとても好感が持てま
す。今後も粘り強く指導をお願いしたい。

○学校運営計画を遂行中に生じた課題
解決に向けて、『重点目標』として提案し
全職員が取り組むことができた。その結
果が、職員・生徒の評価アンケートに表
出した。
◇次年度は、生徒自身が自己管理として
生活習慣や身だしなみに気を配ることが
できる段階を目指して、挨拶の励行・身だ
しなみの整備の意義を周知するとともに、
全職員共通理解のもとで徹底した指導を
実施する。
◇部活動清掃では、活動エリアを校外ま
で広げることで、ボランティア意識の更な
る育成に努める。

②　基本的生活習慣の定着と学校行事・部活動
等を通した豊かな人間性の育成

（２）明るさ、強さ、心温かさの育成
　・健康・安全指導及び環境の整備
　・人権を尊重する態度の育成
　・自主性と思いやりの心を育てる学校行事の推進
　・保護者との連携の強化

◆学習環境の評価は３以上が８０％以上
◇教室内掲示物の整理
◇ロッカー、昇降口の整理
◇昼食ホールの整備
◇保健だよりを月１回発行

○生徒指導
主任
総務主任
各学年主任
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●校内美化を含めた学習環境整備
　　生徒指導部重点目標として、前期は清掃の徹底、
　　後期は机周辺の整備を掲げて指導をおこなったが、
　　学校評価での生徒回答は前後期を通じて目標値に
　　もう一歩
　　評価３の割合 《前期》６９．０％、《後期》７２．０％
○昼食ホールの整備　実施
○保健便り
　　月１回発行
　　保健委員の生徒の活動も活発に行われた
　　　（ＡＩＤＳポスター掲示、手洗いうがい徹底呼びかけ）

○学校における課題を年度途中で見いだ
し、重点項目としてすぐに取り組む姿勢
は、高く評価できます。

○今年度は、清掃区域を担当者指導のも
とでの清掃に全職員で取り組んできた。
また、教室環境の整備についても、重点
項目として指導の特化を図ってきた。その
結果かなりの改善がなったがまだまだ不
十分である。
◇次年度は更なる指導の充実を図る。

②　基本的生活習慣の定着と学校行事・部活動
等を通した豊かな人間性の育成

（３）学習と部活動の両立 ◆部活動加入率７５％以上(5/10現在)
◇部活動成績の積極的掲示
◇全校集会での表彰伝達
◇クラス担任と部活動顧問との情報交換会の開催
◇考査期間中の練習時間厳守及び下校時間の徹底
◇部活動紹介の工夫

○生徒指導
主任
各学年主任
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○部活動加入率
　　体験入部を導入で加入率８1.4％達成
○全校集会　表彰伝達の実施
●クラス担任との部活動顧問との情報交換会
　　開催はできず
○考査期間中の練習時間
　　各顧問の協力により徹底できた
○部活動紹介
　　入学当初オリエンテーション、歓迎遠足の際に実施
○部活動と学習の充実が可能な環境整備
　　学校評価の生徒回答で評価３以上が、８０％超

○部活動の活躍は、素晴らしいものがあ
りました。今後も期待します。

○部活動の加入率の向上とともに、活性
化に取り組みその成果を上げることがで
きた。
また、部活動と学習の両立のため、練習
時間自主規制についても顧問の協力を
得ることができたことは評価できる。
◇部活動生を中とした、生徒の学習時間
の確保に引き続き取り組む。

③「３つの向上」を柱とするキャリア教育の充実 （１）総合的な学習の時間を活用した「目的意識の
向上」

◆生徒アンケートの進路指導取組評価３以上が８０％以
上
◆進路講演会の満足度８０％以上
◇先生の一講座の実施（１年）
◇探究学習の充実（２年）
◇宿泊学習合宿の実施（３年）
◇進路講演会の実施
◇大学訪問の実施

○キャリア
教育主任
各学年主任
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○学校評価の生徒回答
　　評価３以上は１年79.9%、２年78.5%、３年78.3%、
　　全体で78.9%と目標の80％にはわずかに及ばす
〇先生の一講座（１年）　予定通り実施
○探究学習（２年）　　　　今年も充実した取り組みができた
○宿泊学習合宿（３年）　７月３１日から８月２日実施（湯布院）
○進路講演会
　　１年（生徒・保護者）対象に７月の学年ＰＴＡで実施
　　１１月に保護者対象の進路講演会も実施
○大学訪問は次のように実施できた。
　　８月大分大学オープンキャンパス（２年）
　１０月探究学習の一環　大分大学・別府大学・ＡＰU訪問
　　　　　（平松学園・別府中央看護学校）訪問
　１１月高大連携事業　大分大学訪問（理系）
　１２月高大連携事業　大分大学訪問（文系）
　　７月大学訪問（熊本県立大学・熊本保健科学大学）PTA対象

○キャリア教育のシラバスは素晴らしい。
必要と思える項目が過不足なく、タイミン
グよく配置さており、生徒にとってのフ
レーム作りに役立つものと思います。今
後は実施・検証・改善を行ってください。
○昨年度の「３つの向上」の提案が、具体
的に動き出し、じっくりと浸透して行ってる
ことが理解できます。
○朝読書・ショートスピーチから探究学習
への連動するキャリア教育のシステム
は、青山高校としての文化として伝統にし
てほしい。

○『３つの向上』の取り組みを、キャリア教
育シラバスで整理することで、職員の共
通理解が深化できた。
◇次年度は、３年間を見通したキャリア教
育の推進と、生徒の進路希望の実現を目
指して、更なる有効な取り組みに努める。



学校運営計画 自己評価結果

学校関係者評価 分析・考察及び今後の方策
重点目標 具体的方策

◆成果指標
◇取組指標

評価領域
評
価

○成果　　●課題

③「３つの向上」を柱とするキャリア教育の充実 （２）単位制の特色を生かした「学習意欲の向上」 ◆英検２級１０人以上、準２級５０人以上の合格
◆英検２級資格を用いた大学の推薦・AO入試受験者の
　拡大（推薦・AO入試合格者１５名以上）
◇英検の全員受験（１年・２年）
◇進路を踏まえた自由選択科目の履修
◇３年次５クラス編成の実施
◇土曜講座の充実

○キャリア
教育主任
英語科主任
各学年主任 3

○英検の全員受験（１・２年）を第２回にて実施
　　２級１０名、準２級６３名を達成
○国公立大学入試で、推薦合格１５名を達成
○土曜講座
　　基本的に１・２年生は全員、３年生は国立系対象で実施
　　後半やや出席率が低下したが、ほぼ予定通り実施

○英検の取り組みについて、計画書を作
成したことで、職員に共有感が生まれたと
思います。

○英検指導計画の作成により、全体像の
共通理解が進み、指導の徹底が図られ
た。その結果準２級の合格者数が増加し
た。
◇次年度は、更なるきめ細かい指導と基
礎力の向上に努め、２級合格者数を増や
す。

③「３つの向上」を柱とするキャリア教育の充実 （３）読む・書く・話すを中心とした「人間性の向上」 ◆生徒アンケートの読書評価３以上が９０％以上
◇朝読書の充実（一斉読書・読み聞かせ等）
◇国語科を中心とした各教科と図書館の連携強化
◇３年間を見通した小論文模試の実施
◇小論文指導の徹底（一人を最低２名）
◇ショートスピーチの計画的な実施

○キャリア
教育主任
総務主任
国語科主任
各学年主任

3

○生徒アンケート
　　読書評価３以上は８６．６％で、目標の９０％にあと一息
○読書活動
　　一斉朝読書を５回、MeetTheLibraryを年間４回、
　　読み聞かせ、読書会も全て実施
○図書館と各教科との連携
　　家庭科との連携で読み聞かせ、情報科との連携で
　　情報管理の学習を実施
○小論文模試　４月に年間計画を提示し次のように実施
　　１・２年生－８月・１０月・１２月　　３年生－６月・８月
　　　　（それぞれ最終回は研修会を受けたリライト）
○小論文研修会を実施
　　６月に３年生・職員対象　１２月に１・２年生対象
○今年度より「ショート・スピーチ」に変更し実施
　　１年生は５月・７月、２年生は７月

○朝読書も開始当初から進化し続け、密
度の濃いものになっていることが理解で
きます。

○図書館活用の取り組みが、整理されて
キャリア教育との連携や教科との連携な
ど有機的機能を発揮しだした。その結
果、生徒貸出数の増加などの結果を生ん
だものと推測できる。
◇次年度も、更なる精度の高いものを求
め、外部施設との連携強化等に取り組
み、図書館活用の推進に努める。

④　中高連携の推進と情報発信の充実 （１）中高連携の推進
　・中高連絡会の充実
　・オープンキャンパスの内容の充実
　・高校説明会の工夫
　・定期的な中学校訪問の実施
　・中学生向け「清流」速報版の発行
　・中高連携英語研究授業の実施

◆高校入試での志願者数の増加
◆オープンキャンパス参加者数の増加
◇中高連絡会年２回（６月と１１月）の内容の精選
◇オープンキャンパスの積極的な広報と内容の工夫
◇教頭・分掌主任での説明内容の精査
◇中学校訪問の毎月実施（校長・教頭・分掌主任）
◇「青流」速報版を月２回以上発行
   （各中学３年生のHRに掲示依頼）

○総務主任
教務主任
英語科主任

4

○高校入試における志願者　募集定員を上回る
○中高連絡会を年間２回（６月と１１月）実施
　　参加中学校　昨年より増加
　　内容面　追加と精選により内容の充実に努めた
　　　　　　　（一年次生による出身中学校へのメッセージ添付）
○中学校訪問、中学校での高校説明会
　　管理職を中心に積極的に開催
○オープンキャンパス
　　参加者数　４４名増加（昨年度３１４名　今年度３５８名）
　　広報　生徒画によるポスター作成、ＨＰ掲載、中学校訪問
　　　　　　などが効果を発揮
　　内容　授業の充実等により実施アンケート全ての項目で
　　　　　　９０％前後が肯定的評価
○中学校訪問、「青流」速報版の発行　予定通り２４号発行

○今後も中学校・保護者との連携強化を
お願いしたい。
○ポスター製作などへ生徒が参加する姿
は、好感が持てます。

◇中高連携の強化を通じて、高校入試に
おける志望者確保に取り組む。
◇オープンキャンパスの更なる充実や青
流速報版の計画的発行で、学校からの
情報発信に積極的に努める。

④　中高連携の推進と情報発信の充実 （２）情報発信の充実
　・保護者との連携
　・学年PTAによる保護者との連携強化
　・保護者向け学年通信の発行
　・ホームページの充実

◆PTA総会への参加率７０％以上
◆学年PTAへの参加率８０％以上
◆生徒アンケートの情報発信評価３以上が８０％以上
◇学校行事でのPTAとの連携（登校指導、文化祭、クラ
スマッチ、強歩大会）
◇学年通信の月１回発行
◇ホームページの毎週更新

○総務主任
各学年主任
教務主任

3

●ＰＴＡ総会の参加率
　　参加率５４％で前年比６％増も目標の７０％は達成できず
○情報発信のアンケート
　生徒　評価３以上が全体で８０％で目標達成
　　　　　（職員は９７％、保護者は１００％）
○学年通信　１年８回　　２学年８回　発行
○学校ホームページの定期的更新
　 タイムリーな情報発信に努める本校の広報に大きく寄与
○ＰＴＡとの連携で行事の成功
   体育大会、登校指導、文化祭（大鍋作り）、
   クラスマッチ（３年大鍋作り）

●保護者との連携はよく取れているが、Ｐ
ＴＡ総会などへの参加率の向上が望まれ
る。

◇ＰＴＡ活動の更なる活性化を図り、ＰＴＡ
活動の参加率向上に取り組む。
◇ＨＰの更新については、各学年・分掌に
ＨＰ担当を設け、ＨＰ係りと協力しタイム
リーな更新に努める。


