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○月１回の大掃除を実施できた。
●清掃活動区域の改善が必要である。
○地域清掃活動を１年次対象で実施できた。
●実施方法、実施時期の検討が必要である。
○全校生徒による除草作業を実施できた。

・大掃除の際に、特別清掃区域を設定する。
・大掃除実施日を対外的な行事の前の週に設定する。
・１、２年次は、地域清掃活動と除草作業を一つにして、年間２回実
施する。３年次は年１回除草作業を実施する。
・除草作業、地域清掃活動の実施日は、業者の剪定日を考慮して決
定する。
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○服装・頭髪検査を毎月１回、学年主体で実施できた。
●青山と翔青の制服規定が違うため、職員側が理解できていない
ことがあった。
○登校指導を全教員の輪番制により毎朝実施できた。PTA健全
育成委員と８回の登校指導も実施できた。
○交通安全講座を別府警察の講師で実施できた。
●社会的マナー講座は１年次で実施できなかった。
○年度当初に人権教育推進委員会を行い、人権HR・人権講話等
の年間計画を立て、計画通り実施できた。
○教育相談（人権教育）に関する職員研修を実施し、生徒の就学
支援、性の多様性に関わる理解を深めることができた。

・服装頭髪検査時だけでなく、日常的な指導、声かけをおこない、社
会的マナーを定着させる。
・年度初めに教員対象の生徒指導研修を実施する。
・社会的マナーセミナーを１・２年次は４月に、３年次は７月に実施す
る。
・今年度の実績をふまえ、３年間を見通した人権HRおよび人権講演
会を実施する。
・授業担当者会議を全学年、１学期中に実施する。教育相談に関わ
る人権教育推進委員会も必要に応じて実施する。
・生徒の問題に即したテーマによる教育相談・人権教育・特別支援
に関する職員研修を実施する。

・携帯電話の使用規定を生徒に徹底する必要が
ある。

・地域清掃活動は良い活動なので、今後も続け
てほしい。
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③規範意識の涵養と、
自己肯定感を持つ教育
活動の推進

○学校評価アンケート
・職員の「身だしなみ」評価４が８
０％以上
・生徒の「身だしなみ」評価４が５
０％以上
・生徒の「教育相談」評価３以上が
８０％以上
・生徒の「環境美化」評価４が５０％
以上

○通学に係る事故発生件数ゼロ
○いじめ問題の発生件数ゼロ

１ 健全な市民意識の育成
・身だしなみ指導の徹底
・自らの生命・安全を守る教育活動
の推進
・人権を尊重し他者を思いやる姿
勢、態度の育成

○頭髪・服装検査を毎月１回実施する。
○登校指導を全教員の輪番制により毎朝実
施する。
○社会的マナー・交通安全に関する講座を各
年次部で年１回実施する。
○人権HRAを全学年が各学期に１回実施す
る。
○教育相談に関する職員研修を年１回実施
する。

ＰＬ：生徒指導主任
ＳＬ：総務保健主任
　　　学年主任２ 環境美化意識の育成

・全職員・生徒で取組む清掃活動
○大掃除を月１回実施する。
○地域清掃活動を年１回実施する。
○全校生徒による除草作業を年１回実施す
る。

・進路を決めるのは生徒だが、学校と保護者は
情報を共有しなければならない。
・今後も進学を意識づける取組を行ってほしい。

２ 学習習慣の確立
・小テスト及び課題による予復習の
徹底
・家庭学習時間調査の実施と課題
の検討

○家庭学習時間調査を６・１１・２月に実施す
る。
○授業で予復習小テストを実施し、その適切
な評価をする。
○スタサポ・進路マップによる基礎学力分析
会を年２回実施する。
○対外模試・資格試験による反省会を年３回
実施する。
○英検・全商英検を全員受験させる。
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●６月、１０月、２月の年間３回生活時間調査（家庭学習時間調
査）を実施し、その都度分析を加え、学年、クラスで活用できるよう
に資料を提示した。しかし、その活用が家庭学習時間の伸長には
結びついているとは言えない。
●授業における予復習や小テストの徹底については、徹底できな
かった。生徒の家庭学習時間について、目標を大きく下回ってい
ることから、再度、授業改善、授業力の向上を目指す必要がある。
○スタサポ、対外模試の結果検討会(反省会)はその都度時間を
置かずに実施し、その後の教科指導、クラス指導に資することが
できた。特に３年次生について、模試の回数が多かったにもかか
わらず、毎回反省会を実施し、学年の課題や今後の指導方針を確
認するだけに留まらず、個々の生徒について、同一歩調で指導で
きるよう、情報の共有を図ることもできた。
○英検は年間３回実施し、２回目の１０月は全員が受験した。全商
英検は１２月に全員が受験した。

・生活時間調査（家庭学習時間調査）について、スタディサポートを
利用しての調査を含め、年間５回（４月、６月、９月、１１月、３月）実
施することによって、長期休暇の前後でクラス担任が生徒面談に生
かせるようにする。
・学年やクラスでタイムリーに活用できるように、分析や考察を施し
できるだけ早くデータを提供する。
・スタサポ、基礎力診断テスト、各種模試については、できるだけ早
い時期に結果検討会（反省会）を実施し、教科、学年、クラスでの指
導に生かせるようにする。
・英検については今後も全員受験をめざし指導していく。
・１年次生、２年次生を対象に、学習時間の伸長と基礎学力の充実
のため、日々の学習として、学び直しをする時間（機会）を設ける。
（検討中）

・生徒は社会で生きる力を身につけているかが
重要である。学習時間が多いのにこしたことはな
いが、それで何が計れるのか。近隣の進学校と
同じ土俵・評価項目ではいけないのではないの
か。
・先生方が評価することに疲れないする必要が
ある。
・予習、授業、復習のサイクルを生徒に浸透させ
る必要がある。

・指導のノウハウの蓄積を今後進めてほしい
・調べ学習で終わらないようにする指導をお願い
します。
・キャリア教育は段階的教育であるので、到達度
を確認できる尺度を持ったほうがよい。

②生徒･保護者の進路
意識を高める教育活動
の推進と、学習意欲の
向上

○学校評価アンケート
・職員、生徒の「進路実現の取組
み」評価４が５０％以上
・保護者の「進路実現の取組み」評
価３以上が８０％以上
･生徒の「学習習慣の確立」評価２
以下を２０％以下

○家庭学習時間調査
・調査期間（１週間）における１６時
間以上学習した生徒の割合５０％
以上

１ 生徒、保護者の進路に対する意
識付け
・進路講演会の実施
・ＰＴＡ活動との連携
・適宜な進路情報の提示

○生徒を対象とした各年次部別進路講演会
を実施する。
○進路調査委員会との連携による保護者対
象の進路講演会を実施する。
○進路指導部だより（仮称）を年６回発行す
る。

ＰＬ：進路指導主任
ＳＬ：教務主任
　　総務保健主任
　　学年主任
　　学科主任
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○生徒・保護者対象の年次別進路講演会を２学期初めに実施し、
進路についての意識を高める取り組みをすることで進路選択の一
助にすることができた。
○ＰＴＡ進路対策委員会との連携による大学訪問の回数を１回か
ら２回に増やし、１回目を７月に、２回目を１０月に実施した。参加
した保護者の満足度も高く、特に現役学生との交流はすこぶる好
評であった。
○大学から講師を招いて進路講演会を実施し、進路についての考
えを深めることができた。
○進路だよりを２月までに第７号を発行し、進路についての情報を
随時提供した。

・進路講演会や進路情報の提供を行っているがまだまだ十分とは言
えない。実施の時期や内容について各学年次部と連携して、進路に
ついての意識が向上し、より成果が上がるようにさらに検討する。
・保護者に対して進路意識の向上を図るために、保護者向けの進路
講演会やＰＴＡ大学訪問研修への参加を増やすよう広報活動に努め
る。
・ＰＴＡ総会時での実施も視野に進路講演会の実施を検討する。
・進路だよりの発行を通じて、引き続き進路に関する情報を発信す
る。
・土曜講座について、目的を明確にし、目的に沿った講座を開設す
ることによって、さらに効果が上がるように内容を一部見直す。
・夏季補習について、目的を明確にし、３年次生対象の夏季特別講
座を実施する。
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〇互見授業週間を年間2回設定し、授業研究会の実施もあり、計
画通りに100％の実施ができた。
〇アクティブラーニングを取り入れた研究授業の実施や授業改善
の取組により各教科とも教科指導力向上が図られた。
生徒アンケート結果（肯定的評価％）
①思考させ、理解させようとする授業実践がなされている。（88％）
職員アンケート結果（肯定的評価％）
②アクティブラーニングの研究、実践をしている。（92％）
●学校図書館を活用した教育活動を、概ね実施している割合が、
36％であり、中間評価（22％）と比べ増えたものの低調である。

･授業改善に係る取組は、互見授業の実施や授業研究を重ねつつ
今後も継続して取組を進める。
・今年度実施した授業研究会を、校内の授業改善の中心企画と位
置づけ内容の充実を図る。
・図書館の活用については、シラバスの中に位置づけ、計画性を
持って実施する。
・教師の授業改善が、最終的には生徒の主体的な学習態度の確立
につながるように、さまざまな視点から検討し、全職員で取り組む。

・アクティブラーニングにより一層精通し、生徒の
思考力を伸ばしてもらいたい。
・授業における生徒の自己評価を取り入れること
で、関心、意欲、態度が高まり、学力向上に繋が
る。
・図書館を活用した授業研究をしている学校は数
少ない。全教員の意識を高め、より一層積極的
に進めて欲しい。
・図書館活用していない先生がいるが、やり方が
分からないのであれば研修を深めるべきだ。

２ キャリア教育の視点に基づく教
育活動推進
・総合的な学習の時間（探究学習）
の発展
・ホームルーム活動の充実
・生徒会活動の活性化

○探究学習・ホームルーム活動の年間指導
計画と実践について、分掌・学年会議で協議
する。
○生徒会各専門委員会を月１回開く。
○生徒会役員改選後のリーダー研修会を年
２回実施する。
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ＰＬ：教育企画主任
ＳＬ：学年主任 3

○（総学）計画的に実施できていた。
●（総学）文科省指定の実践研究としている学習単元もあり計画
や実践　及び評価が十分にできなかったところもあった。
●（総学）担当者の負担が大きいところもあり次年度への課題であ
る。
●（HRA）前期においてクラス独自での活動ができる時間を設ける
ことが　できなかった。
○（専門委員会）ほぼ月1回のペースで開催できた。
●（専門委員会）普段の活動がまだまだ不十分であった。
○（生徒会執行部）昨年と比べ，活動的になってきた。全校集会な
ど生徒会を中心に運営ができるようになった。
●（生徒会執行部）後期は大きな学校行事がないことなどから生
徒会執行部の活動が少なくやや活動が停滞している。

・（総学）分掌の担当者と各年次部の担当者を中心に活動内容の確
認や事前準備を行う。
・（総学）文科省の事業とリンクできる学習内容を再構築する。特に，
実施後の生徒の意識や態度の変化をみるための評価方法を検討
する。
・（HRA)分掌や年次部の案を調整して計画案を作成する。
・（専門）専門委員会の組織の見直しを行う（統廃合や新規）
・（専門）専門委員会の活動内容の確認と職員の助言を増やす。
・（生徒会執行部）専門委員会との活動の棲み分け

①キャリア教育の視点
に立った教育活動の検
証・改善と、自ら考え行
動する生徒の育成

○学校評価アンケート
・職員の「授業改善・授業力向上」
評価４が５０％以上
・生徒の「わかりやすい授業・授業
の工夫」評価４が５０％以上
・職員の「学校図書館活性化推進」
評価３以上が８０％以上　（新規）
・職員の「キャリア教育推進」評価３
以上が８０％以上（新規）
・職員、生徒の「生徒会活動」評価
３以上が８０％以上（新規）

１ 新しい学力観に基づく授業力の
向上
・互見授業、研究授業の推進
・教科指導力向上のための研修へ
の参加
・アクティブラーニングの研究と実
践
・学校図書館活性化推進プランの
取組み

○互見授業週間を１・２学期に１回ずつ設定
し、全教員が参加する。
○国、数、英、理、地公、商、家庭、情報、芸
術（音楽）の各教科でアクティブラーニングに
よる研究授業を１２月までに１回実施し、指導
主事を招聘する。
○授業力向上に係る先進的授業視察・教員
セミナー・研修会等へ、５教科からそれぞれ２
名以上が参加する。
○学校図書館を活用した授業を、各教科が
年１回実施する。

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：教育企画主任

　積極的に社会に参加する、責任と良識ある市民を育成する。
　①キャリア教育の推進による自主性・社会性を持つ生徒の育成
　②学習習慣の確立による学力の向上と希望進路の達成
　③地域から信頼され期待される、特色・魅力のある学校づくり

　①キャリア教育の視点に立った教育活動の検証・改善と、自ら考え行動する生徒の育成
　②生徒･保護者の進路意識を高める教育活動の推進と、学習意欲の向上
　③規範意識の涵養と、自己肯定感を持つ教育活動の推進

ＰＬ：プロジェクトリーダー、ＳＬ：サブリーダー

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果
学校関係者評価

評価 分析・考察
次年度の改善策

(別紙様式３）

実施時期　　平成２８年２月２５日（木）

平 成 ２ ７ 年 度　　学 校 評 価    （  年 間 評 価  ）
学校名　　　大分県立別府青山・別府翔青高等学校

学校教育目標 中期目標 重点目標


