
(別紙様式２）

ＰＬ：プロジェクトリーダー、ＳＬ：サブリーダー

総合評価
次年度への展望等

　授業改善に関して、教員の自己評価と、それに対する生徒の評価との間に開きがあり、授業改善が生徒にとっての確かな手応えになっていないことが課題。本校の目指す授業改善が、生徒に如何にして授業への知的好奇心を持たせるか、そして、それを如何に学力向上に繋げていくのか、にあることを年度始めの職員会議で再
確認する。また、授業改善の実を上げるために、校内のあらゆる教育場面において、高い進路意識を持たせるための取り組みを進めると共に、特別教育活動をとおして自己肯定感や自己有用感を感じ取らせる教育活動を進める。さらには授業改善についての外部評価として、地元中学校と連携をとり授業交流をすすめ意見交換の
場を設定する。来年度は別府翔青高校の完成年度にあたることから、地域における本校の立ち位置とその果たすべき役割を、再度、教職員間で共通認識し、特色ある学校づくりを進める。

○南石垣支援学校との連携について、外
部の方からとても喜びの声を聞いた。

●家庭の経済的な問題が生徒の行動に
つながると思う。外部機関と積極的に連携
をとってもらいたい。

●頭髪服装規定について教員
の認識統一
●生徒の主体的な環境美化活
動の促進

○年度当初の職員研修（生徒指
導）の徹底
○生徒会執行部・専門委員会と教
員の連携

○規範意識と自己肯定感を持たせるとい
うことを重点項目にあげていること、それ
自体が素晴らしい。数値で表せないことも
目標にしてもらいたい。こうしたことに取組
み続けることが学校の評価につながる。
○同窓会関係で度々学校に来るが、生徒
はよく挨拶をしてくれるし、明るく伸び伸び
としてる。素晴らしい校風ができていると
思う。

●教育相談活動の強化
●スクールカウンセラーの更な
る活用や外部機関との連携

○「仲間づくり」に係る年度当初の
職員研修の実施
○日常的な「あったかハート１・２・
３」活動・個人面談の徹底
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◆「身だしなみ・マナー」評価３以上、職員１００％、生徒８８％。
◆職員の「授業規律」評価３以上」１００％。
◆生徒の「環境美化」評価３以上１００％。

・頭服検査を年次部別に毎月１回実施。頭髪服装検査の違反者割合は２％。
・登校指導を正門・西門と生徒指導部及び学年副担任の輪番で毎朝実施。また、教員・PTA
（健全育成委員）で月1回、正門・西門・グランド南側入口で実施
・交通安全に関する講座を全校で１回実施。社会的マナー講座を３年次部で１回実施。
・交通安全講話に加え、自転車通学生集会を実施。
・地域清掃活動校内除草作業を１・２年次生で各学期に２回実施。
・大掃除を月１回実施、地域清掃活動・除草作業を年２回実施
・美化委員によるトイレスリッパ整頓活動やゴミ箱整理活動

③人権を尊重し、他者を思いやる
姿勢・態度の育成
④校内の教育相談活動の推進

○人権HRAを全学年が各学期に１
回実施する。
○学習活動・特別活動等における
生徒の自己肯定感を高めるための
職員研修会を企画・実施するととも
に、教員セミナー・研修会等への参
加時の還流報告を行う。
○「あったかハート１・２・３」活動を
徹底する。

ＰＬ：総務・
保健主任
ＳＬ：生徒指
導主任
ＳＬ：学年主
任 3

◆生徒の「教育相談」評価３以上６３％。
◆いじめ問題の発生件数５件。

・人権HRAを全学年が各学期に１回実施。
・教育コーチングに係る教職員対象のワークショップを実施。
・２学期に「共生」をテーマに人権講演会の実施。生徒満足度９６％。
・各学期に各年次部で１回ずつ授業担当者会議を実施。
・保健だより発行１２回、教育相談だより発行６回。

３．
規範意識の涵養と自己
肯定感を持たせる教育
活動の推進

○学校評価アンケート
・職員、生徒の「身だしな
み・マナー」評価３以上が
８０％以上
・職員の「授業規律」評価
３以上が８０％以上
・生徒の「環境美化」評価
３以上が８０％以上
・生徒の「教育相談」評価
３以上が８０％以上

○いじめ問題の発生件数
ゼロ

①身だしなみ・マナー及び授業規
律の徹底
②環境美化意識の育成

○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。
○授業の開始・終了時刻の厳守
○大掃除を月１回実施する。
○地域清掃活動・除草作業を実施
する。

ＰＬ：生徒指
導主任
ＳＬ：学年主
任

○各学科、類型の特徴を踏まえた
進路ＨＲＡ年間指導計画の見直し
○ＰＴＡ進路講演会の早期実施

○学校として進路を考えさせる様々な手
立てを打っており、そのことは高く評価でき
る。

●学科や年次進行に応じた適切な進路学
習ができているのか、全体計画を見直す
必要があるのではないか。

③「予習→授業→復習」サイクル
の徹底
④小論文指導の充実

○学習時間調査を年５回実施し、個
人面談と連動させる。
○新聞コラムを活用した読書活動を
実施する。
○小論文指導力向上に係る教員セ
ミナー・研修会等へ参加する。

ＰＬ：進路指
導主任
ＳＬ：教務主
任
ＳＬ：学年主
任
ＳＬ：教科主
任
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◆調査期間における１６時間以上学習した生徒の割合２４．３％（９月）→３９．１％（２月）
◆職員の「面接やその他の活動において、職員による学習時間について考えさせる働きか
け」評価３以上９２%。

・学習時間調査を年５回実施し、個人面談と連動。
・授業の予復習と平日・週末課題の内容を各年次部・各教科で調査し、課題が適切な質・量
になるよう調整。
・新聞コラムを活用した読書活動を朝読書の時間に３年次部で実施。
・小論文指導力向上に係る教員研修会等へ１名参加。
・小論文職員研修会を８月に実施
・２・３年次生の小論文模試と小論文講演会との連動。

●家庭学習時間の増加
●小論文を書く力の育成

○適切な質と量の家庭学習課題
の提供
○小論文を書く力をつけるための
日常的な教育活動を企画運営
○小論文年間指導計画を作成
（総合的な学習の時間、ＮＩＥおよ
び教科との横断的計画）

○授業だけでなく学習時間を調べたり、面
談したり、色々なことに取組んでいること
に敬意を表したい。

●色々な取組みも結構だが、どの時期に
何を重点的に取組むのか、そうした工夫
がいると思う。
●家庭学習の時間の増加の指標と、小論
文の取組みの指標が同じ項目で成り立つ
のか、整理する必要がある。

○探究学習の経験は、将来、必ず役に立
つものである。指導する側の負担も大きい
と思うが、引き続いて取組んで欲しい。
○全校朝礼や集会を先生が主導するので
はなく、生徒会で進めていることは素晴ら
しい。

●クラスの中の生徒の活動と生徒会の企
画・運営がつながっていないと、生徒にや
らされ感がでてくる。

２．
生徒･保護者の進路意
識を高め、生徒の学習
意欲と学力の向上を図
る教育活動の推進

○学校評価アンケート
・職員、生徒、保護者の
「進路実現の取組み」評
価３以上が８０％以上

○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
生徒の割合が５０％以上

①生徒一人ひとりに対応する進路
指導の強化
②進路講演会・進路研修の充実

○生徒を対象とした各年次部別進
路講演会を実施する。
○進路対策委員会との連携による
保護者対象の進路講演会や大学訪
問等進路研修を実施する。
○スタサポ・進路マップによる基礎
学力分析会を実施する。
○対外模試・資格試験による反省
会を年３回実施する。
○「進路指導部だより」を年１０回発
行する。
○進路ＨＲＡを各学期に１回実施す
る。

ＰＬ：進路指
導主任
ＳＬ：総務・
保健主任
ＳＬ：学科主
任
ＳＬ：学年主
任
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◆職員の「授業改善・授業力向上」評価３以上１００％
◆職員の「学校図書館活性化推進」評価３以上７５％
◆生徒による授業アンケートで課題を改善できた教員７０％

・互見授業週間の参加者は８０％
・研究授業実施100％実施
・校内授業研究会に外部講師によるワークショップを加えて実施
・夏季休業中に授業改善に係る講演会を実施
・授業力向上に係る先進的授業視察・教員セミナー・研修会等への参加のべ３２名（県外先
進校視察４名含む）
・先進校視察、教員セミナー、研修会参加後の環流報告書を全職員に配布
・授業改善PT会議を毎月１回以上開催
・学校図書館を活用した授業実施のべ２７９時間
・学校図書館または新聞記事を活用した研究授業９２％

●教師の認識と生徒の満足度
に格差が見られる
・授業における教員の課題改善
の徹底
・互見授業の促進
・校内研修の充実

○教科会議の充実
○互見授業実施要領の見直し

○授業改善に学校全体で取組んでいるこ
とは高く評価できる。
○新聞を使った学習活動や、学校図書館
を活用した授業は、別府翔青高校にしか
できない取組だと思うので今後も続けても
らいたい。

●授業改善の取組みについて教員間で温
度差はないか。別府翔青高校の授業改善
は何を目標にするのか、その到達度を評
価する客観的な指標が必要である。

③総合的な学習の時間（探究学
習）の発展
④ホームルーム活動・生徒会活
動の充実

◆「進路実現の取り組み」評価３以上、職員９６％、生徒８０％、保護者８９％

・年次部別、学科別で進路講演会を計４回実施
・ＰＴＡ大学訪問研修を２回実施、ＰＴＡ進路講演会を１回実施
・進研模試反省会を１・２年次部は各３回、３年次部は６回実施。商業科資格試験反省会を３
回実施
・「進路だより」を第１１号（３月１０日現在）まで発行
・進路ＨＲＡを年次部別で学期に１回実施

●生徒のキャリアビジョン育成
に向けた早期取組の工夫
・生徒・保護者の進路意識の啓
発
・勤労観や職業観の向上に向け
た教育活動の改善

学校関係者評価
評価 重点的取組・取組指標の実践 分析・考察
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自己評価結果
次年度の改善策

3

◆職員の「総合的な学習の時間」評価３以上７２％
◆生徒の「生徒会活動」評価３以上７５％

・総合的な学習の時間の「探究学習」は、各年次部とも事前に担任会等で指導案審議を実
施。
・生徒会各専門委員会を月１回開催く。
・生徒会役員改選後のリーダー研修会を校内で２回実施。
・専門委員会は、日常的な活動を重視した活動計画を作成し実践。
・全校朝礼や表彰式の生徒による企画・運営。

●探究学習の質の向上
・主体的な生徒会活動の促進
・キャリア教育の視点から、地域
と協働した取組の推進

○総合的な学習の時間および
ホームルーム活動の年間指導計
画の見直し
○生徒会執行部と専門委員会の
連携強化

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

１．
キャリア教育の視点に
立った教育活動の検
証・改善と、自主的に
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３以上が８
０％以上
・職員の「学校図書館活
性化推進」評価３以上が８
０％以上
・職員の「総合的な学習の
時間」評価３以上が８０％
以上
・生徒の「生徒会活動」評
価３以上が８０％以上

○授業アンケート
・第１回授業アンケートの
評価点で課題を認識し、
その項目の改善に取り組
み、数値を向上させること
ができた教員が８０％以
上

①アクティブラーニングの研究と
実践
②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。
○研究授業を５教科は年２回、５教
科以外は年１回実施する。
○校内授業研究会を２学期に設定
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。
○学校図書館または新聞記事を活
用した研究授業を、各教科が年１回
実施する。

ＰＬ：主幹教
諭、 指導教
諭
ＳＬ：教育企
画主任
ＳＬ：教科主
任

○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
修会を実施する。

ＰＬ：教育企
画主任
ＳＬ：教務主
任
ＳＬ：学科主
任
ＳＬ：学年主
任

平 成 ２ ８ 年 度 　　学 校 評 価    （  年 間 評 価  ）

学校教育目標 中期目標 重点目標

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、自主的に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、生徒の学習意欲と学力の向上を図る教育活動の推進
３．規範意識の涵養と自己肯定感を持たせる教育活動の推進

前年度評価結果の概要
重点目標１について、授業改善は学校図書館活性化推進プランの実践と関連付けながら、生徒の思考力・表現力を伸ばしていき、結果として学力向上に繋がるものにいなければならない。併せて、総合的な学習の時間などでも、そうした思考力や表現力を育成する場として生徒に認識させ、質的な向上を図っていく必要がある。
重点項目２について、学力と進路実績の向上のためには自宅学習時間を増やすことが課題である。そのために生徒に進路を考えさせる進路学習にもっと時間を割き、自分の進路について考えるような意識啓発活動を入れたり、保護者への進路に関する情報提供などが必要である。
重点目標３について、生徒の主体性を育てる観点から、体育大会や文化祭などのイベント的なものだけでなく、校内の環境整備などについて生徒会が中心となったボランティア活動などを実施してはどうか。教育相談活動については、「あったかハート１２３」を徹底し生徒への支援体制をつくてもらいたい。


