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平 成 ２ ９ 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性の育成
①目的を持って学習に臨み、希望する進路目標を達成しようとする生徒の育成
②キャリア教育を進め、社会的課題に気づき主体的・協働的に考える姿勢の育成
③地域から信頼され期待される、特色・魅力・活力ある学校づくり

①授業改善を通した自ら学ぶ意欲と確かな学力の育成
②社会的課題に関心を持つ姿勢・態度の育成
③自己肯定感・自己有用感を持つ生徒の育成

前年度評価結果の概要
　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。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が課題。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。別府翔青高校の完成年度にあたり、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。

学校名：　大分県立別府翔青高等学校

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

①授業改善を通した自
ら学ぶ意欲と確かな学
力の育成

生徒授業アンケートにお
ける「授業改善」に係る達
成率を７０％以上にする。

授業改善を推進する。 ○全ての単元で生徒指導３機能を
盛り込んだ授業を１回以上実施す
る。
○各教科で授業改善のポイントを
明確に打ち出した研究授業を学期
に１回以上実施する。
○授業改善PTは授業改善に係る情
報を職員に毎月提供する。

PL：
指導教諭

SL：
教科主任

○１週間の家庭学習１６時間確保に
向けて、予習を前提とした授業、復
習を必要とする小テスト、課題量な
どについて調整する。
○家庭学習時間調査を各学期に１
回（年間３回）実施し、目標に達しな
い生徒にその都度面談をする。
○各学期に進路HRAを行い、進路
意識を高める。

学習規律を徹底する。 PL：
年次主任

SL：
進路指導
主任

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

○新聞を使った学習活動は、今後も続けてもらいたい。その
結果、生徒が得た体験知や経験知を書く力に繋げるための
取り組みをして欲しい。

○家庭学習の時間の増加に向け、学級担任との面談が効
果を上げるよう工夫した点は評価できる。学習習慣が確立
していない生徒が入学してくるだろうから、授業改善や授業
環境の整備と合わせて取り組んで欲しい。
○家庭学習時間の目標値を保護者が知らない。家庭との
連携が必要である。

・教務部内「授業改善」係の新設
・新大学入試研究と授業改善に係る研修の促進
・全教員による研究授業の実施

○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。
○重点目標である「学力の育成」の達成指標を各学科毎に
明確化し、授業改善を更に推進して欲しい。

・学習習慣ができていない。
・課題の質・量について、各年次部で調査・調整し質と量
の適正化を図ったが十分ではなかった。
・平日と考査前の学習時間にバラつきがあった。
・家庭学習時間調査後の学級担任による面談が不十分
だった。
・居残り学習や校外での学習時間を入れていなかった。

・学習時間調査時期と個人面談週間とのリンク
・学科の違いによる進路ＨＲＡの見直し

②社会的課題に関心を
持つ姿勢・態度の育成

総合的な学習の時間の各
単元（テーマ）における生
徒意識が、好ましい方向
に変容する率を２０％以上
とする。

年間計画のもとで各単元
（テーマ）の狙いを明らか
にする。

○各単元（テーマ）毎に、指導者間
で進捗状況の確認や実施方法につ
いての会議を月２回設定する。
○事前・事後に各単元（テーマ）に
ついての生徒の意識変化を測るた
めアンケート調査を実施する。 4
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○生徒授業アンケートにおける「授業改善」に係る達成率…85.5％
●学力向上に係る数値目標（1・2年次生は11月進研模試GTZB3以上、3年次生は国公立大学合格者数）
　　1年国英数49名（50名）、2年国英数45名（60名）、3年25名（30名）　※（　）内は目標値

　・生徒指導３機能を盛り込んだ授業実践…92.7％　・研究授業の実施…10教科で29回
　・授業改善PT開催…毎月１回
　・授業改善通信発行…７回。また、研修案内に係る情報をその都度職員に周知。
　・8月に外部講師を招聘した授業改善研修会を実施。　・互見授業実施…教員一人あたり2.2回
　・中高連携研究授業…４回（中学校教員25名参加）
　・中学校での授業研究会への参加…５名　・先進校視察及び授業改善に係る研修参加…14名

・学ぶ意欲と確かな学力の育成をはかる指標がなかっ
た。

日常の家庭学習の時間を
増やす。

○「探究学習」に対する生徒の興味関心度…【1年】32％→80％【2年】14％→83％
　【3年】85％

・進捗状況の確認や実施方法に係る会議を月2回実施した。
・生徒アンケートを実施した。
・本年度の年間指導計画の見直しと次年度の計画を完成させた。

・生徒の探究学習への取組度について個人差が大き
い。

読書習慣を確立する。

○各学期始めの授業で指導者は観
点別評価について生徒に説明をす
る。
○授業中に教科書・ノート等を取り
に行く生徒をゼロにする。
○教室の床に教科書・ノート・プリン
トの類を置かせない指導を全教員
が徹底して行う。

○読書力向上を目的としたテキスト
を使い、「朝の一斉読書」を年間５回
実施する。
○朝読書で課題をする生徒をゼロ
にする。
○「ミート・ザ・ライブラリー（図書館
に足を運ぼうｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）」を各クラス
あたり３回以上実施する。
○新着本に係る「図書館だより」を
年間１０回発行する。

NIEの取組みを進め、社会
的事象に関心を持たせ
る。

○朝読書の時間を使ったNIEワーク
シートによる取組みを月４回行う。
○新聞・雑誌等を使い生徒の関心
を引き出す工夫を、各単元に１回以
上入れる。
○朝NIEの記事や各種講演会に関
連した図書を毎回紹介する。

PL：
教育企画
主任

SL：
年次主任
司書教諭
学校司書

③自己肯定感・自己有
用感を持つ生徒の育成

学校生活アンケートにお
ける「自己肯定感・自己有
用感」の達成率を７０％に
する。

規範意識を育てる。 ○年間を通して頭髪服装検査にお
いて校則違反者を２％以下にする。
○登校指導を全職員の輪番制で毎
朝行い、遅刻者数を１日平均１０人
以下にする。
○各学期１回、地域清掃活動やボ
ランティアによる校内美化活動を行
う。

PL：
生徒指導
主任

SL：
年次主任

PL：
教育企画
主任

SL：
生徒指導
主任

総合評価
次年度への展望等

授業改善を意識した授業が行われるようになったが、その目的である学力の育成を検証する指標がない。「深い学び」や「学習意欲や学力の向上」に繋がる授業改善を進める。また、探究的な学習活動を通して社会的課題を意識する生徒が増えてきた。内容を来年度も充実させ、その学びをアウトプットする力をつけさせる。さらに、様々な支援や基本的な生活の指導が少なからずいることから、しっかりした
将来展望を持たせる指導が求められる。

○「人間関係プログラム」の実施及び南石垣支援学校との
連携について高く評価できる。
○成績不振や家庭の問題が生徒の問題行動につながるこ
とから、「生活指導」と「生徒支援」を統合したことは適切で
ある。また、次年度は外部機関と積極的に連携をとってもら
いたい。

・校則を守る意識が低い。
・支援を必要とする生徒の遅刻欠席が多い。
・家庭との連携不足である。

・全ての教育活動において規範意識を高める。
・「生活指導」係と「生徒支援」係の連携強化
・生徒の悩みや困りの早期発見・早期対応

○遅刻者数や校則違反者の増加については家庭等の問題
もあると考えられる。教育相談体制や生徒支援体制を更に
充実させて欲しい。
○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。次年度は「生活
指導」と「生徒支援」を同じ分掌に統合したことは評価でき
る。

・「人間関係プログラム」はとても有効であり継続してい
く。

・活動の継続
・「生徒支援」係と「生活指導」係の連携強化
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○学校生活アンケートにおける生徒の「規範意識」…94.5％
●遅刻者1日平均人数の推移…【1学期】7.6人【2学期】14.2人【3学期】17.1人
●頭髪服装検査における校則違反者…4.9％

・全教員による登校指導を毎朝実施
・1・2年次生で地域清掃活動を5月と11月に実施した。

課題を抱える生徒の支援
を行う。

○授業担当者会議を各学期に１回
（年次別）行い、生徒に関する情報
交換を行う。
○人権学習の機会を各学期に１回
設定し、人権に対する意識向上を
はかる。

PL：
総務・保健
主任

SL：
生徒支援係 4

○生徒の「自己肯定感・自己有用感」達成率…79.0％

・毎週１回の学年会議、各学期１回の授業担当者会議を実施し、支援の必要な生徒の情報共有をした。
・４月に「仲間づくり」に係る職員研修を行うとともに、１年次部が各学期に「人間関係作りプログラム」を実施し
た。
・人権学習を各学期に１回、10月に人権講演会を実施した。

生徒会活動を活性化す
る。

○専門委員会を各月１回開催し、普
段の生徒会活動と連携させる。
○月１回の全校集会の整列と運営
を生徒会に責任を持たせて行う。
○学校と地域が連携したボランティ
ア活動を、年間３回以上実施する。

○「生徒会活動・ホームルーム活動への参加意識」…85.3％

・専門委員会を各月１回開催し、生徒会執行部と連携した。
・生徒会役員が毎月の全校集会の運営と整列指導をし、専門委員長による活動報告をした。
・学校周辺の清掃活動２回（1・2年）、生徒による校内美化ボランティア活動を１回実施した。

○図書貸出数…1クラスあたり309冊（←308冊）
○学校図書館を活用した授業の実施…322時間（←258時間）

・「朝の一斉読書」を５回実施した（全年次生）。
・「ミート・ザ・ライブラリー」を各クラスあたり５回実施した（1・2年次生）。
・HRAで「読書会」を１回実施した（1・2年次生）。
・「図書館だより」を８回発行した。
・校内ビブリオバトルの実施…大分県大会優勝（２年連続）

○学校生活アンケートにおける生徒の「学習環境」に対する意識…72.7％

　・各学期始めに全教員が観点別評価について生徒に説明した。
　・授業中に教科書・ノート等を取りに行く生徒が少なくなった。
　・教室の床に教科書・ノート・プリントの類を置く生徒が少なくなった。
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○社会の出来事に対する興味関心度…80.3％

・朝読書の時間を使ったNIEワークシートによる取組み（月２回）…15回
・授業で新聞・雑誌等を使う授業が増加した。
・朝NIEの記事や各種講演会に関連した図書を毎回紹介した。
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●「１週間の家庭学習時間１６時間」達成率…23.6％

・授業の予習（復習）と平日・週末課題の質・量について、各年次部で調査・調整した。
・授業改善を通して学ぶ楽しさを喚起した。
・家庭学習時間調査を年間３回実施した。
・家庭学習時間確保のために絶対下校時間を遵守させた。
・学級担任による進路HRAを実施した。
・全学年とも外部講師を招聘し、生徒及び保護者対象の進路講演会を実施した。

○生徒は学習環境について快適性を求めているのではな
いか。生徒には授業準備や私物の整理整頓について、学
習するにふさわしい学習環境を自ら作ることができるような
教育をして欲しい。

○読書習慣の確立について高く評価できる。読書活動や学
校図書館を活用した授業は、今後も続けてもらいたい。ま
た、その実践を県内に広げてもらいたい。

○全校集会を教員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。
○ホームルーム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。次年度の青藍祭を大
きく見直しているとのこと、次年度に期待する。
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・授業に臨む意識の低い生徒未だ数名いる。学習環境
はまだ整っていない。

・「学校図書館活性化推進プラン」を推進し、図書館を活
用した授業回数が増加した。

・生徒会活動は生徒一人ひとりが担い手だという意識が
低い。

・生徒自ら学習環境を整えようとする意識の醸成

・活動の継続

・青藍祭等の企画運営を生徒の手で進めさせる。

・探究学習の質の向上
・体験知を書く力の育成に繋げる（進路指導部）。

○探究学習への取り組みは高く評価できる。この経験は、
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。
○次年度は、探究学習で得た体験知や経験知をアウトプッ
トさせ、生徒の表現力を育成して欲しい。また、地域と連携
した取り組みにも繋げて欲しい。

・毎月４回の朝NIEが毎月２回に終わったことから回数を
増やす必要がある。

・朝ＮＩＥの新聞記事を文化委員が選択し配布する（今年度
途中から実施中）。


