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平 成 ３０年 度 　　学 校 評 価    （  年 間 評 価  ）
学校名：　大分県立別府翔青高等学校

前年度評価結果の
概要

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。

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）自ら学びに向う姿勢の育成と学力の向上
（２）社会的な様々な課題に関心を持つ生徒の育成
（３）生徒や保護者、地域の期待に応え、信頼される学校づくり

①学習意欲と学力を高める授業改善の推進
②探究的な学習活動の充実
③自己肯定感・自己有用感の育成

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
次年度の改善策 学校関係者評価

評価 分析・考察

学習意欲と
学力を高める
授業改善の
推進

生徒アンケート「授業の充実」4評価（4段
階）：60％以上

 教員アンケート「授業改善の取組」4評価
（4段階）：50％以上

授業改善の研
究・研修と実践
の推進

○授業改善に係る公開授業の実施（1人1回以上）

PL：指導教
諭
SL:教務主任
SL：進路指
導主任
SL：教科主
任

＜普通科＞…対外模試の判定（3科目）
  1年次：A3以上…5人　B2以上…30人
　2年次：A3以上…5人　　B2以上…30人
  3年次：A3以上…5人　B2以上…30人

＜商業科＞…検定試験
  　全商簿記検定3級90%以上、2級合格70%
以上
　情報処理検定3級合格90%以上、2級合格
80%以上
　全商検定3種目以上1級合格者15人以上
　日商簿記2級合格者15人以上
　

＜ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科＞
  1年次：英検準2級、GTEC Grade4-5レベ
ル：50%
  2年次：英検準2・2級、GTEC Grade5-6レ
ベル：40%
  3年次：英検準2・2級、GTEC Grade5-6レ
ベル：60%

学力及び検定
実績の向上

○きめ細かい学習指導の実施
（普通科）
・平日平均学習時間１２０分以上の生徒５０％。
・９月家庭学習時間調査をもとに、学期始めの担任
面談で生徒一人ひとりに、重点科目の確認や学習
のバランスについて指導する。
・進路指導部は毎月、各教科から出される課題の量
と内容を確認し、年次部や教科担当へ情報発信す
る。
・模試反省会においては、学年全体の分析に加え、
個人ごとの分析を今後の学習指導方針とあわせて
行う。
・上位層の生徒の個別添削指導を国語・数学・英語
で行う。

（商業科）
・各検定試験までに週末課題を１０回以上実施。
・毎月、授業担当者で打ち合わせをし進捗状況を確
認。
・各検定１週間前は特別指導を実施。

（ＧＣ科）
・英検一次試験に向けて、全員に英作文指導。
・英検二次試験に向けて、１人１回以上の面接指
導。
・ＧＴＥＣ１週間前は特別指導を実施。
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・生徒アンケート「授業の充実」４評価（４段階）５２．３％（中間評価時点４６．９％）。
・教員アンケート「授業改善の取組」４評価（４段階）３１．１％（中間評価時点２６．５％）
・本年度、授業改善に係る公開授業実施率は８５．７％、そのうち互見授業期間における授業公開率７９．
３％（中間評価時点４４．０％）。

〇各授業において「授業のめあて」を明確にする等の工夫により、生徒の授業における充実感が増した。
●年度当初に計画した研究授業計画どおりの研究授業の実施が完全には行われていなかった。
●互見授業における授業公開率は、中間時点に比べて伸びているものの、全員１回は公開するには至らな
かった。
●「授業改善の取組」に関する教員の意識も徐々には高まってきているが、目標値には達しなかった。

・本校における授業改善の在り方を全教
員で再度確認する。
・実行可能な研究授業計画を立案し、確
実に実行する。
・互見授業の意義を再確認し、実施時期
や班分けを工夫する。

良い
・高校では学習の仕方を教えることが重要。学
び方を学ぶということは生涯学習の観点からも
必要である。
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〈普通科〉…対外模試の判定（3科目）
  1年次：A3以上…3人(-2)　　B2以上…39人(+9)
　2年次：A3以上…5人(±0)　　B2以上…20人(-10)
  3年次：A3以上…4人(-1)　B2以上…10人(-20)
〇2・3年生を中心に上位層の個別指導を継続した。
〇1年次生はB2以上が目標を大きく上回り、中堅層の厚さを保っている。2年次生は回を追うごとに上位層
(A3以上)が増え、上位層は目標を達することができた。3年次生も上位層は健闘している。
〇2・3年生の上位層の健闘は、持続的な個別指導の成果の表れであると考えられる。
〇模試反省会の充実により、学習指導上の課題が共有され、教科指導に生かされたとも考えられる。
●学習時間については、120分以上の生徒が50パーセントを超えるに至らなかった。
●生徒の学習時間については、各教科の課題設定や目標設定等について、全職員間での共通理解が不十
分であった。

<商業科>
　全商簿記３級98%，２級49%   情報3級99%,2級79%
　全商1級３種目以上12人   日商簿記２級９人
〇各教員が、ペア、グループ活動を授業に計画的に取り入れた授業改善を通して、主体的に学ぶ姿勢を育
成することに努めたため結果が出たと考えられる。
〇週末課題，授業担当者進度到達度確認会議月１回，各検定前１週間特別指導すべて90%以上実施でき、
上記各種検定の実績をあげられた。
〇各種検定の３級までは合格率１００％に近づく成果を上げることができた。
●２級以上は各種検定の難化が顕著で、従来のやり方では対応できなくなりつつある。

<GC科>
　1年次：英検準2級、GTEC Grade4-5レベル：42%
  2年次：英検準2・2級、GTEC Grade5-6レベル：56%
  3年次：英検準2・2級、GTEC Grade5-6レベル：86%
〇２，３年次生については目標を大きく上回ることができた。
●１年次生は、準2級の合格に到達する人数が少なかったためこのような結果になったと考えられる。

〈普通科〉
・進学について、明確な目標設定を行い、
その設定理由や取り組み方等について、
広く科目担当者間でその共有を図る。
・模試反省会における分析精度を高め
る。具体的には、１・2年次は層としての分
析・対策を、3年次は個としての分析・対
策を中心に行い、一人ひとりの進路実現
を図る。
・家庭学習時間の目標設定は、一律の設
定とせず、学科や学年の特性を考慮す
る。

<商業科>全商,日商とともに、難化傾向に
あるので、指導者側のスキルアップを
図っていく。

<GC科＞・日々の継続した取り組みとして
４技能の弱点補強を行う。
・英検とGTECの目標を別に立てる

良い
・学科別によく取り組んでいる。
・目標はどのように設定しているのか。適正な目
標かどうかも確認するべき。
・中位層の学力をどのようにつけていくかを今後
検討するだろうが、入学してくる生徒の学力をよ
く確認すると、適正な目標を立てることができる
だろう。
・定量的な評価の観点に併せて、定性的な評価
の観点も加えると、先生方の頑張りがよくわかる
と思う。
・最終的な学力を評価するのも大切だが、どのく
らい学力が伸びたのか（伸ばしたのか）という評
価も大切。その点、大変努力していると思う。
・課題をもっと出してもよいのではないかという
保護者の意見を聞いた。
学習方法を指導し、学習習慣を身につけさせる
と学習意欲を高まり家庭学習時間も増加するだ
ろう。
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・生徒アンケートで、NIEの取り組みに意義を感じているの３評価以上が57.5％と低調であった。

〇NIE活動については、すべて予定通り実施した。
●朝NIE用の短時間で記事を読み終えることができない生徒が多いのが原因と考え、記事の分量や読みや
すさという点に配慮したが改善されなかった。

・朝NIEについては再考する必要がある。 良い
・新聞を読ませるのが今の時代にあっているの
かわからない。一部の生徒だけでも関心をもっ
たということは素晴らしい成果だと思う。
・今風の生徒が受け入れやすい形にするとよ
い。

探究的な学
習活動の充
実

社会的課題に対する意識調査-4評価（4段
階）：50％

ＮＩＥの取組みに意義を感じる生徒：80％

総学の実施に
係る生徒意識
の向上

○テーマ毎の事前打ち合わせ（狙い、実施方法）と
学期に１回意識変容アンケートを実施

PL：教育企
画部主任
SL：年次部
主任
SL：学科主
任
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小論文に対応
できる書く力の
育成

○小論文指導体制の構築（5月末まで）、小論文指
導の継続的実践（6月～3月）

PL：進路指
導主任
SL：学科別
進路指導担
当
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〇従来の３年次生に対する指導に加え、1年次生全員による「書く力」を養成する取り組み、２年次生国公立
大学進学希望者を対象とした小論文指導を継続的な取り組みとして、新たに立ち上げることができた。
●３年次生を指導した複数の教員から、文章を書くことについての基礎力不足が指摘された。今後も１・２年
次からの早期の取り組みが必要である。

・指導負担の偏りをなくすため、全職員で
の指導分担を一層進める。
・全員対象の「書く力」を養成する取り組
みを２年次生にも導入する。

良い
・アウトプットする力を養うのは、社会でも大切な
力である。引き続き取り組んでほしい。

自己肯定感・
自己有用感
の育成

全校生徒の青藍祭の満足度：80％以上

青藍祭実行委員の達成度：80％以上

生徒による青
藍祭の企画・運
営

○青藍祭の企画の提案（5月）、青藍祭実行委員会
による運営
   （準備期間～終了まで）

PL：青藍祭
企画委員長
SL：教育企
画部主任
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・社会的課題に関連するテーマ後のアンケートで、４評価は31％であった
〇３評価以上が88％であったので、十分に成果が表れたと考える。
〇探究学習については、毎回の打ち合わせを原則学年会議の後に実施した。

・探究係の人員が足りずに苦労した面が
あったので改善したい。
・計画・指導案・資料の整理が不十分な
面があったので改善したい。

大変良い
・素晴らしい取り組みだと思う。
・全学科とも探究学習をしっかりしている。引き
続き取り組んでほしい。

ＮＩＥ活動の推
進

○1年次部：朝読書で10月から毎月2回（探究学習で
の取組も含めて年間250分以上）、2年次部：朝読書
で毎月2回（年間200分以上）、3年次部：朝読書で10
月から毎月2回（年間80分以上）のNIE活動を実施、
関連図書の紹介（広報誌、コーナー設置）

・全校生徒の満足度は、文化の部が 86％、体育の部が 93％、実行委員の達成度は、文化の部が 87％、体
育の部が 90％と十分な成果が得られた。

〇青藍祭については、文化の部・体育の部ともに実行委員会による運営が計画通り行えた。
〇生徒実行委員会をつくって活動したことで、生徒に自主性や達成感ができたと考えられる。

・体育の部実行委員会が専門委員会に
組み込まれるため、生徒会執行部との連
携体制を新たに作る必要がある。

大変良い
・生徒が生き生きと学校生活を送っている。保護
者も大変応援しているようだ。

進路目標設定率：1年次－90％　2年次－
100％

キャリア教育・
進路指導の推
進

○系統だった進路ＨＲＡの指導案の作成と実施（各
学期１回）

PL：進路指
導主任
SL：学科主
任
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・進路目標設定率：1年次生は95％　2年次生は100％を達成した。

〇１年次生は、学習ポートフォリオ（Japan e-portfolioの様式に準拠しており、将来、e-portfolioシステムを導
入する場合にも、移行しやすいように作られている。）の記録と小論文指導を連動したHRAを計画し、行うこと
ができた。また、「書く力」を養成する取り組みの中で、月ごとの目標と反省を作文課題として取り組み、進路
意識の明確化を図ることができた。
〇２年次生は進路講演会と小論文指導を連動させたHRAを計画し、行うことができた。
●年次生は進路行事や他の校内行事の関係で、十分に進路HRAを実践できなかった。
●校内行事(進路関係行事を含む）の多さから、十分に進路HRAの時間を取れなかった点が反省される。

・進路HRAについて年間計画と指導案を
早期に作成し、諸行事との調整を図った
うえで着実に実施する。

総合評価
次年度への展望等

授業改善に全職員で取り組むとともに、特に今年度は、学力指標を客観的なものにして自己評価しやすくした。しかし一方で、少ない家庭学習時間を伸ばすことができなかったのが大きな課題である。来年度は、より良い工夫をしていきたい。系統立った探究学習の確立によって、社会への関心をもつ生徒が増えたが、ＮＩＥの活動に意義
を感じる生徒は少なかった。アウトプットする力を養うために、組織的な小論文指導に取り組んだ。来年度以降も引き続き取り組んでいきたい。

良い
・担任がよく生徒に接している。
・１年次生の進路決定では、二者面談ではなく三
者面談にしてくれると、保護者も情報を得られる
のでありがたい。
・消費者教育、主権者教育など、社会人としての
心構えを学校で教育してほしいという要望を持っ
ている保護者もいる。

頭髪服装検査の違反率：4％以下
規範意識の徹
底

○全教員による日常の頭髪や服装に関する指導、
月1回の頭髪服装検査の実施

PL：生徒指
導主任
SL：生徒支
援担当
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・頭髪服装検査違反率11.6%であった。

〇全教員による日常の身だしなみ指導を行った。
〇生徒指導部による毎日の早朝登校指導を行った。
〇月に1回、頭髪服装検査を行った。
○日常的に生徒への頭髪服装に関わる指導を行っている教職員は95%であった。
〇服装や頭髪など高校生らしい身だしなみに気をつけている生徒は95.3%であった。
●検査基準を十分認識できていない生徒への事前事後の指導が行き届かなかった。
●違反回数が複数回の生徒に対する指導が不十分であった。

・予防的取り組み・事前指導を充実させ
る。
・生徒指導目標に関する共通理解。
・頭髪服装検査基準の再確認。
・生徒会生活委員会に働きかけ、さらなる
規範意識の向上に取り組む。

良い
・地域の人たちの評判はとても良い。
・４％という目標設定は適正だったのか。
・生徒の様子からは、乱れているという感じはな
い。
・改善率の変遷を確認していくのもいいだろう。
・心が育っているかどうかがわかるアンケートが
あるとよい。


