
(別紙様式３）

授業改善につながる「思考力・判断力・表
現力」の評価方法の紹介・共有・研究

ＰＬ：指導教諭
ＳＬ：教務主任
　　　教科主任
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・授業アンケート「学習活動を通して、自分の考えが深まったり、判
断する力がついたと思う時がありますか」という項目で肯定的な回
答をした生徒が90.3%であった。
・11月の職員研修で、タブレットを活用して「思考力・判断力・表現
力」「関心・意欲・態度」の評価について情報共有できた。評価に関
するルール作りが進み、3月の研修で全員が試行できる準備ができ
た。

・目指す生徒像と科目の評価が合致して、生徒と教員が評価に振り
回されることなく、評価を通して学びを改善しやすくなる状況をつく
る。そのために、評価事例を共有したり、パフォーマンス評価に関す
る研修を実施する。

生徒が記録した『Life Design（手帳）』を職
員間で確認・共有し、学習意欲につながる
面談の強化

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：学年主任
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・「学習に主体的・計画的に取り組めたと感じたか」という定期考査
後のアンケートでは、「とても感じた・感じた」との回答が1学期→2学
期末で1年62.1→69%、2年83→75.4%、3年91.7→71.8%と1年生が伸
びていた。
・『Life Design』活用では担任・副担任・副副担任の24名の回答中、
点検の頻度は週1回が5名（21%）・毎日3名（13%）・考査前1回が4名
（17%）だか、手帳を通じての情報共有は50%の先生が行っていた。

・考査に対して意欲的に取り組めた生徒は60%を超えることができて
いる。手帳の活用についてはクラスでの差が大きい。タブレット活用
と連動して「ベネッセのマナビジョン（無料」での「マナビジョンポート
フォリオ」「進路探究記録」の活用を検討したい。（ポートフォリオに
は日々の活動や生活記録、進路研究記入などができ、卒業記念で
いただきたプリンターでの印刷-提出が可能）

・総合学科部と連携・協働し、学年に応じ
た進路意識の形成や個の目標を支援す
る進路指導の強化
・基礎力診断テストで各教科前年度より向
上

PL：進路指導主任
SL：学年主任
　　 教科主任
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・生徒がiPadを持つことで、今まで以上に情報収集ができ、学年に
応じた進路意識を持たせ進路活動が行えた。1、2年生については
総合学科と連携し、「上級学校見学」「インターンシップ」を行った。3
年生については、進学就職共に100%の進路希望を達成した。
・基礎力診断テスト分析会を各学年で実施し、生徒の学力情報を共
有できた。
・進路ガイダンスは、コロナ感染の影響で行う事が出来なかったが、
3年生は「旅立ちセミナー」と今年から実施した「年金セミナー」を行う
ことができた。

・コロナ感染の蔓延にともない、全ての外部講師招聘の進路ガイダ
ンスが出来なかったので、次年度以降の実施を再考していきたい。
・係り分担を学年部と今以上に協力し、強化していきたい。

保健委員会を中心とした生徒の主体的な
感染症予防対策の取り組み強化

PL：保健・
　　 教育相談主任
SL：学年主任 3

・学期に1回保健Ｗｅｅｋ実施。昼食時の校内放送、手作り換気グッ
ズやポスターによる注意喚起も実施。
・生徒アンケートにおいて、「感染症対策への意識が高まった」と回
答する生徒が87%手洗い・消毒はよくできた生徒が83%、マスク着用
97%、黙食91%と行動面にも表れている。

・保健Weekの設定時期、実施方法を見直す。次回も生徒アンケート
も併せて実施。生徒の意見を取り入れた感染症対策を継続する。

生徒の交通ルール定着・意識高揚のた
め、ヘルメット着用の促進強化

PL：生徒指導主任
SL：学年主任
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・保護者と協働で11月24日に登校指導を実施。その他にも学期に1
回職員による登校指導を実施した。
・ヘルメット購入、自転車保険加入確認をそれぞれ行った。また、ヘ
ルメットは着用確認も年間を通じて行い、着用率100%を達成した。

・不定期に全職員による登校指導・下校指導によりヘルメット着用指
導等を行う。
・部活動顧問にお願いし、休日等の部活生へのヘルメット着用指導
を行う。

生徒が主体的に考え活動する人権HRAの
構築のため、授業の企画から事後反省会
までを生徒（特に人権・福祉委員）と共有・
協働

PL：人権・部落差別
　　　　　解消教育係
SL：生徒指導主任
　　 学年主任
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・3年生部落差別に関する調査において、「学んだ」と答えた生徒は
100%。「差別は許せない・差別のおかしさに気づいた」と回答する生
徒が98%だった。学んだ内容についても3年次は特に内容の定着率
が高く、成果があった。

・各学年との連携を早めに行い企画、事前準備を行う。
・人権・福祉委員と協働することができる内容の検討。生徒からの意
見を聞く場をもつ。
・人権・部落差別解消教育の研修として地区の集会への参加を検
討する。

各授業（産業社会と人間、総合的な探究
の時間）において、各自で目標を記入し、
振り返りができるシートの工夫・改善

PL：総合学科主任
SL：学年主任
　　 教科主任 3

・単元に対する評価の回答を点数化しすると満足度が78%であった。
（肯定的な回答の合計では1年98%、2年91%、3年92%）また、自己評
価の回答では肯定的な回答の生徒が96%であった。2年のPSでも毎
回自己評価を計画表に記入するように指導したことで、振り返りが
できた。

・今回のアンケート結果で評価の低かった「ライフプラン」は、見直し
を検討する。また、2年生新企画の「みんな起業家」が3年次の課題
研究のテーマ決定に刺激と影響を与えられたので、来年度も継続で
きるよう日程調整する。

１・２年生に部活動加入の促進と学校内外
に活動状況（大会結果等）の広報の充実

PL：特別活動主任
SL：学年主任

3

・部活動入部率　78.3%。体験入部を２回(4月・11月)実施。4月は１年
生対象、11月は1・2年生未加入者対象。
・生徒会広報紙6号まで発行(部活動、生徒会行事)
・内規の見直しを実情に沿うよう行い、部活動環境の整備をすすめ
た。

・部活動加入率を高めるために部活動紹介、勧誘の工夫を行う。ま
た広報活動はＩＣＴの活用を試みる。
・ＨＰ上での部活動紹介に取り組む。

学校行事・公開発表会の取り組みや校外
活動における記録の充実・強化

PL：管理職
SL：主幹教諭
　　 各分掌主任
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・高校説明会を16中学校で実施、学校ＨＰは165回更新、学校広報
誌は9号と特別号3種を発行して、本校の魅力を発信した。
・「地域との協働による高校魅力化推進事業」の取組でバレーボー
ル部三隈杯などを開催し、地元の小中学生に好評であった。
・急遽、中止となった公開発表会は、リハーサル映像を編集して
YouTube配信をすることができた。

・在校生による「出前説明会」「出前授業」を近隣中学校で実施す
る。
・学校ＨＰ（年間100回以上更新）だけでなくFacebookやInstagramな
ども活用して、本校の魅力を発信する。
・「地域との協働による高校魅力化推進事業」での活動を通して、地
域への理解や愛着が深まる生徒を育成する。

朝礼シート内の「マイ定時退庁日」の活用
を促進

PL：管理職
SL：各分掌主任
　　 事務室 3

・2学期以降、超過勤務時間の職員別個票を作成・配付し、超勤縮
減の意識付けを行った結果、月平均35時間49分（11月末比▼2時
間48分）であった。
・1月にノー残業・部活デーを実施、アンケートで「月に1～2回の実
施」を希望する職員が51.3%であった。

・朝礼シート内の「マイ定時退庁日」の活用を強化する。
・月に1回「ノー残業・部活デー」の実施を計画する。
・月に1回、分掌会議の定例化を進める。
・メンター制度の活用で業務の効率化を図る。
・各種委員会参加メンバーの見直しを図る。

目標管理シートに休暇取得目標日数の明
示と、「相互扶助（お互い様）シート(自習
監督登録BANK)」及び「〇曜日は副(々)担
任デー」の実施

PL：管理職
SL：各分掌主任
　　 事務室 3

・「副(々)担任デー」の実施で時間休取得職員が増加し、年次有給
休暇取得日数は平均13.7日(11月末比△2.3日）であった。
・「相互扶助シート」を活用して出張や年休などを計画的に取得する
職員が増加した。
・7・11月に休暇取得計画表を配付・作成した。

・「副(々)担任デー」を強化し、時間休取得を推進する。
・衛生委員の呼びかけによって、年度当初に「相互扶助シート」への
登録を推進する。
・長期休暇前に休暇取得計画表を作成する。

《重点目標に対する保護者アンケートの結果》
「よく取り組めている」　　　　52.4%
「取り組めている」　　　　　　47.6%
「あまり取り組めていない」　  0.0%
「取り組めていない」　　　　　 0.0%

《アンケート結果から》
・休日の部活動指導等に感謝の言葉を頂いている。

《重点目標に対する保護者アンケートの結果》
「よく取り組めている」　　　　34.8%
「取り組めている」　　　　　　60.9%
「あまり取り組めていない」　 4.3%
「取り組めていない」　　　　　 0.0%

《アンケート結果から》
・学年が上がるにつれて、しっかりとした意見発表が
出来ている。成長が見られる。
・インターンシップは、社会と関わる事について生徒
も刺激になるし、受け入れる団体個人等も刺激にな
ると思う。
・三隈祭は素晴らしい子どもたちが見られ、最高で
あった。
・色々な部活動の紹介等ＨＰでして欲しい。
・部活動加入率が他校より少ない。

《重点目標に対する保護者アンケートの結果》
「よく取り組めている」　　　　50.0%
「取り組めている」　　　　　　45.5%
「あまり取り組めていない」　 4.5%
「取り組めていない」　　　　　 0.0%

《アンケート結果から》
・感染対策については、しっかり取り組んで頂いて
る。
・元気の良い挨拶が出来るよう指導して頂きたい。特
に、地域住民への挨拶は大切である。
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〇授業改善の充実
授業アンケート「学習活動を通して、自分
の考えが深まったり、判断する力がついた
と思う時がありますか」という項目で肯定
的な回答をする生徒が80%以上

〇学習意欲の向上
家庭学習を自主的・主体的・計画的に取り
組んでいる生徒の割合を60%以上

〇進路実現の強化
学校による就職紹介および上級学校への
合格100％

《重点目標に対する保護者アンケートの結果》
「よく取り組めている」　　　　43.5%
「取り組めている」　　　　　　52.2%
「あまり取り組めていない」　  4.3%
「取り組めていない」　　　　　 0.0%

《アンケート結果から》
・自分の意見をまとめ、人に伝える力がついてきたと
思う。
・家庭学習は以前に比べて取り組んでいるが、時期
によってムラがある。普段も勉強して欲しいので、もう
少し宿題を出して欲しい。
・進路指導は1年次から生徒を主体的に指導してもら
い、大変良いと感じる。また、面接練習など、先生方
がよく取り組んでいる。
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〇学校環境の整備
学校生活アンケート「感染症予防対策を
意識した行動ができた」と回答する生徒が
90%以上

〇交通安全指導の充実
自転車通学生のヘルメット着用率100%

〇人権・部落差別解消教育の推進
3年生部落差別に関する調査において、
「学んだ」「差別は許せない・差別のおかし
さに気づいた」と回答する生徒が100％

〇Mikuma PAS Systemの工夫改善
公開発表会を含めた各活動に対する生徒
の満足度80%以上および振り返りシートに
おける自己評価がＢ以上の生徒が95%

〇部活動の充実
部活動加入率70%以上

〇広報活動の充実
学校HPの更新回数100回以上、学校通信
の発行10号以上

保健Ｗｅｅｋの設定（学期に１回）、校内放送
（昼食時）、ポスター制作等による注意喚起
（学期に１回）を実施する。

・生徒会及び保護者と協働した登校指導（正
門、駐輪場でヘルメット着用指導）を学期に１
回実施する。
・ヘルメット購入確認を４月、自転車保険加
入確認を６月までに実施する。

人権・部落差別解消教育の研修に全職員の
参加と、担任団（正・副・副々）が人権HRAの
主指導を１回行う。

教科横断型の職員研修を２回（6月「考査問
題の検討について」、11月「思考力・判断力・
表現力の評価について」）実施する。

ホームルーム担任を中心に３回（４，９，１
月）の面接と定期考査時の学習時間調査を
実施する。

・外部講師招聘等の進路ガイダンスを各学
年2回以上に加え、3年は校内ガイダンス7回
と社会への旅立ちセミナーを実施する。
・基礎力診断テスト分析会を各学期に実施
し、強化対象の生徒情報を共有する。

学校行事・公開発表会の
取り組みと総合学科の魅
力や情報提供の充実

振り返りシートを見返し、取り組みの自己評
価を活動毎に実施する。

新学期に３日間の体験入部の実施と２ヶ月
に１回の割合で生徒会広報（部活動実績）を
発行する。

学校行事や校外活動の実施ごとに、学校Ｈ
Ｐ更新は月10回程度、学校通信の発行は月
1回を目安に実施する。

長期休暇前（7・11月）に休暇取得状況調査
と取得計画を作成・実施する。

毎月初めにタイムレコーダーによる超勤状
況を把握し、月45時間以上の職員に対し労
務管理の助言・指導を行う。

〇超過勤務の削減
超過勤務時間の平均が前年度平均（31時
間25分）以下

〇休暇の取得増進
職員の年休取得平均日数を15日以上

学校教育目標

『Mikuma PAS System』を根幹とした実践的な教育活動を通し、「これからの社会を生き抜く
力」を有する生徒の育成

重点目標 達成(成果)指標

１　授業改善を通した、生徒の学習意欲の向上と進路実現の強化
２　安全・安心な学校環境の整備と人権尊重の意識・規範意識の育成
３　学校行事・公開発表会の取り組みと総合学科の魅力や情報提供の充実
４　教職員の働き方改革の向上と業務改善につながる協働体制の確立

取組指標

重点目標中期目標

総合学科での学び（「４つの力」の習得）と進路達成の連動、人権尊重の
行動を意識した生徒を育成する。

授業改善について　【成果】生徒アンケートの上昇が見られ、授業改善スクールプランの総合（年間）評価は「Ａ」であった。【課題】授業改善スクールプランで全教科「Ａ」以上、総合評価で「Ｓ」をめざす。
学習習慣について　【課題】学習習慣の定着は、達成指標に届いていない。家庭学習が主体的に取り組めるよう、 iPad （クラウド）を活用した学習環境の構築を急ぐ。
校内環境について　【成果】感染防止対策や本校独自のガイドラインを作成した結果、検温や手指消毒などの定着が進んだ。
情宣活動について　【成果】体験入学や在校生による「出前説明会」を実施できた。【課題】定員の確保には至らなかったが、中学生に本校の魅力を発信できるように教育活動を更に充実していく。

前年度評価結果の概要

総合評価
次年度への展望等

・観点別による評価方法の作成を通して授業改善に繋げる視点や教職員間の連携・協働が広がっている。また、授業改善スクールプランでは３教科で「Ｓ」、総合（年間）評価は「Ａ」であり、次年度は総合評価で「Ｓ」になるようこれまでの取組を継続・深化する。
・『Life Design（学習時間記録表）』を通して、「家庭学習を自主的・主体的・計画的に取り組んでいる生徒の割合」は、達成指標を満たした。今後はタブレット端末をオンライン授業などでより効果的に活用できる教職員のスキルアップをめざす。
・感染防止対策の意識が向上し、生徒(保健委員)を中心とした保健ウィークを実施するなど、主体的な活動が見られるようになった。今後も授業や部活動などで生徒自身がガイドラインを作成する際の支援を継続していく。
・今年度は公開発表会をはじめ各種活動の中止・延期が多かったが、自治体を含めたコンソーシアム体制により「梨羊羹」を商品開発できたことは、多くの方から評価いただいた。今後も在校生の満足度を向上させ、中学生に魅力を発信できるように教育活動を更に充実していく。
・「相互扶助（お互い様）シート(自習監督登録BANK)」の取組みは、教職員からも休暇取得や働きやすさを感じてもらっており、また教育人事課からも評価いただいた。超過勤務については達成指標に届かなかったが、職員別個票を作成・配付し、教職員の意識向上が図れたので次年度以降も継続する。

令和３年度学校評価（年間評価）

次年度の改善策 学校関係者評価

安全・安心な学校環境の
整備と人権尊重の意識・
規範意識の育成

学校名　　　　　　　　大分県立日田三隈高等学校

教職員の働き方改革の向
上と業務改善につながる
協働体制の確立

分析・考察

授業改善を通した、生徒
の学習意欲の向上と進路
実現の強化

重点的取組
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価


