
(別紙様式３）

①制服の着崩しをする生徒がゼロに
なる

・登校、下校指導による声かけを行う
・ＨＲでの指導の徹底
・授業開始時の指導

ＰＬ：生徒指導
SL：学年 3

・校内での身だしなみ　９割改善
・ＨＲ、授業での身だしなみ指導は、概ね実施
・校外での身だしなみが不十分な生徒が見られた

・風紀委員会をリーダーとした身だしなみ改善活動の推進
・女子スカート丈、膝中心線に統一して指導
・男子夏シャツの見直し
・学校行事（文化祭）の際の身だしなみの徹底
・HR、授業での継続指導
・校外における指導の徹底

②気持ちよいあいさつを１００％の生
徒ができるようになる

・登校、下校指導による声かけを行う
・ＨＲでの挨拶指導
・授業開始時の指導

ＰＬ：生徒指導
ＳＬ：学年 3

・校内でのあいさつ　８割改善
・ＨＲ、授業でのあいさつ指導は、概ね実施

・生徒会、部活生をリーダーとしたあいさつ運動の推進
・職員から積極的なあいさつを心がける

③遅刻、欠席数を昨年より半減する

・毎日の遅刻・欠席者の状況把握と関係
学年との連携の徹底
・個人面談の充実
・家庭訪問の実施

ＰＬ：学年
ＳＬ：担任 3

・欠席　昨年度比３０．５％減少、遅刻は、微減
・保健部での出欠把握は概ね実施
・年間通し、ＳＨＲ時の正副担任による個人面談を実施
・年３回、学期始めの集中面談を実施
・家庭訪問実施率　１年　９８％、２年８０％。３年４０％
・生徒支援会議　２０回（１年３回、２年１１回、３年６回）開催
・心配な生徒の家庭訪問を積極的に実施する担任が増加
・各種会議で生徒情報の共有を行う

・欠席１０日以上の生徒への支援充実
　１年４人、２年１０人、３年１２人
・年間通して正副担任による個人面談の実施
・早期の家庭訪問による家庭状況の把握と保護者との関係づくり
・各種アンケート等の定期的実施
　（いじめアンケート、生活時間調査　等）

①授業規律を確立し、授業に集中で
きていると感じる生徒の割合８割以
上

・授業ルールを作成し、生徒に周知する
・毎日、定期的に授業巡視を行う

PL：生徒指導
ＳＬ：学科、教科 3

〔授業アンケート〕
・授業に集中できていると感じる　９２．８％
・授業に満足していますか　　　　 ９２．０％

・チャイムとともに授業が開始・終了ができている
・授業中、大半の生徒は集中して授業に臨んでおり、落ち着いた雰囲
気で授業が実施できている。授業規律は、概ね守られている
・居眠りに対する指導は引き続き必要

・授業を大切にする意識の涵養を図る
　授業開始、終了時間の徹底
　集中した授業態度（居眠り指導の徹底　等）

・定期的な巡回指導と授業観察の実施
　授業観察は主幹教諭、指導教諭も実施。観察回数年３回程度。
　巡回指導は、学年を中心に実施

②授業、課題、考査への取り組みが
結果に反映し、自信を持てたという生
徒の割合８割以上

・１年間を通しねらいを明確にした授業づ
くりを行う
・課題による予習、復習の推進
・適正なテスト問題の作成を行う
・学習の成果を進路指導と関連づけた意
識付けを行う

PL：教務・進路指導
ＳＬ：全職員 3

〔授業アンケート〕
・授業、課題、考査の取り組みが結果に表れている　９０．１％
・授業の内容を理解できていますか　８７．４％
・授業は楽しいですか　　９１．２％
・授業を進める速さはどうですか
　　大体よい、とてもよい　　９０．５％
・先生の説明や質問の仕方はわかりやすいですか　９１．９％
・授業に関して質問・発問しやすい雰囲気ですか　　 ８９．５％
・課題は効果的に出されており、活用されていますか　８０．６％
・教科書以外の資料やプリント等を有効に活用していますか　９１．
１％

・家庭学習が不十分。家庭学習につながる授業づくりが必要
・考査平均点が概ね５５～６５点となる適正な問題作成ができた
・成績不振者に対する個別学習指導の実施者が増加
・研究授業を実施し、言語活動を取り入れた取り組みを行った
・ＩＣＴ機器の活用が不十分であった

・家庭学習時間の定着を図るため、適切な課題提供や学習時間調査
による指導を行う
・講義形式での授業形態が依然として多いため、生徒の自主的な活
動（グループ学習、発表等）の充実を図り、スクールプラン、マイプラ
ン達成に向けた授業改善を推進する
・ＩＣＴ機器の利用促進

①生徒一人一人が安心して過ごせる
ＨＲづくり

・朝のＨＲ活動内容の充実
・年間ＨＲＡの内容充実

PL：情報教育、学年・
人権教育
ＳＬ：担任
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・朝のＳＨＲの内容充実
　朝読書の定着、情報教育ウィーク期間中の講演、検定試験対策、
校歌練習、個人面談等を実施。「本を読む」生徒が８２％に向上（昨
年度５割）
・昼休みの巡回指導を学年単位で実施
・学期に１回、いじめアンケートを実施。いじめ事象なし。
・自転車施錠の確認を二学期、毎朝実施。
・盗難対策として、貴重品を持ってこない、教室施錠の徹底ができた

・朝のＳＨＲ時の内容の充実
　年間計画を、学年で作成
　朝読書を推進し、図書貸出数を５０％向上
　進路学習、人権教育など幅広い活用を行う
　学級の結束を高められる内容の充実
　生徒の活動を積極的に取り入れる（スピーチ等）

・昼休み巡回指導継続
・放課後の巡回指導を実施
・盗難対策の徹底

②頑張っている生徒をほめて伸ばす
教育活動の充実

・全校朝礼、学年・学科集会の充実
・積極的な情報発信

PL：特別活動・総務
ＳＬ：学年 3

・全校朝礼（１４回）、学年朝礼（８回）・学科朝礼（４回）実施
　生徒の聞く姿勢は随分、落ち着き、態度も改善
　学年・学科集会では積極的に生徒にスピーチをさせる機会を設定
・ＨＰ更新。昇降口ディスプレイ運用を計画通り実施
・部活動加入率　H25(63%)→H26(68%)→H27(74%)
・職員室にて、心配な事だけでなく、良い面も積極的に担任や学年主
任に情報提供を行う職員が増加した

・全校朝礼、学年・学科朝礼の内容充実
・校歌指導を年度初めに実施
・ＨＰの古いデータの更新と内容充実
・各種会議での生徒情報の共有

総合評価
次年度への展望等

①身だしなみは９割、挨拶は８割の達成状況。生徒会、部活動生をリーダーとした活動の充実および規範意識の涵養が必要。遅刻欠席については、欠席が３割減、遅刻が微減であった。特に欠席数（１０回以上）の心配な生徒（１年４名、２年１０名）に対し、重点的な支援が必要。
②授業に集中できていると感じる生徒の割合８割以上、授業、課題、考査への取り組みが結果に反映し、自信を持てたという生徒の割合８割以上は達成できた。しかし、家庭学習時間が少なく、放課後の過ごし方に課題を抱えている生徒も多い。家庭学習の定着を図り、授業を大切にできる生徒の育成が必要であ
る。
③全校朝礼、学年・学科集会を通じて学校への求心力を高める活動を展開。部活動加入率は、昨年度比６％向上。特に女子の加入率が１３％増加。朝のSHRは学年、学級での独自の活動が行われ始めた。読書活動、面談を年間通して継続できた。次年度は、SHRの内容を充実させるための年度初めの年間計画
作成、実施。校歌練習等による求心力向上を目指したい。

（２）授業を改善・充実するととも
にきめ細かい個別指導・読書活
動等により学力向上を図り、特色
ある学校づくりを推進する。

・授業担当者は授業規律徹底のためのマニュアルを作成し、生徒に周知をする
　①チャイムとともに始業のあいさつを行う
　　・授業担当者はチャイム前に教室に入る
　　・椅子を机に入れ、後ろに立ち、気をつけの姿勢であいさつをさせる
　　・あいさつをする前に、下記の点のチェックをする
　　　身だしなみ、ゴミの散乱、机の並び
　②始業点検を行う
　　・出欠確認および事由、所在の確認を確実に行う
　③呼ばれたら「はい」と返事をさせ、立たせる
　④授業規律を確立する
　　・私語、居眠り、立ち回り、他教科の学習等の禁止
　⑤チャイムと共に授業終了のあいさつを行う
　⑥上記のことを、シラバスに記載し、年度当初の授業で必ず徹底して、指導する
・分掌主任、学年主任が定期的に授業の巡視を行う
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◇保護者アンケート（回収率３５．５％）
　　※全体集計は最終評価時に掲載
　１）興味関心を持って授業に参加できているようだ
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（８４．４％）
　２）集中して授業に参加できているようだ
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（８０．６％）
　３）家庭学習に毎日、１時間以上取り組んでいる
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（２８．４％）
　４）課題がどれくらい出されているかを知っている
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（３４．６％）

◇意見・要望
　・家庭学習時間が少ないということであるが、教科書を学
校に置いていたのでは、家庭学習につながらない。持ち帰
らせる指導も必要ではないか

・授業改善５点セットによる授業改善を行う
・公開研究授業を年２回実施
・各学期末に授業アンケートを実施し、理解力の把握を行う
・予習、復習のための課題を課す
・生徒の能力にあった適正な試験問題作成（誰もがわかる問題を６割入れる　な
ど）
・生活時間調査の実施による学習時間把握と指導
・放課後の個人補習の実施
・３年間の進路指導計画に基づき、個々に応じた進路目標を早期に設定させる

（３）部活動、生徒会活動などの
充実を通して豊かな心を育み、活
力ある学校づくりを推進する。

・朝のＨＲを３０分間設け、朝読書、身だしなみ指導以外の時間の内容を情報教育
部が中心となり組織的に検討し取り組む
（例）１分間スピーチ、校歌練習、生徒会や各種委員会呼びかけ、新聞コラムの要
約　等
・昼休みの巡回指導の実施
・盗難の未然防止（施錠、貴重品袋の活用）
・いじめアンケートの定期的な実施
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◇保護者アンケート（回収率３５．５％）
　　※全体集計は最終評価時に掲載
　１）学校生活が楽しいと感じている
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（９０．９％）
　２）目標を持って学校生活が送れている
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（８１．７％）
　３）朝読書を実施していることを知っている
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（６５．２％）
　４）ホームページを閲覧したことがある
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（６６．６％）

◇意見・要望
　・体育大会は素晴らしかった。先生方が大きな声で指示す
ることもなく生徒がスムーズに動いていた。
　・先生主導に感じます。もっと生徒たちが自分達でつくりあ
げていけば真剣に取り組むと思います。
　・体育大会が、あまりにも競技が少なく参加している子ども
たちも見ている方も、楽しくありませんでした。部活の対抗リ
レーや独自の競技などしたらもっと盛り上がると思う。
　・内容の再考（応援団、応援合戦、種目）

・全校朝礼、学年・学科集会を１ヶ月に１回開催。
・各種表彰は、教室でも行い、クラス内で共有する場を大切にする
・昇降口ディスプレイ、HP、フェースブックによる情報発信を毎日実施
・全職員で教育活動全般を通じて生徒を観察し、よい面を見つけ、担任への情報
提供を行う（例；授業での積極的な取組や発言、掃除態度、部活動での様子、資
格検定取得　等）

（１）健康・安全を徹底するととも
に、端正な頭髪・服装、礼儀、マ
ナーなど基本的な生活習慣の確
立に努める。

・登校時、学年主任による昇降口での声かけ
・下校時に、副担任３名による昇降口、自転車置き場での声かけ
・正副担任は、朝のＨＲ時に身だしなみのチェックを行う
・授業担当者は、授業開始時に、挨拶の前に身だしなみを整えさせる
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◇保護者アンケート（回収率３５．５％）
　　※全体集計は最終評価時に掲載
　１）頭髪・服装は、４月以降改善されたと感じる
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（７２．１％）
　２）校舎内は綺麗に清掃され、学習しやすい環境作りがで
きている
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（８２．２％）
　３）生徒は気持ちの良い挨拶ができている
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（７８．３％）
　４）お子さんの悩みや不安などについて家庭で話しをする
機会がある
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（７６．４％）
　５）学年主任、正副担任、部活動顧問等で相談しやすい職
員がいる
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（７５．２％）
　６）学級担任は、子どものことをよく理解してくれていると思
う
　　　当てはまる、ある程度当てはまる（８６．８％）
◇意見・要望
　・身だしなみも随分と良くなったと感じている
　・毎回ＰＴＡに参加していますが、校内や廊下もきれいで
す。生徒さんが「こんにちは」と笑顔であいさつしてくれるの
で、こちらも笑顔になれます。
　・トイレ、廊下等の掃除が不十分だと感じる
　・体育大会の時、運動場へ入る際に男子２名から明るい
挨拶をしてもらい高校生なのにしっかりできると思いました

・登校時、学年主任による昇降口での挨拶
・下校時に、副担任２名による昇降口、自転車置き場での挨拶
・正副担任は、朝のＨＲ時に毎日、挨拶指導
・授業担当者は、授業開始時に、大きな声で挨拶をさせる

・保健部が毎日の遅刻欠席の把握を行う
・ＨＲ担任は、努めて毎日、全員に声かけを行う
・担任は、保護者への連絡による遅刻者の安否確認を徹底して行う。連絡が取れ
ない場合は、家庭訪問を速やかに実施する
・担任は、家庭訪問を全員行う
・生活面で心配な生徒（欠席者）は、速やかに家庭訪問を実施
・学年、学科会議にて、生徒情報を共有し、支援会議等校内で組織的な対応を行
う

生徒一人ひとりを大切に、健康・安全を徹底し、知性教育・情報教育の充実に努め、学ぶ意欲やたくましく
生きる力を涵養し、自己実現に資する。

情報教育を充実し、情報関連上級学校への進学、情報関連産業への就職等、情報関連分野へ有為な人
材を輩出する。

（１）健康・安全を徹底するとともに、端正な頭髪・服装、礼儀、マナーなど基本的な生活習慣の確立に努める。
（２）授業を改善・充実するとともにきめ細かい個別指導・読書活動等により学力向上を図り、特色ある学校づくりを推進する。
（３）部活動、生徒会活動などの充実を通して豊かな心を育み、活力ある学校づくりを推進する。

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

平成２７年度学校評価（年間評価）
学校名　　　　大分県立情報科学高等学校

前年度評価結果の概要
①基本的生活習慣の確立；身だしなみは８割、挨拶は６割の達成状況。継続指導が必要。次年度、各学年、遅刻・欠席数が１０回以上の心配な生徒が７～８％。生徒把握による改善が必要。
②基本的な学習態度、学習習慣の確立；授業規律、特に居眠り指導が不十分。家庭学習時間も学年が上がるにつれ少なくなる傾向。次年度、魅力あるわかる授業づくり、授業と家庭学習をリンクさせた取り組みの推進が必要。
③思いやりのある生徒の育成；全校朝礼、学年・学科集会を通じて頑張っている生徒を褒める活動を展開。一定の成果あり。次年度は、基本であるＨＲ活動の充実、部活動と学年との連携強化、思いやり・協調性を育む学校行事の充実が必要。

学校教育目標 中期目標 重点目標


