
(別紙様式３）

①制服の着崩しゼロ！

毎朝、昇降口での身だしなみ指導を学年
別に行うともに、朝礼、終礼時には正副
担任、始業時には、教科担当が身だしな
み指導を行う

ＰＬ：生徒指導
SL：学年主任 3

○昇降口指導は定着。制服の着崩しが改善
○朝礼、終礼時での正副担任による身だしなみ指導はかなり浸
透
●始業時の身だしなみ指導は、教科により差があるが、全体的に
指導意識は高まっている。

・下校指導の充実を図る
・昼休みの校内巡視を行う
・始業時の指導の徹底を行う
・PTA総会、学年PTAの出席率を向上。職員と保護者の信頼関
係、保護者間の連携強化を図る

②気持ちよいあいさつ１００％
・朝礼、終礼、始業時、終業時のあいさつ
の徹底とＰＴＡ、生徒会、部活動と連携し
たあいさつ運動を行う

ＰＬ：学年、教科主任
ＳＬ：全職員 3

○授業、廊下や職員室等でのあいさつは改善。６割の生徒は、挨
拶を自らしてくれる。
○ＰＴＡの朝のあいさつ運動は、月１回、生徒会は週２回あいさつ
運動を実施。
○１学年は、挨拶コンクールを実施。効果があった。

・朝礼、終礼、始業時、終業時のあいさつ指導を継続して実施
・各種集会時に挨拶指導を実施

③清掃に全力投球＆ポイ捨てゼ
ロ！

清掃に集中して取り組むとともに大掃除
を定期的に行う

ＰＬ：生徒指導
ＳＬ：全職員 3

○校内は以前と比較し綺麗になり。生徒も、意識して掃除を実
施。
●月１回の大掃除の実施ができていない。

・美化委員会を活性化。定期的な美化コンクールや週番活動によ
る生徒会が主体となった校内美化活動
・花いっぱい運動などを企画し美化意識を高める

①授業ルールを守り、授業に集中す
る

授業ルールを作成し、生徒に守らせる
PL：生徒指導
ＳＬ：学科、教科 3

○始業開始時は、概ね授業が開始。
●始業時の授業準備は不十分。
●授業規律は、私語は改善。居眠り指導は、担当により差。

・授業規律のルールを、年度初めに周知
・学ぶ意欲を喚起するための授業内容の工夫、改善

提出期限を守らせる
PL：学科、教科
ＳＬ：全職員 3

○提出物は、８割の生徒は提出期限内に提出。改善が見られる
●未提出者の居残り指導は、教科により取組に差

・未提出者に対する指導の徹底

長期休業課題提出を促進する
PL：学科、教科
ＳＬ：全職員 3 ●１週間以内の提出完了はできなかった 教科担当と担任との連携による未提出者への指導の徹底

ボランティアへの関心を深める広報活動
や校内奨励制度を作成する

PL：特別活動
ＳＬ：学年 2

○ボランティアの冊子を学級に配布。呼びかけを実施
●呼びかけに対して、参加者なし
●生徒表彰等を推進する環境作り（体制、組織等）に課題

・生徒会主導で校内のボランティア活動を推進
・家庭クラブとの連携した活動
・校外ボランティア活動への呼びかけ

学校独自のボランティア活動に取り組む
PL：特別活動
ＳＬ：学年 3

○全校合同ゴミ拾い、家庭クラブによる教室カーテン製作実施
○部活動生による校内環境美化活動

・年間の指導計画による計画的な運用

②頑張っている生徒をほめて伸ばす
ハッピー＆スマイルプロジェクトの推
進

ホームルームや各種集会にて頑張って
いる生徒を紹介し、自己肯定感や有用感
を養う

PL：人権教育
ＳＬ：学年 3

○全校朝礼、学年・学科集会を毎週実施。部活生へのインタ
ビュー、ビデオ上映、壮行会の有志応援など生徒主体の集会を実
施
○HP毎日更新による情報発信
○昇降口ディスプレイを利用し教育活動を発信

・全校集会、学科・学年集会を通し、生徒が元気になる集会づくり
を計画的に実施し、生徒の教育活動を支援する集会づくり
・ＨＰ、プラズマディスプレイの活用促進

①目標・目的を共有し、決めたこと
は、全職員で必ずやり抜く

重点目標を全職員に意識させ、学校自
己評価と連動して取組の検証を行う

PL：教頭
SL：分掌主任 3

○目に触れる場所にグランドデザインを掲示
○中間反省分析より、生徒指導充実のための教育活動改善に着
手

・生徒指導充実のための教育活動改善を推進
（情報系大学・専門学校との連携、体育大会のあり方、教育課程
の編成、学級編制、コース内容　等）

②生徒に献身的に関わり面接、日
常の声かけ等により生徒理解、支援
に努め、中退者を出さない

生徒を多面的に捉え、生徒理解に努める
ＰＬ：学年
ＳＬ：正副担任 3

○二学期開始時の集中面接、部活動・学年・学級・実習アンケー
ト、生徒実態調査、家庭訪問による生徒把握に努める
●学校に魅力を感じない生徒への関わりが不十分
●出欠管理による生徒把握を実施。組織的な支援体制が不十分

・保健分掌で毎日の出欠状況を引き続き管理。心配な生徒の早
期発見、適切な指導（家庭への連絡、家庭訪問、生徒支援委員会
の開催、教育相談との連携等）を学年、学科と連携し組織的に行
う。
・スクールカウンセラーの活用を推進

③授業力を向上させるため、研修・
研究に積極的に取り組む

公開研究授業、互県授業を年に２回程度
実施する。また、授業アンケートによる授
業改善を定期的に行う

ＰＬ：教務
ＳＬ：学科、教科 3

○公開研究授業、授業アンケートによる授業評価を年２回実施
○専門学校の長期休業中の情報研修に職員２１名派遣

・授業アンケート集計結果の分析。授業改善の工夫を行う
・専門的な力量（特に情報分野）を高めるための外部研修への積
極的な参加、還元

○女子のスカート丈は、随分と改善されすがす
がしい印象を受ける
○月に１回、挨拶運動に参加していますが、昨
年度より挨拶を返してくれる生徒が増えたと感
じています
○挨拶運動の後に、ＨＲの様子を見ましたが、
落ち着いた学校生活が送れているようで安心
しました（１年保護者）
○朝の挨拶運動は、生徒の朝の様子が分かっ
たことや最初は恥ずかしそうにして声が余り出
なかったが回数を重ねる毎に目を合わせて大
きな声で挨拶をしてくれて好感が持てた
○挨拶運動にクラス毎、部活動毎に参加する
と活気づくのではないか
●PTA出席率は昨年より向上したが、年間を
通じて向上してくれればと思う。懇談会出席者
数も同時に改善するとよい
●学年PTAを２回実施したことは良かった。夕
方から夜の部があるのは出席率向上につなが
ると思う

○学校の目標が何なのか余りよく知りません。
親としては、子どもが元気に楽しい学校生活を
送ってくれることが一番です。
○本年度、ダンス同好会が発足したと聞きまし
た。先日、活動の様子がテレビでも放映されま
した。生徒の頑張っている姿をみて嬉しくなりま
した。
●｢授業がおもしろくない、わからない｣と子ども
から聞くことがあります。｢あなたの努力が足り
ないんじゃない。もっと頑張りなさい｣と家庭で
も指導していますが心配しています。
●授業アンケートの結果は公表しないのでしょ
うか？どんな授業評価なのか見てみたいと思
います。
●学校として、これといった魅力に欠ける。特
色をもっと出すべき。
●管理室にこもって、情報交換しないのはいか
がなものか

○ＨＰを毎日見ながら楽しく学校生活を送れて
いるのかなと感じます。今後も楽しみにしてい
ます。
○サッカーの応援、テレビで観戦しましたが、
一体感がある応援に感動しました。
○各種集会や朝読書は良い取組みだと思う。
●情操教育を行う上で、ボランティア活動はと
ても大切だと思います。他校での活動がテレビ
等で報道されますが、情報科学もボランティア
にはもっと積極的に取り組んでもいいのかなと
思います。

●高校に入学して、学習時間が減ったと感じて
いる。課題についてはどれくらいの課題が出さ
れているかわからないが、もっとあってもいい
のかなというのが率直な感想です。
●居眠りや私語があるというのは、驚きです。
自分の子どもからは、そのような事は聞きませ
んが、勉強する時間とそうでない時間とのけじ
めがないのは良いことだとは思いません。
●資格取得にもっと力を入れても良い
●基礎学力をもっとつけてほしい

②課題提出１００％

①ボランティア活動（奉仕活動）に各
学期１回以上参加

3

3

3

3

・公開研究授業、互見授業を２回程度行う
・年２回、授業アンケートを実施し、授業の理解度、興味関心の度合いを
向上させる

・職員室や玄関、学科管理室等に重点目標を掲示し、目に触れるように
する
・年３回の学校自己評価により、進捗状況の確認を行い、分析改善に努
める

・個人面接では、生い立ちや家庭状況、抱えている悩み等を探り、生徒
の変化を早期に発見し、個々に応じた支援を心がける。また、副担任も
面接に関わる。
・面接内容については、記録を残し、気になる内容については、学年主
任、副担任で共有を図るとともに教頭に報告する
・生活実態調査を定期的に実施し、生徒理解に努める

・昇降口指導は担任以外の学年所属職員で毎日実施する。その間、正
副担任は、教室にて登校している生徒の身だしなみを確認し整えさせる
・朝礼、終礼時には、正副担任二人で身だしなみを整えさせる
・始業時には、教科担当が挨拶前に身だしなみを整えさせる

・朝礼、終礼、始業時、終業時に大きな声であいさつをさせる
・悪い場合には何度もやり直しをさせる
・あいさつをする際は、椅子を机に入れさせ、椅子の後ろに立たせる
・あいさつの仕方については、進路の手引きに沿ったあいさつを指導す
る
・ＰＴＡの生活委員会（月１回）、生徒会（週２回）、部活動生によるあいさ
つ運動を行う

・各区域で、役割分担をし、与えられた清掃区域をきれいにする責任を
明確にする
・職員は、清掃時間は必ず清掃監督を行う
・掃除マニュアルを作成し、共通した指導を行う
・クラス担任は、清掃ローテーション表を掃除担当者に４月当初に渡し、
連携を密にとる
・月に１回、大掃除を行う（５分短縮）

自他を慈しみ、思いやりのある生
徒の育成

・ボランティアへの積極的な参加を促す広報紙を作成し教室に掲示（昨
年度実績）
・各種ボランティアの案内をクラスに配布し、参加の呼びかけを行う
・参加時間、回数等に応じた表彰基準を作成し、生徒を表彰を行う体制
を作る

・学年単位で学期に１回奉仕活動デー（ＨＲＡ）を設け、近隣の住宅地や
公共施設の清掃活動を行う

・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、クラス
担任へ情報を提供する（例；授業の取組や発言、掃除態度、部活動の様
子、資格検定取得　等）
・クラス担任は、定期的に頑張っている生徒を紹介し、クラスで褒める活
動を行う。また、全校集会、学科・学年集会でも積極的に紹介する

・基本的な生活習慣の確立が不十分である。具体的には、身だしなみ、挨拶、遅刻欠席、清掃など指導の徹底が必要である。
・授業中の学習態度が乱れていたり、学習意欲に欠ける生徒がいる。授業規律を見直し、授業と家庭学習をリンクさせ学習に取り組む意欲を喚起し、学力向上に努める必要がある。
・自分に自信が持てない生徒やクラス内での居場所を確立できない生徒が多数存在する。そのため、人間関係でのトラブルや指導に素直に従わない自分勝手な行動が見受けられる。人間性や社会性を育む教育活動の充実を図る必要がある。
・重点目標に沿って、職員が共通認識のもと意識統一を図り、教育活動を行っているという一体感に欠ける。職員の意識改革を図り、結果に責任を持てる職員集団を作る必要がある。

前年度評価結果の概要

重点目標 達成(成果)指標

①基本的生活習慣の確立
②基本的な学習態度、学習習慣の確立
③自他を慈しみ、思いやりのある生徒の育成
④目標・目的を共有し、結果に責任を持つ教師集団をめざす

取組指標

重点目標中期目標

「信頼される学校」をめざし、「落ち着いた学校」、「夢実現できる学校」、「入りたい学校」を目標に、
確かな学力、豊かな心、健やかな体をはぐくむ。

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、身だしなみ、ゴミの散乱、机の並びのチェックを
する
②始業点検を行う　　出欠確認および事由、所在の確認
③呼ばれたら「はい」と返事をさせ、立たせる
④授業規律（私語、居眠り、立ち回り、他教科の学習等の禁止）を確立す
る
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

・クラス担任任せではなく、教科担当者が授業内で未提出者への指導を
徹底。
・授業担当の責任で未提出者の居残り指導を行い、日頃から指導をする

・解答配布日を設定し、取組を促進する
・新学期開始１週間以内に未提出者をなくす

総合評価
次年度への展望等

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。

平成２６年度学校評価（年間評価）

次年度の改善策 学校関係者評価

基本的な学習態度、学習習慣の
確立

学校名　　　　大分県立情報科学高等学校

目標・目的を共有し、結果に責任
を持つ教師集団をめざす

分析・考察

基本的生活習慣の確立

重点的取組
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価

学校教育目標

生徒一人ひとりを大切に、健康・安全を徹底し、知性教育・産業教育の充実に努め、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。


