
(別紙様式２－２）

学校教育目標

1 1 ○ 各分掌と連携をとりながら、全職員に対して生徒
の情報の共有が出来て良かった。

●日常の授業に対する生徒の取り組みや全科目対象で課題を課すなど、毎日の家庭
学習確保について検討する必要がある

2 2 ○ 各学年の副担任のサポートにより、生徒指導に
対して手厚い指導が出来た。また、健康に関する
セミナーを実施して健康面の大切さを教えること
が出来た

●学校生活に適応できず、進路変更していく生徒への組織的相談体制の確立。

3 3 ○ 地元の各種行事に積極的に参加しながら、ボラン
ティア活動を実施した。地域の方との交流も出来
て今まで以上に本校の特色を理解していただい
た

●地域との交流を通じて、参加した生徒に自信を持たせるまでにはいたらなかった。

4 4 ○ 全国的に進路状況が厳しい中、卒業生進
路内定率１００％を達成することが出来た。

●就職希望者の第一希望達成率が目標値を下回り、８０％に達しなかった。

5 5 ○ 様々なトピックや新聞記事等の報道、掲載
により、本校教育活動への関心を持ってい
ただくことができた。

●

個人評価

・ 朝学習、課外学習を実施、毎日課題による家
庭学習の習慣化により、基礎学力の定着、苦
手科目の克服を目指す。

◆欠点保有者数各学期
５％以内

○ １、２学期ともに欠点保有者が全体で１１％と高めだっ
たが、長期休業中等に欠点解消に向けた追加指導を
行ったこともあり、３年生は在籍全員の卒業が決定し、
１、２年生も学年末考査に向け取り組んでいる。

家庭での学習時間を設ける工夫を
考えてほしい。

  学年部や授業担当者が成績不振者に対し、放課後や長期休業中
に課題の提出や補習授業を実施することにより欠点解消に取り組ん
だ。

PL
SL
教務主任
進路指導主任

● 欠席の多い生徒は欠点も多い傾向にあるので、毎日
登校するという基本的な生活習慣を確立できるよう他
分掌と連携して改善に取り組む必要がある。

  まず、学校に来る。そのためにも生徒に明確な目標を設定をできる
ような指導の工夫を検討していく必要がある。

◇月ごとの生徒学習状況
調査と内容確認、改善

○ 学年や各分掌等で、生徒の状況把握ができた。
他教科の授業を観察する機会を実施でき、参考になっ
た。

　　生徒が達成感を抱くことができる授業を目指し、授業研究等研修
活動を多く実施する必要がある。

● 月ごとの確認ができなかった。
課題により家庭学習の実施を促すものの、現状では改
善に結びついていない。

　課題等の不足が原因であり、各教科科目から宿題等を出題するよ
う働きかける。

・ シラバスを活用して計画的に授業を進め、研
究授業や公開授業を通してわかる授業の充
実を図る。

◆授業満足度８０％以上 ○ １、２学期ともに85％以上が満足あるいはだいたい満
足であった。

卒業後の社会人や学生としての自
覚を身につけさせてほしい。

　体験的な活動に意欲を見せる生徒が多い。現場実習やインターン
シップなどキャリア教育の充実が求められる。

● 一部の授業において不満を持つ生徒がいる。 　1時間の授業を充実したものにするため、教員の相互授業見学や
公開授業の実施により授業改善を図る。
　各科目ごとの授業満足度調査の実施と分析が必要。

◇学期毎の科目別授業ア
ンケートの実施 3

毎学期末に実施

・ 礼法指導チェック表（生徒・教師用）を作成し、
担任に配布。

◆ ○ 授業開始・終了の挨拶及び服装の着こなしについて指
導を重ねることにより礼法等が身についてきている。

授業開始･終了時だけではなく、毎日の校門及び生徒昇降口でも挨
拶指導を行うことにより礼法等が身についてきている。

・ 担任から各授業担当者に配布する。 PL
SL
生徒指導主任
進路指導主任

・ 進路指導主任はチェック表を回収し、集約・分
析を行う。

◇ １ヶ月に１度チェック表に
記入するとともに問題点
を分析

● 問題点の集約・分析が不十分である。 その時だけでなく、毎日の積み重
ねが大事であると思うので、粘り強
く指導してほしい。

生徒及び教職員の礼法指導に対する温度差を感じている。明確な目
標を設定できるような指導の工夫を検討する必要がある。

・ ◆服装頭髪違反者をゼロ
とする

○ 頭髪服装検査の際の違反者も数名であり、学年部中
心の指導に素直に従う。

頭髪服装検査のためだけではなく、日頃の生活指導の中で頭髪･服
装への意識が高まるよう指導する。他分掌との連携も必要である。

◆問題行動件数ゼロを達
成する

● 喫煙による問題行動が1件発生した。 喫煙については、家庭でも黙認されており、禁煙指導には家庭との
連携が必要である。

◇日常的に全教職員に
「その場指導」に力を入
れる 3

○ 毎日の各クラスの朝礼･終礼に学年部の全職員が参
加しており、「その場指導」が徹底されている。

引き続き、指導をお願いしたい。 全職員の共通理解のもと、校内、校外を問わず決して違反をさせな
い「見える指導」に力を入れる。

平成２４年度学校評価結果

分析・考察及び今後の方策

自己評価結果学校運営計画

具体的方策
◆成果指標
◇取組指標

学校名　　　　　　　大分県立津久見高等学校海洋科学校

３年間を見通した学習指導計画を策定、活用し、学力向上に資する。 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。

健康・安全を徹底するとともに、端正な頭髪・服装、時間厳守など基本的な生活習慣の確
立に努める。

生徒会活動、ボランティア活動、部活動などの充実を通して社会性や豊かな心を育み、活
力ある学校づくりを推進する。

中期目標 重点目標

生徒一人ひとりを大切に、キャリア教育を推進し、第一進路希望達成など魅力ある学校づ
くりを推進する。

ホームページの充実や、報道機関への情報発信など、開かれた学校づくりに務め、学校ブ
ランドの確立を促進し、本校志願者の増加を図る。

○成果　　●課題評価領域

○知的好奇心と活力を
持って個性を発揮し、自ら
人生をきり拓くたくましい
人間を育成する。
○水産・海洋教育の充実
を図り、豊かな人間性・確
かな学力・高い専門性を
身につけ、水産・海洋関連
を中心とした産業社会を
担う人材を育成する。

○成果　　●課題

   健康・安全を徹底すると
ともに、端正な頭髪・服
装、時間厳守など基本的
な生活習慣の確立に努め
る。

基本的マナーを身につ
けさせる

  生徒指導

3

全校終礼を継続して行い、清潔でさわやかな
頭髪、高校生らしい制服の着こなしを指導す
る。改善が見られない生徒については、再検
査を実施し粘り強い指導を行う。

   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。

重点目標

規範意識、健康・安全意識を高め、基本的な生活習慣を確立する。

特別活動や体験活動、環境教育を充実し、思いやりの心、豊かな心を育
む。

３年間を見通した進路指導計画を策定、活用し、第一進路希望の達成に
資する。

津久見高校本校との交流・連携を強化し、コミュニケーション能力を備えた
生徒を育成する。

3

3

2

3

教科指導

学校関係者評価評価



・ ◆全校で１日の遅刻者ゼロをめ
ざす　◇各学年や保護者と協
力して、遅刻者の状況を把握
し、「遅刻者対応のルール」に
沿った指導を行う

● １日の遅刻者の平均は2.0名であり、昨年と比較して減
少している（昨年2.7名）。家庭との連携を密にし個々に
応じた指導が必要である。

「基本的生活習慣の確立」は高校
生の最も重要な課題であるので、
厳しい指導をお願いしたい。

家庭的に問題がある生徒も多く、外部機関との連携をさらに進めて
いく必要がある。

・ 校内、校外指導を継続して行うとともに、交通
安全教室、バイク実技指導教室、防災訓練を
さらに見直し充実させ、生徒の身体生命を守
るために強く指導する。

◇事故ゼロを目指し、年３
回行われる交通安全期
間に、生徒、教員、保護
者が参加する。

○ 校内外での交通指導を強化している。関係機関とも連
携し、交通安全教室や防災訓練等も充実している。年
3回の交通事故ゼロ運動にも保護者の協力のもとに参
加することができた。

校内及び校外指導をさらに強化し、安全に関する講習や研修をさら
に充実させる必要がある。地震・津波に対する意識も高めさせたい。
安全指導に対しては保護者も協力的であり、保護者にも安心してもら
えるよう指導を徹底する。

・ ◇

・ ◆

PL
SL
保健主任
特活主任

○ 生徒保健委員会が食事と飲み物に関するアンケート
調査を行った。集計後は、保健委員が各項目に対して
手書きでコメントを添えて配布することで、生徒は興味
を持って読み、考える機会になった。

・ ◇ ○ 除草，壁磨き、床磨きなど重点箇所をしぼったピンポイ
ント清掃を７回実施した。生徒は熱心に取り組んでい
て環境美化に努めることができた。

学校が常にきれいに保たれていま
す。
今後も継続してお願いしたい。

・ 外部等機関を活用し、実習船等における安全
体制の確立を図る。

◆実習船乗組員に対する
救急救命（ＡＥＤ）・安全
講習会等の開催。

3

○ 職員研修として、心肺蘇生法の講習会を実施した。教
職員と実習船乗務員が一緒に受講し、実習を通して手
順等を確認した。

心肺蘇生法の講習会には、教職員と実習船乗務員ともにほぼ全員
が参加し、受講した。実習を通して手順等を再確認することや、安全
意識を高めることは大切なことであるので、来年度以降も継続して実
施したい。

・ ◆部活動加入率７０％以上 ○ 部活動を活性化すれば、学校全体
も盛り上がって来ると思います。是
非がんばってほしい。

PL
SL
特別活動主任
生徒指導主任

● どの部活動も少数精鋭ながら、全国レベルの大会で
活躍できる人材を育成したい。

・ マリンピック（運動会）、海校祭（文化祭）は生
徒が主体的に活動できるように運営する。

◆生徒満足度事後アン
ケート９０％以上

○ 両行事とも本校独自のカラーがあり、多くの生徒に満
足感や達成感が見られた。

● 今年もやはり教師主導型になってしまい、企画面では
反省点が多い。次年度は、生徒が主体的にできる場
面を明確に設定していくことが重要である。

生徒が自主的に考え、そして決め
ていく環境作りを教員が指導する
体制が必要である。

・ 地域から要望のある行事に生徒会を中心に
参加する。

◇各学期に１回程度、ボラ
ンティア活動を行う

○ 学校行事であるマリンスクールの中で、東日本震災被
災地への募金活動を行った。

○ 年３回、臼杵支援学校でのボランティア活動に参加し
・ ◇ ○ マリンピック開催前に佐志生海岸の清掃を行った。し

かし、例年実施している、近隣小・中学校との合同清
掃は、日程調整がつかず、実施できなかった。

小・中・高と地域との連携を深めて
いくためにはこの活動は是非継続
してほしい。

今年度は、１年生の部活動入部率が非常に高く９５％
に達した。これは生徒自身のモチベーションの高さもあ
るが、上級生が速い段階から勧誘した成果である。

次年度も早めに上級生が働きかけ、今年度同様の髙い入部率を維
持する。

生徒ができること、できないことを明確にして、教師側が上手くサポー
トする体制作りが必要である。

3

禁煙、肥満防止、生活
習慣病に関する講演、
性教育等各種講演会等
及び学校保健安全委員
会の開催を各学期１回
以上実施する

健康・安全

3

ピンポイント清掃で校内がきれいに保たれており、生徒の意識も高
まっているように思うので、来年度も継続して実施したい。しかし、行
事前の大掃除と合わせて、回数や内容については再度検討していき
たい。

今後も他分掌と連携し、全校生徒の生活状況を把握していく。

遅刻指導に力を入れ、著しく遅刻の多い生徒
には、保護者、クラス担任・生徒指導主任との
話し合いの場を持ち、連携を密にして生徒一
人一人に応じた指導を行う。

１年生対象の「禁煙セミナー」を6月に、２年生対象の
「性教育セミナー」を11月に、３年生対象の「救急救命
セミナー」を１月に実施した。また、今年度は「くすり教
育セミナー」も実施した。生徒は講習を通じて、正しい
知識を身につけるとともに意識を高めることができた。

生徒対象の「禁煙セミナー」、「性教育セミナー」、「救急救命セミ
ナー」、「くすり教育セミナー」では、生徒は真剣に講習を受け、正しい
知識を身につけるとともに意識を高めることができた。特に今年度実
施した「くすり教育セミナー」では、講習前のアンケートに比べ講習後
のアンケートで薬についての知識や意識が明らかに変わっており、と
ても有意義な講習であったと思う。
生徒のアンケート調査では、清涼飲料水等を予想以上にたくさん買っ
ている生徒もおり驚いた。生徒保健委員の呼びかけも有効であった
と思うが、継続して健康に関しての意識の向上を促すような取り組み
をしていきたい。

規範意識の低下によるゴミのポイ捨てに対し
て、通常清掃、ピンポイント清掃を行う中で環
境保全意識の高揚及びマナー教育の充実を
図る。

ピンポイント清掃
年７回実施

3

○生徒の生活実態アンケート結果を踏まえ、学
校医・薬剤師と連携を深めながら各種講演・
講習会を開催し、肥満の改善や虫歯治療、生
活習慣病の改善を図る。

次年度は、日程調整をして小・中との合同清掃を実施したい。

新１年生の部活動加入を呼びかけ、部活動加
入率を高めるために見学期間を設ける。

学校運営   生徒会活動、ボランティ
ア活動、部活動などの充
実を通して社会性や豊か
な心を育み、活力ある学
校作りを推進する。 3

2

ビーチクリーンアップ（環境教育推進事業）を
充実させる。

年２回、小、中学校・地
域と連携して海浜の清
掃活動を実施する

いじめ実態調査や学校満足度調査をもとに、全校生徒
に対して面接を繰り返し行うことにより生徒の生活状
況や考え等を把握することができた。

   健康・安全を徹底すると
ともに、基本的な生活習
慣の確立に努める。

基本的な生活習慣を確立・育成するために、
アンケート調査等を行い生徒の生活実態を把
握し指導に活かすとともに、保健だよりを通
じ、生徒・保護者に啓発する。

アンケート調査、発表を
年１回、保健だよりを月
１回発行

3

3

教員と生徒との信頼関係が一番大
切なことなので、日頃からのコミュ
ニケーション体制をお願いしたい。

3

○



・ ◇ ○

・ 海辺地区健全育成会議に参加し、情報の交
換を行う。

◆左記の会議の際、積極
的に学校のＰＲを行う

○ マリンスクール等の活性化により、地域の関心も高ま
り、本校に対する評価の向上を確認することができた。

学校のPRのために是非継続してほ
しい。

・ 大学進学希望者に対し、普通科教員を中心
にチームを組織し、２年次より実施する。

◆大学受験及び資格試験
受験者全員を合格させ
る 3

○ クラス担任及び担当者の熱心な指導の結果、大学受
験ならびに資格取得に合格することができた。

多くの資格を取得させるために、先
生方の指導をお願いしたい。

大学受験に関しては、進学指導のさらなる確立を目指し、早い段階
からの補講等を含めた指導が必要である。

・ 資格取得に対して、補講等の実施により合格
率を高める。

◆ ３年間での資格取得を
一人３つ以上を目指す

PL
SL
進路指導主任
教務主任 2

○ 1・2年生に関しては、資格取得に対する意識が向上し
つつあり、６０％以上の生徒が有資格者である。

企業に就職するにあたり、卒業までに取得しなければならないライセ
ンスもあるため、資格取得に対する更なる研究指導が必要である。

● 3年生の資格取得状況が昨年度より大きく下回り、1・2
年生次の取得状況が悪かった。

◆就職希望者全員に対
し、進路希望実現を達成
させる

○ 造船業等の不況に伴い、昨年より遅くなったが、進路
希望達成を１００％することができた。

● 第1希望達成率が昨年より大きく下回り、今後進路指
導の方法を検討する必要がある。

◇情報収集、分析等により
生徒を徹底指導する 3

○ 早い段階から、企業訪問等により情報収集を行い、適
切な指導を行うことができた。

生徒自ら自己の希望男する進路に向けて情報収集や分析ができる
ような環境や指導を行っていきたい。

・ ◇月刊アクセス数　・５%増 ○ 総アクセス数が２７，５４５件あり、多くの方々に閲覧し
ていただき、本校について理解していただいた。

PTA総会の出席率アップ PL
SL
総務主任
特別活動主任

● 毎年２回行われるPTA総会の出席率をアップする必要
がある。

総会の出席が年々減少傾向にあり、昨年度実施時期についてアン
ケートをとった上での開催であったが、保護者の仕事等の関係もあり
なかなかアップにつなげることが出来なかったので何らかの方策を
考えたい。

◆どれだけ閲覧したのか
アンケート調査の実施
（閲覧目標60%） 2

○ インターネットの普及により、各家庭で学校のHPを閲
覧できる環境が整った。

報道関係のみならず、HPなどで学校をPRしたい。

・ ◆本校実習製品のブランド
化を推進する

○ マリンスクールと題し、小学校へ出向きストラップ作り
や魚のさばき方などを本校生徒が中心となり、小学生
に教え大変好評であった。

マリンスクールや幟市の参加など
地域の行事に参加することは、学
校の活性化に大いにつながってい
た。

今年度５０回以上のマリンスクールを実施して地元地域の行事や各
小学校へ出向き、本校の取り組みをアピールすることが出来た。来
年度以降、地域に愛される学校として積極的に各種行事等に参加し
ていきたい。

◇新大分丸の体験乗船を
２回以上実施。 3

○ 今年度は津久見高校本校生徒や職員にも乗船してい
ただき、海洋科学校の特色をPRすることが出来た。

これからも学校の特色をますまPR
してほしい。

来年度以降も体験乗船を実施しながら、本校独自の特色をアピール
していきたい。

◇本校関連報道記事３２
件以上

3

○ 昨年同様に報道関係に本校の記事を掲載していただ
き、県内全体に本校のアピールをすることが出来た。

来年度以降も各種行事に参加している状況を報道機関に提供し、本
校をPRしていきたい。

ホームページの充実や、
報道ｌ機関への情報発信
など、開かれた学校づくり
に努め、学校ブランドの確
立を促進し、本校志願者
の増加を図る。

ホームページがリニューアルし随時更新され
ていることを、PTA総会等で保護者に案内し、
シラバスの活用などその効用を呼び掛ける。 学校運営

2

学校ブランドの確立に向けて取り組むととも
に、学校情報を発信し、小・中学生に対する
体験授業・体験乗船を実施して、入学希望者
の増加を目指す。 4

地域広報活動については、今年度同様にポスター等の掲示をお願い
する。さらに市報への掲載もお願いしたい。

ここ数年の本校の取り組みに対して、地域の方々からきちんと評価
をしていただいている。今後も日々の地道な活動を続けたい。

   生徒一人ひとりを大切
に、キャリア教育を推進
し、第一進路希望の達成
など魅力ある学校づくりを
推進する。

進路指導

3

海校祭（文化祭）に多くの方が参加できるよう
に工夫する。

ポスター掲示、回覧板配
布等、地域に広報活動
を行う

3

3

早い段階での食傷意識を持たせるためにも、本年度よりインターン
シップを1年生でも実施した。また、地元企業の説明会も行い、生徒
の職業意識の向上と早期離職率の低下に役立てるよう指導していき
たい。

進路状況が厳しい中、内定率１０
０％達成できたことは、先生方の粘
り強い指導のおかげである。引き
続きの指導をお願いしたい。

例年同様に、近隣小・中学校やコンビニエンスストア、
スーパーなどにお願いして、ポスター等の掲示をして
広報活動に努めた。当日はその成果もあり多くの市民
や保護者が来校した。


