
学校教育目標

1 1 ○ 全職員による授業観察の実施等を行い、授業内
容の充実に努めた結果、２・３年生の欠点保有者
が減少した。

●基礎学力の定着が緊急の課題である。今年度のような求人状況が来年度以降も続
く限り、学力の向上をめざし、3年後を見据えた1年次からの粘り強い取り組みが必
要である。

2 2 ○ 副担任の増により、生徒一人一人に対して、手厚
い指導ができ、休学・退学者ゼロ、指導件数１件
と大幅に減少した。

3 3 ○ 地域と一体となったボランティア活動や諸行事を
行うことにより、なお一層の信頼を得ることができ
た。

4 4 ○進路決定が大変厳しい状況の中で、内定
率１００％を達成することができた。

●進路指導における１年次からの取り国を系統的かつ組織的に実施しながら、キャリ
ア教育の充実を図る必要がある。

5 5 ○今年度も多くの話題が新聞記事として取り
上げられ、アピールすることができた。

・ 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学期１４％だった欠点保有者が２学期には８％に下
がった。２月１６日現在、３年生は欠点保有者なく、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。

時間がかかっても基礎学力をしっ
かり学ばせてほしい。

  学年部を中心に課後学習を実施し、各教科科目担当教員が、成績
不振者に対し課題や補習により欠点解消に取り組んでいる。

PL
SL
教務主任
進路指導主任

● ２年生に欠点保有者の数が多い傾向にある。   目標設定を明確にすることで、学習習慣を身につけさせる必要があ
る。

◇月ごとの生徒学習状況
調査と内容確認、改善

○ 教務以外に学年、保健部、特活動部等がアンケートを
取り、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。

　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。
　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。

● 課題等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。

・ 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学期76.5％だった満足が、2学期80.5％になった。乗
船実習や販売実習、インターンシップなどの体験的な
学習に意欲を示して参加している。

勉強だけでなく、社会的な常識も
しっかり身につけさせて卒業させて
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。

● 授業に集中できる環境作りをもっと工夫する必要があ
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。

◇学期毎の科目別授業ア
ンケートの実施

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
粘り強い指導を重ねることにより礼法等が身について
きている。

礼法指導を行うことにより授業中の規範意識も高まってきた。今後も
継続して行う。

・ 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

● 礼法指導表の集約・分析が不十分である。進路指導
部と連携し、まだ十分に身についていない生徒に対し
て礼法指導等の必要性を説明していく必要がある。

日々の粘り強い指導が必要です
が、よろしくお願いします。

チェック表の実施及び分析が不十分であり、生徒及び職員の礼法指
導に対する温度差を感じている。来年度の課題として指導の徹底を
図る。

・ ◆服装頭髪違反者をゼロ
とする

○ 頭髪服装検査の際は、違反者は各学年２～３名程度
いるが、各学年の指導には素直に従い、１週間後の指
導部による検査では、全員が合格する。

頭髪服装検査だけではなく、日頃の生活指導の中で頭髪服装の整
備意識が高まるよう指導していく。「その場指導」の徹底が必要であ
る。

◆問題行動件数ゼロを達
成する

● １学期を中心に問題行動件数は５件である。殆どが校
外での喫煙であり、放課後の指導に力を入れるととも
に禁煙セミナー等を利用し知識と意識を高める必要が
ある。

年度当初の指導の徹底が必要である。また、喫煙の指導について
は、保険部と連携し、禁煙セミナー等を利用することにより指導を徹
底する。

◇日常的に全教職員に
「その場指導」に力を入
れる

○ 毎朝の校門及び生徒昇降口での挨拶指導に事務室も
含めほとんどの教職員が参加している。「その場指導」
が徹底されつつある。

今後も先生方と生徒のコミュニケー
ションを密にするためにも、継続を
お願いします。

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。

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

   生徒一人ひとりを大切
に、水産・海洋教育の充
実を図り、学ぶ意欲やたく
ましく生きる力を涵養し、
将来、水産海洋関連を中
心とした産業界及び地域
社会の発展に貢献する人
材を育成する。

○成果　　●課題

学校関係者評価
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平成２３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　　　　　　　大分県立海洋科学高等学校

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。

教科指導

評価

3

2

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。

学校ブランドの確立と広報活動の充実により、本校受験者数の増加を達
成する。

   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。

基本的マナーを身につ
けさせる

  生徒指導

3

3

3



・ ◆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日の遅刻者数の平均は2.7名であり、昨年と比較して
増加している（昨年２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が、本校
生にとって最も重要であると思いま
す。厳しい指導をお願いします。

・ 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、校外指導を強化した。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
回の交通安全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強化し安全に関する講習や研修をさらに
充実させ、生徒に安全に対する意識を高める。交通安全指導
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。

・ ◇ ・先生と生徒の絆を大切にして、生
徒指導を充実してほしい。

   健康・安全を徹底すると
ともに、端正な頭髪・服
装、時間厳守、提出期限
厳守礼儀、マナーなど基
本的な生活習慣の確立に
努める。

・ ◆

PL
SL
保健主任
特活主任

○ 生徒保健委員会が生活のリズム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し、生徒は興味を持って見
ることができていた。

・ ◇ ○ 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６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。また、ゴミのポイ捨
ては校内ではほとんど見られなくなっている。

・いつ来ても学校がきれいに保たれ
ています。今後も継続して欲しい。

● １０月のピンポイント清掃は、台風で中止となった。行
事等の関係で他日に振り替えることが難しかったた
め、１１月のピンポイント清掃に内容を重ねて行った。

・ 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。

○ 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 ○ ・部活動での活躍は学校を大いに
活性化させます。頑張ってほしい。

PL
SL
特別活動主任
生徒指導主任

● 加入率は向上しているが､抜本的な部員不足解消に
はなっておらず､今後は本校との連携を図れるような
環境整備を検討していく必要がある。

・ マリンピック（運動会）、海高祭（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

○ 各行事ごとにｱﾝｹｰﾄ調査を行い､ﾏﾘﾝﾋﾟｯｸにおいては､
大変楽しく過ごせた＋楽しく過ごせたが72%。海高祭に
おいては大変楽しく過ごせた＋楽しくすごせたが51%。
であった。
目標数値には至らなかったが､逆にそう思わなかった
生徒がﾏﾘﾝﾋﾟｯｸで4%､海高祭で7%と不満に思う割合も
少なかった

・学校が変わっても、海洋独自のカ
ラーを活かして下さい。

● 本校との連携を図りながら､更に盛り上げる工夫を検
討していく。

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 今年度7月時点で82%(1年82%､2年73%､3年92%)と昨年
の71%を大きく上回った。
また分校化に伴う慢性的な部員不足を生徒達自身が
積極的に複数部に所属･活動しながらｶﾊﾞｰし､ｶｯﾀｰ全
国大会においては見事3位に入賞した。
分校化に伴う部活動の精選に着手し､ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ同好会
を発足し､加入促進､課後の充実を図った。

特に中学時代に存在感のなかった子ども達が､指導者のきめ細かい
指導のもとで主役となり､その成果を披露できる機会を与えられるこ
とによって､生徒達も達成感･充実感を味わっていることから加入率
向上につながていると思う。

ｱﾝｹｰﾄ調査を分析すると､つまらなかった要因は欠席して参加出来な
かった､雨天で一部ｲﾍﾞﾝﾄが中止になったなどの理由であったので､｢
普通｣と回答した生徒の要望などをさらに分析しながら､生徒会を中
心に企画立案していきたい。
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生徒を対象に、「禁煙セミナー」を7月に、「性教育セミ
ナー」を11月に、また、今年度の新たな取り組みとして
「救急救命セミナー」を１月に実施した。生徒は真剣に
講習を受け、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」、今年度の新たな取
り組みとして実施した「救急救命セミナー」では、生徒は真剣に講習
を受け、知識を身につけるとともに意識を高めることができた。講習
後のアンケートにも今後自分はこのようにしていきたいという意志が
表れていて、とても有意義な講習であったと思う。来年度も継続して
実施したい。
学校保健委員会において学校医の先生に意見をいただいたように、
ＡＥＤの使い方の講習を行い、全校生徒に１回は体験させるというこ
とを来年度は実施する方向で検討したい。

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

生徒指導部だけではなく、教育相談、スクールカウンセラー等の他分
掌との連携を密にとる必要がある。また、今後は外部機関との連携
も進めて行く必要性を感じている。

○ いじめ実態調査や学校生活満足度調査をもとに、全校
生徒に対して面談を繰り返す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。生徒自ら進んで
教員に相談できる環境を整備する必要がある。

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

今後も特活部のアンケートや教育相談部の「生徒情報連絡会」をもと
に全校生徒に対して面談を行うことで生徒把握に努める。

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。

○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。

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

ピンポイント清掃は、清掃によって校内をきれいにするだけでなく、き
れいに保とうとする気持ちが育っているように思う。来年度も継続し
て実施したい。
ただし、夏場の除草作業は熱中症の危険もあるため、帽子などを準
備してきていない生徒が多いのが気になった。準備物の徹底など、
熱中症対策をさらに工夫する必要がある。

   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
校作りを推進する。
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・ 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

○ 臼杵支援学校との交流学習への参加や佐賀関､臼杵
竹宵祭りなどに協力･参加をした。
また遠足時には､ｺﾞﾐ回収ｳｫｰｸと題して通学路のｺﾞﾐ拾
い活動を行った。

注目度も向上することで規範意識も高まり､校内も綺麗な教育環境
ができた

● 全校生徒の人数が少なく､部活動に加入している生徒
も多いので､ｲﾍﾞﾝﾄが行われる土日の両立が生徒の負
担増に成らないように配慮するの必要がある。

・ ◇ ○ 今年度も6月に佐志生海岸､11月に豊洋中学と連携し
て学校周辺の海岸清掃を行った。

・このようなボランティア活動は、今
後も引き続き継続して欲しい。

・ ◇ ○

・ 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

○ 指導主任が参加したが､最近は本当によく挨拶をする
との意見を頂いた。

・地域の方々の期待に応えられる
よう更なる指導をお願いしたい。

● 今年も自転車の並列運転等､交通ﾏﾅｰに関する苦情も
寄せられたので､指導部と連携して､交通ﾏﾅｰの徹底を
指導する。

・ 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

○ 各資格の担当者の熱心な指導の結果、多く資格試験
に合格することができた。

・多くの資格を保持することは、就
職にも大きな影響がでてくるので、
今後も努力を続けて欲しい。

資格試験において、複数回の受験で合格した生徒もいたので、今後
は１回で合格できるよう指導していきたい。

・ 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

○ ３年生の約８３％の生徒が３つ以上、約５０％の生徒が
５つ以上の資格を取得し卒業することができた。

企業によっては、就職するにあたり必要な資格があるため、生徒の
進路希望に合った資格を取得させる指導が必要である。

◆就職希望者全員に対
し、進路希望実現を達
成させる

○ 企業・ハローワーク・専門学校の情報収集を早い段階
から行うことで、生徒の希望する進路に適切に対応す
ることができた。

就職内定率向上及び進路第１希望達成率向上のためには、現在２
／３年生で行っているインターンシップは、特に有効であり成果を出
している。今後もインターンシップや現場実習等を有効に活用し、職
業観を育成していきたい。

◇情報収集、分析等によ
り生徒を徹底指導する

○ 早い段階から情報収集、分析等を行った結果、１２月
までに就職内定１００％を達成することができた。

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 ○今年度より県下統一でＨＰがリニューアルし、欲しい
情報がきちんと整理されており、閲覧しやすくなった。

・カッター大会の内容は、とてもわ
かりやすく地域の方々にも好評を
得ていた。

PL
SL
総務主任
特別活動主任

◆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%）

○家庭でインターネットが閲覧できる環境にあるのは、
昨年は５３％であったが、今年は６０％にまで向上し、
閲覧できる家庭の約８５％が定期的に学校のＨＰを閲
覧している。

・今年度は、全国カッターレース大会の地元開催もあり、ＨＰで大会
情報を開催１ヶ月前より公開していた。多くの保護者がこの情報を得
るためにＩＴ機器の購入等を行ったようである。今後も学校行事など
多くの情報を発信したい。

・ ◆本校実習製品のブラン
ド化を推進する

・マリンスクールや幟市等の活動が
大いに学校の活性化につながって
いた。

・漁協や臼杵市の商工会議所など、多くの方々の協力を得て、多くの
行事を成功させることができとても感謝しています。次年度もこの活
動をさらに充実させ、さらなる学校ブランドの確立をめざしたい。

◇新大分丸の体験　乗船
を２回以上実施。

○年間で２回、計４０名の乗船があった。 ・今後もこのイベントを継続してほし
い。

・１回目は中学生（臼杵）、２回目は保護者・小学生・中学生（佐伯）を
対象に行った。ほぼ全員に好印象を持っていただいた。今後は、この
成果を生徒募集に活かしたい。

◇本校関連報道記事３２
件以上

○今年度の本校関連の新聞記事は、４０件を越え、本
校の様子を多くの人に伝えることができた。また、「東
日本大震災支援プロジェクト」として被災地の水産系
高校に寄せ書きやミサンガを贈ったことが、地元新聞
に取り上げられた。

・今年度は、新聞やテレビ等の報道
関係に話題を提供し、数多く取り上
げていただいたことが、学校の好印
象に繋がった

・今後も本校の特色を取り上げてもらえるよう、積極的にアピールし
たい。

・１１月末での進路内定率１００％達
成は、本人の努力もさることながら
学校全体の取り組みが評価でき
る。　　　　　　　・先生方と生徒の絆
を大切にして、進路指導を充実して
欲しい。

今年もHPやﾎﾟｽﾀｰを市内各所に掲示し､広報活動を
行った。
雨天にも係わらず､多数の来校者で賑わった。
今年度は､お魚解体ｼｮｰなども取り入れ､ﾀｯﾁﾌﾟｰﾙや魚
のつかみ取り大会など子ども達やご年配の方々にも
喜んでもらえたと思う。

ほぼ定着化した年間行事であるが､本校と連携をとりつつ､活動の輪
を広げて行く。

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

おおいた教育の日とﾘﾝｸしながら､楽しみながら学べるｲﾍﾞﾝﾄなどを企
画し､地域との密着度を向上させる。

自転車に対する指導や罰則も大きくなり､車道の走行指導など､地元
警察､指導部と連携しながら講習会などを通じて徹底を図る。

・今年度は、７月に行われた全国カッターレース大会を中心に「全国」
を意識しながらの情報発信を行った。大会前は出場校の紹介、大会
期間中は、レース結果の速報、大会終了後は、全レースの結果およ
び写真を掲載そして大会１週間前から終了後１週間と約２週間に
渡って、「掲示板」を設置し、全国各地からのアクセスがあった。今大
会の情報発信が次年度以降の大会でも継続されてほしい。

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

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。

○今年度もハイスクール・チャレンジ・プロジェクトにお
いて、「学校ブランドの確立に取り組む学校」をテーマ
に、地域・学校が一体となってマリンスクール３４回、臼
杵市幟市への参加３回、外部講師を招聘しての研修
会を２回行った。それぞれの行事において地域の方々
とふれあうことにより、地域社会への貢献を実感するこ
とができた。
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   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

海高祭（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
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