
(別紙様式２）

・部活動と勉強の両立に力を入れて欲し
い。それが地域の活性化につながると思い
ます。
　
・学業との両立ができるよう、計画的な部活
動をお願いします。

●本校の伝統行事である、強歩大会がなく
なったことは残念に思います。

・身だしなみ検査は、休校で1学期に月1回の実施が出来なかった。その分、特に頭髪の整備
に遅れていたが、２学期はほぼ計画通りに実施でき、例年の状況に追い付いてきた。
　
・今年度初めて、第1・２回防災避難訓練にて防災委員を主体にして避難をさせた。今後、発展
させていきたい。
　
・簡易清掃の割合を１0％未満に抑えられた。

・新型コロナウイルスの感染対策をもとにして、新しい生活習慣の確立を求めながら、身
だしなみについての考察をしっかりしていきたい。
　
・2回の防災避難訓練での反省を生かし、来年度はより一層発展させたい。
　
・簡易清掃の割合目標を達成できた。3学期に向けて目標達成をしたい。

・達成指標①、②に係るアンケート調査を３学期に実施する。

４：十分取組ができている。３：おおむね取組ができている。２：あまり取組ができていない。１：ほとんど取組ができていない。

・開催日を決めて定期的な開催を行う。

・前期は早期に１００％達成ができた、後期も協力を要請する。

・毎月1回、衛生委員会の開催
→現在４回開催（１２月１日時点）

・前期ストレスチェック実施率１００％、後期は１２月２８日まで
3

ＰＬ：衛生管
理者

ＳＬ：衛生委
員会
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・働き方改革の趣旨はよく理解できる。教育
の質を落とさないよう進めてほしい。

●今年の体育祭について。
生徒の体調を考慮し、休憩時間をとって生
徒を日陰で休ませるとよかった。また、救護
にあたる先生の対応が遅いと思いました。
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・３回開催完了、考査期間中の１週間の間に年休を含め多くの職員が定時退庁を行った。

・夏季休暇取得率９９．１８％（２４２/２４５日取得）

・杵築高校の部活動活動計画の順守を先生方に要請する。

・今後は定期考査などだけでなく、通常時に「定時退庁チャレンジウィーク」を行っていき、
より機能的なイベントにしたい。また朝礼等を活用して周知も徹底したい。

・振替休日の消化や、年休の取得を促していきたい。

中期目標

                                          学校名                                大分県立杵築高等学校

〇文武両道をモットーとした学校運営の中で、年間を通して勉強と部活動、学校行事等において生徒の生き生きとした教育活動を進めることができた。
〇各分掌ともに重点目標に対する取組に関しては概ね成果を出し、目標値を達成できているが、生徒の学力向上については成果が十分でない部分があった。
●各学年・教科で一層の授業改善に努めるとともに、生徒の学習意欲の喚起と家庭学習時間の確保による学力向上と進路希望達成を推進する必要がある。
●学校生活を送る上でワンストップ挨拶、清掃活動の取組において、更に生徒が主体的に取り組む方策を図る必要がある。

学校教育目標

・毎月1回、衛生委員会の開催

・ストレスチェックテスト実施率
（100％）

衛生委員会の開催および産
業医との連携による教職員の
健康づくりを進める。

ＰＬ：生徒指
導主任

ＳＬ：特別活
動主任
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ＰＬ：進路指
導主任

ＳＬ：学年主
任

3

重点目標

●以前にくらべ、挨拶をする生徒が少ない
と感じます。
　
○身だしなみ、挨拶に関して、出会う生徒た
ちの服装と髪型は、皆いつもきちんとしてい
ると思います。挨拶も、素晴らしいと思いま
す。
・交通機関をもう少し充実させてもらえたら
なと思います。

ＰＬ：特別活
動主任

ＳＬ：学年主
任
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・日常の部活動を通して生徒の体力の向上や人間（人格）形成に向けた指導や取り組みが行
われている。

・キャプテン集会（会議）は未実施。

・コロナウイルス感染症の影響による活動制限等もあり、各種大会、合宿、遠征等の計画も変
更を余儀なくされた。（日常の校内での練習や活動もガイドラインに沿った活動が続けられて
いる）

・顧問の先生方の指導により校内活動方針も概ね守られ実施されている。

・各部活動での充実した取り組み。（心技体の調和のとれた生徒の育成。生徒の部活動
での帰属意識の醸成を図る）

・キャプテン集会（会議）は２学期末および３学期実施予定。

・感染症の状況を注視するとともに、各部活動での感染対策を徹底しながら活動を継続
する。

・特に週休日等で活動時間の大幅な超過がないように配慮する。

・達成指標③に係るアンケート調査を３学期に実施する。

学校関係者評価
今後の改善策重点的取組・取組指標の実践

実施時期　　　令和２年　　１２ 月

令和２年度学校評価（　１学期末評価　・　中間評価　）

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標

前年度評価結果の概要

創立１２３年の歴史と伝統の中で、文武両道をモットーとして、地域の進学拠点校としての使命を果た
し、「地域が誇る学校」作りを推進する。

１　自己管理能力の育成による学力の向上
２　系統的な進路指導による進路希望の達成
３　文武両道の学校生活の中で、｢外見の美｣と｢内面の質｣を兼ね備えた生徒の育成
４　教職員の働き方改革を進め、生徒・教員が安全・安心に教育活動のできる学校づくり

検証結果（自己評価）

評価
ＰＬ
ＳＬ

｢尚学･剛健･真摯･向上｣の校訓のもと、「彬」を追求して自らを鍛え、他者と協働し
ながら自己の主体的な生き方を決定できる、心身ともに豊かな生徒の育成に努
める。

・受験を控えた中で授業に集中できる環境
をより一層お願いしたいと思います。
　
・学校が十王タイムや土セミを実施してくれ
る事はとても有難く思っています。一方、子
供のやる気が無い限り、学力向上は難し
い。

・土セミ、十王タイムにおいては生徒の学力
向上を第一に考えた内容で進めてほしい。
　
・家庭学習時間が伸びていない。学習する
意味を生徒に植え付ける活動が必要。

・授業アンケート（年２回）

・家庭学習時間調査（年４回）
と個人面談旬間（年２回）

ＰＬ：指導教
諭

ＳＬ：教務主
任・学年主

任
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・授業アンケート(第1回：7月、第2回：11月)の結果〈質問項目(10項目)の平均値〉を比較すると
1年：3.6⇒3.7、2年：3.5⇒3.6、3年：3.8⇒3.8と、全体的に向上しており、授業改善の取組は進ん
でいる。
・職員に対しては、授業改善アンケート(8月、グーグルフォームを活用)を実施し、各自の取り
組みを振り返り、2学期の授業改善につなげることができた

・難関校への進学に希望が持てるような授
業やコース設定の充実をお願いします。

・生徒の目的意識を明確にし、コロナ禍の
中だからこそ、本校ならではの売りを設定
するべき。

・今年度の取り組みを総括し、課題とその解決策を検討して次年度の実施計画に反映す
る。

（1年）
・学習時間については学年独自の調査を実施し、月の推移を把握する。結果を生徒・保
護者に還元し意識付けを行う。
・帰宅後の具体的な使い方を書かせて指導に役立てる。
・成績上位者に対する個人添削を継続する。
・e－ポートフォリオについては今後も継続する。
・手帳の使い方を再度見直し、有効的活用を図る。
（2年）
・３年次のコース別集会を実施し、学習時間の積み重ねが自らの進路を切り拓くことを確
認させる。
・手帳については、引き続き十王タイムを活用して記入させる。また、面談等で活用する。
・年度末に向けて、総合的な探究の時間で取り組んだ内容を中心に、受験時に活用でき
るようe-ポートフォリオにまとめさせる。
（３年）
・手帳の活用について習慣化している生徒と十分に活用できていない生徒の格差が生じ
ている。個人面談やＨＲ活動で利用するなど学校活動で活用の場を増やしていく。
・学年行事（志四海プロジェクトの活動）は参考となる記録を残すことはできたが、校外活
動・部活動などの記録の指示と記録内容に正確性を求める。

・学習成果発表会を３学期に
行う。

・杵築市と連携した探究学習を
行う。

ＰＬ：総合的
な探究の時

間PT
ＳＬ：１・２学

年主任
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・1年：「グローバル探究講演会」(11月)、「地域探究」(杵築市役所との連携)を実施。

・2年：グローバル探究の一環として「SDGs探究」を実施。
  両学年とも3学期に探究の発表会を予定している。

・学習時間
（1年）平日平均９１分と大幅に減少している。帰宅後の時間の使い方を含めて指導が必要。
・対外模試における生徒の割合
　Ｓ・Ａ層　　２７名　　Ｂ１・２層　７５名
（２年）学年独自で９月に学習時間調査を実施。6月の平日平均が131分だったのに対し、9月
の平日平均は116分と、減少した。11月の平日平均は116分で、9月から変化なし。
（３年）週に１回振り返りを行い、自身の学習習慣の客観的な把握と改善を要する課題の把握
ができた。
　※個人面談で自主学習の量と教科バランスについて指導ができた。特に、休日の学習時間
に効果が見られた。5月206分→6月228分→11月267分
　
・手帳とe-ポートフォリオ
（1年）十王祭、講演会について全員入力した。
（2年）文化祭で校内手帳甲子園を実施、上位２名が学年PTAで発表。十王タイムで手帳を記
入し振り返りを実施、クラス担任による点検、声掛け。e-ポートフォリオは行事後や長期休みで
の入力を指示。
（３年）手帳は生活の記録だけでなく、担任とのコミュニケーションツールとして活用できた。手
帳やポートフォリオに記録した活動歴は、調査書や推薦書を作成する上で参考になった。
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自己管理能力の育成
による学力の向上

①家庭学習時間
　平日平均
　1年120分
  2年120分
  3年180分以上

②「生徒による授業評価アン
ケート｣における授業評価
平均3.65以上
　（H30年3.47、R1年：3.61）

③各学年の対外模試における
生徒の割合
　１，２年　S・A層　25名以上
              B1,2層　55名以上
       ３年　S・A層　25名以上
              B1,2層　40名以上

学習習慣を確立させ、自己実
現を図るための自己管理能
力を育成する。

･手帳とe-ポートフォリオを活
用した各自の学習計画と活動
歴の記録および自身の振り返
り

ＰＬ：学年主
任

ＳＬ：教務・
進路主任

HRA、「総合的な探究の時間」
における進路学習、探究学習
に取り組む。

・外部模試反省会を実施（各
学年　年３回以上）
・志望校検討会（３年　年３回）

学力向上につながる授業改
善（予習、復習により家庭学
習時間を確保できる学習指導
の確立）

・授業改善研修会を12月21日に実施し、成果と課題・今後の取り組みについて協議すると
もに、他校の授業研究会に参加した職員による還流報告を行う。

①ワンストップ挨拶ができる生
徒 90％以上
  Ｒ1年：88.7％
(1年87.0、2年88.0、3年91.0%)

②清掃に積極的に取り組む生
徒　85％以上
 Ｒ1年：84％
(1年81%、2年82%、3年89%）

③部活動やボランティア活動
に参加し、体力や自己の成長
が自覚できた生徒　90％以上

④「志四海プロジェクト」への
参加満足度　90％以上

ワンストップ挨拶、清掃、身だ
しなみの徹底を通して、杵高
生としての規範意識を高め、
地域に貢献する人材育成を
図る。

・身だしなみ検査の実施（月１
回）

・生徒会防災委員会を主体と
した防災訓練（年２回）
・簡易清掃の割合20％未満

人権教育及び「志四海プロ
ジェクト」を推進し、人権感覚
とグローバルな視野をもった
人材を育成する。

・保健人権講演会（年1回）
・人権HR（各学期1回）の開催
と工夫改善
・外国人との交流（１年）、海外
修学旅行（２年）

ＰＬ：保健・
人権教育

主任
ＳＬ：志四海
プロジェクト

PT
学年

・10月21日に徳田講師を招いて保健人権講演会を実施した。密を避けるため本年度は1,2年を
対象に実施した。

・11月13日に1年の人権HR，11月20日に2年の人権HRを実施した。

・外国人との交流（１年）は新型コロナウイルスの影響で実施できていない。

・修学旅行に関しては、新型コロナの第3波突入の関係で福島方面をキャンセルして、3学
期に規模を縮小して実施の方向で再検討する。

ＰＬ：進路指
導主任

ＳＬ：学年主
任

・外部模試反省会
　３年については予定通り実施。
　１・２年については、２学期の反省会が模試のデータのリリース日が変更になり、予定通り実
施できていない。
・志望校検討会については予定通り実施できている。

3 ・業者のデータのリリース日の変更と本校の行事の精選・変更によって日程を見直す必
要がある。

・体験学習があれば積極的に参加を希望し
ます。
　
○進路指導においては、学校がこどもの活
動を見ながら進路指導に生かしてくれてい
て、進路選択の参考になります。

・早め早めの進路開拓をすることで夢が叶
いやすくなるのではないか。

・進路目標の徹底をキャリア教育と絡めて
進め、その進捗を確認する。

・進路講演会は予定通り実施
　
・キャリア教育
　コロナウィルスの影響で多くの職業体験や研修が中止になった。その中で以下の行事は実
施された。
　➀地域医療魅力発見セミナー（３名）  ➁薬剤師出前講座（９名）
　③大学出前講座（２年全員）           　④作業療法士出前講座（２６名）
　⑤大分大学説明会（２５名）　            ⑥科学の甲子園（１６名）
　⑦大分をつなぎ・つむぐキャリア教育（２１名）

・今年度についてはコロナウィルスの影響で多くのキャリア教育のイベントが中止になっ
た。そのため、例年以上に生徒の進路意識の希薄さを感じる。
　３学期から来年度初めにかけて、進路意識を高めるための行事への参加や本校独自
の取り組みを考える必要がある。

教職員の働き方改革
を進め、生徒・教員が
安全・安心に教育活動
のできる学校づくり

①教職員一人一人の働き方
改革達成割合の向上
 ・メンタル休職０、要精密検査
受診100％、
 ・夏季休暇取得100％、年休
取得の推進
②「部活動活動方針」に則った
練習計画の遂行
 ・平日の練習終了19時、完全
下校19時半
③生徒、教職員の重大事故件
数０

月間や週間目標を設定し、組
織的に働き方改革に取り組む
内容を可視化する。

･定期考査中（年３回）、「定時
退庁チャレンジウィーク」に取
り組む。
・年休取得や定時退庁を推進
する。

ＰＬ：衛生管
理者

ＳＬ：衛生委
員会

系統的な進路指導に
よる進路希望の達成

①国公立大学合格者60名以
上、難関大複数名合格

②「学習自己評価アンケート」
において、自己の主体的な学
びに取り組んでいる生徒
75％以上
　（H30年66.1%、R1年：74%）

進路ガイダンス、進路講演会
等の実施により、生徒のキャ
リア形成を推進する。

・進路講演会（年１回以上）、
大学訪問（１，２年　年１回以
上）

・生徒の職業体験や各種研修
への参加促進

部活動を通した体力の向上と
人格の陶冶を図る。

・学期ごとに部活動キャプテン
会議を開催（年３回）

・部活動年間活動計画に沿っ
た部活動の実施

文武両道の学校生活
の中で、｢外見の美｣と
｢内面の質｣を兼ね備
えた生徒の育成

定期的な学力検討会、志望校
検討会を通して、生徒の学力
実態の把握と指導の改善を
図る。


