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検証結果（自己評価）

ＰＬ：教務
主任
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ＳＬ：各学
年主任
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３　共生社会を視野に入れて、
課題の発見とその解決に努め
る

○基本的生活習慣の確立に向け
た取組
　・身だしなみ検査で違反しない生
徒の割合(４．０)％以内
　→４．１(1年…6.9、2年…1.6、3年
…3.9)％/H30
  ・校内で「ワンストップ挨拶」がで
きる生徒割合(９０．０)％以上
　→９５．９(1年…94.9、2学…
96.4、3年…96.4)％/H30
  ・清掃時に雑巾で手拭きをしてい
る生徒割合(８５．０)％以上
　→８４．５(1年…95％、2年…
74％）％/H30
○学校生活満足度向上に向けた
取組
　・教育相談委員会の定期開催(6
回/H30)
　・研修(｢合理的配慮の提供｣､｢人
権教育｣､保健関係)を実施し､相談
や生徒の人権及び安全に配慮し
て満足度(９０．０％)以上。

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標

○６月及び１１月に実施する「学習
自己評価アンケート」において、｢
学び｣に取り組んでいる生徒の割
合（６７．０）％以上
（６６．１％/H30）→（　．　/2019）

○校内･外の学習機会に参加する
生徒割合(1･2年)４０％以上､(3年)
生徒割合(１０．０)％以上
（４５．８％/H30）→（　．　/2019）

○部活動や課外活動に参加する
割合(９０．０)％以上
　→８７．６％(4月末)､８９．０％(10
月末)、１０．０％(課外活動)

清楚な身だしなみと端正な所作の
励行

･登校指導(あいさつ､交通安全）によるマナーアッ
プの推進(２９回予定)
･清掃活動を工夫して取り組む(手拭き等による床
や窓磨き)。
･整理整頓に努め、持込物（ペットボトル、缶飲
料、包装紙等）の自己処理徹底。

健康管理の実施と健康維持に向
けた取組

･生徒の出校状況及び健康状態の管理(保健室と連
携)。
･教育相談委員会を通して早期対応し､保護者との連
携を図る。
･各種研修を実施し生徒､保護者に還元する。

2　人格の陶冶に向けて、学び
の経験の積み重ねに努める

実施時期　　　令和元年　　12月

令和元年度学校評価（　１学期末評価　・　中間評価　）

｢尚学･剛健･真摯･向上｣のもと『彬』を追求して自らを鍛え、他者と協働しながら
社会の変化に対応できる、心身ともに豊かな人間の育成に努める。

｢内面の質｣と｢外見の美｣の習得に努め、｢志四海｣の気概溢れる行動力を身につけ、自己を確立するとともに主体的
な生き方を決定できる生徒を育成する。

１　自己実現を目指して、知識
を発見しその使い方の習得に
努める

○６月及び１１月実施の「生徒によ
る授業評価アンケート｣において、
教員の評価平均(３．５)以上の達
成
（３．５４/H29）→（３．４７/H30）→（
．　/2019）

○｢大分県公立学校教員育成指
標｣に基づいた、ステージに応じた
スキルアップの達成
（７５．４％/H30）→（　．　％
/2019）

授業の充実をはかり志望達成の
ための学力の養成

･｢相互授業参観」(1回目は教科内、2回目は他教科)
し評価を実施
･自身の授業を録画し授業評価アンケート結果と合わ
せ改善を検証
･図書館ガイダンスと図書館活用のための活動推進
･生徒面談の実施(個別学習や進路情報の提供/年5
～6回程度)

｢新大分スタンダード｣に立脚した
授業改善による授業効果の向上

・研究授業の実施(全教科年1回)と検証結果を職
員会議で報告
･予習-授業-復習のサイクルの指導
･課題の適正運用と個別添削の充実(向学クラス
の弱点教科目の補強､志学クラスの得意科目強
化/1年)

学校関係者評価
今後の改善策重点的取組・取組指標の実践評価

ＰＬ
ＳＬ

学校名                               大分県立杵築高等学校

前年度評価結果の概要

･相互授業見学や自身の授業ＤＶＤの振り返り、さらに各種研修会へ積極的に参加したことなどから、生徒による授業評価アンケート結果からも、学校全体として授業改善が進んでいることがわかる。
･教科会議が計画的にもたれており、研修報告や指導に関する情報共有ができているが、入試問題に関する研修が少ない。今後は思考力・判断力・表現力等を育成できるよう、発問力や作問力をつける授業づくりを継続していく必要がある。
・キャリア発達をはかるため、教員による面談やインターンシップ等への参加の機会は確保できている。今後は、生徒の学習意欲を喚起するため学習習慣を定着させ、主体的に学びに向かわせる学習サイクルについての指導が必要である。
・挨拶や清掃など日常の校内でのマナーについては概ね達成できているが、校外生活では身についていない生徒が見受けられる。今後は日頃から整理整頓ができ、主体的な挨拶や清掃ができる態度を育成する必要がある。

　１　自己実現を目指して、知識を発見しその使い方の習得に努める
　２　人格の陶冶に向けて、学びの経験の積み重ねに努める
　３　共生社会を視野に入れて、課題の発見とその解決に努める

学校教育目標 中期目標 重点目標

「学び」への取り組みによる学習意
欲と態度の養成

･進路ガイダンス及び進路講演会の実施
･学力検討会の充実(学年目標と個別指導)
･大学入試問題(センター試験及び共通テスト)と３
大学（難関大・ブロック大・分大）を研究し､「教科
指導研究会」で検証報告

キャリア形成に向けた体験学習へ
の参加の奨励

･インターンシップもしくはボランティアへの参加(1
回/人)
･個別の校外研修計画立案と報告書の作成及び
成果発表(1･2年)
･志望理由構想及び作成(3年/チューターと共同)

文武両道に挑戦させるための環
境整備

･部活動練習計画の公表による成果(達成度)報
告
･学業とのバランスに配慮した部活動顧問による
面談の実施
･年度当初に学習時間を設定し実現に向けて集
会を実施(年2回以上)

〇ＩＣＴを活用した授業は生徒の好奇心を向
上させ、生徒のより集中した姿が見られた。

●ごく一部の先生の中には、一方的な授業
になってしまっている場合があるのでは。

〇学習指導に関し先生方はよくやっている。

●指導する先生方の学習指導力の差があ
ると、子どもの様子を見ていると感じる。数
学、英語は特に充実させてほしい。

・多欠席生徒(連続でない生徒も)の担任との情報交換を
している。
・教育相談委員会は臨時を含めて４回実施している。延
べ名について取り組めた。
・たくさんの方の尽力をいただいたが退学者が１名出た。
・ＳＣには、不登校生の家庭訪問・電話相談、生徒や保護
者からの面談に精力的に取り組んでくれている。
・校内では、公開人権ＨＲ(外部から18名出席)での検討
会や心肺蘇生法職員研修・保健講話を実施できた。
・校外では、人権教育の研修会を地区で１回、別府・臼杵
で各１回に多数の先生方の出席をいただいた。

・今年はインフルの流行期になったら、教室のドアノブを昼休み
に消毒することに取り組む(保健委員で)
・生徒の状況等に応じて、素早く対応するために少人数での臨時
が増えている。定期の教育相談委員会で他学年への情報提供を
図りたい。
・別室登校について、教務と連携して今年度中の内規改定に取り
組む。
・心肺蘇生法職員研修は、来年度は１学期の早いうちに実施す
る。
・講演は、①同和問題、②性教育、③メンタル面を含む健康に関
しての３つを３年ローテで実施する。

・相互参観授業は計画に従って実施できている。
・授業の充実を図るため、ICTを有効かつ工夫しながら、
授業改善を行っている。
・今年度は授業の録画を行っていない 。
・読書推進の一環として、ビブリオバトルを行った。
・生徒との面談の時期に、まだ会議や行事が多く、クラス
担任か面談のために十分な時間を確保できていない。

・進路ガイダンス・進路講演会については、１年は職業人
講話を実施し、２年は進路のミカタライブに参加した。進
路講演会は１・２年合同で実施した。来年度は新２年生は
今年度同様に進路のミカタライブへの参加を予定してい
る。
・学力検討会は予定通り実施できた。
・大学入試問題の分析は教科ごとに行い、教科会議で共
有している。

・総合的な探究の時間が1年生からスタートしたが、現在は1年生
の担当任せになっており、３年間を見通して実施できる形ができ
ていない。総合的な探究の時間を企画、運営する分掌も不明確
であるため、今年度中に分掌の中での位置づけをはっきりさせる
必要がある。

・インターンシップの分野が医療系と教育系に偏っており、生徒
の多様な進路決定に利用されていない部分がある。生徒の進路
希望動向を考慮しながら新しいインターンシップの形を模索して
いく。

・学習時間確保の観点より練習終了時刻の順守など顧
問の協力により概ね守られている。週休日については本
校部活動活動方針があるが部や競技の特性より若干の
時間超過もある。
・各部顧問による生徒との面談を実施。（面談の回数、頻
度については各部顧問により差異はある）
・部活動生（キャプテン・代表者）集会を1回実施。（５／２
４（金））

・インターンシップへの参加率は現在、37.8%（１年19.5％、
２年71％、３年21.9％）で多くの生徒が積極的に参加して
いる。
・インターンシップについては報告書を作成しており、来
年度の初めに配布し、インターンシップの参加率の向上
を図る予定である。

・本校部活動活動方針を推進し、大幅な時間超過がないように
配慮する。
・本校部活動活動方針に沿った活動が実践できているかどうか
各部顧問への調査を行う。
・各部顧問による面談を積極的に行い、生徒の実態把握や理解
に努める。
・部顧問による面談実施の有無についての調査を行う。
・部活動担当主導で部活動生集会（１・２年部活動生を対象）を実
施し、部活動の充実や生活の見直し等について確認させる。（１
１月中を予定）

・割り当てが変更になる場合は担当の職員自身で変更を職員間
で行うことを徹底する。また、指導場所も適宜変更可能とする。
・ワンストップあいさつの意味合いを集会時や風紀専門委員を通
じて啓発をする。
・自転車の使用状況を把握するため指導部で組織的に動くように
工夫する。
・清掃監督者の指導徹底と簡易清掃を極力ないように行事内容
の精選に努める。また、清掃監督割あてに関して来年度に向け
既存の概念にとらわれない工夫をする。
・美化委員を通じてポスターなどの美化意識啓発活動を徹底す
る。

・授業参観は気兼ねなく互いに参観できる雰囲気をつくることが
必要である。
・本校での授業参観、期間に限らず、他校で行われる研究会に
も、積極的に参加して研修を行う。研修内容は教科内で還元す
る。この場合も相互授業参観の扱いとする。
・研究会に参加するなどしてさらに授業の改善をさらに図る。
・機器の関係で、今年度から授業の録画は実施しない。
・各分掌等で行事について見直し、さらなる精選を行う。

・授業と予習復習一連のつながりがきちんと確立できて
いない生徒に学習習慣の定着を図っていく取り組みは必
要だと思う。
・研究授業の検証結果を職員会議では報告されていな
い。

・課題の意義や部活動の練習終了時刻の統一など、ルールを決
めて、学校全体が共通した意識をもって取り組んでいく。
・検証結果報告は教科内で十分行えているので、次年度も教科
会議の時間を利用し行う。
・１年志学、向学クラスの目的の確認と検証改善が必要。今後ど
の方向に進むのかを検討し、新入生への周知も早めに行う。
・「探究」の扱いと組織化を早急にする。

４：十分に取組ができており、成果に確実に結びつつある。　３：おおむね取組ができており、成果に結びつきつつある。　２：あまり取組ができておらず、成果に結び付いていない。　１：ほとんど取組ができておらず、成果にほとんど結び付いていない。

ＰＬ：進路
指導主任
ＳＬ：教務
主任
ＳＬ：特別
活動主任

〇部活動においても先生方にはそれぞれの
子供への根気強い適切なご指導をいただき
とても有難く思っている。

〇生徒が部活動にも楽しそうに取り組んで
いる姿が見られる。

●部活動の方が主になってる気がします。も
う少し両立できるようお願いしたい。

〇校内で会うととても良いあいさつをしてもら
い、感じが良いと思う。

〇時代に合った設備が必要だと思うが、校
内設備が古いにもかかわらず、大切に使っ
ている姿が良い。

●挨拶ができない生徒がいる。挨拶ができ
る杵高といわれているので続けてほしい。

3

〇2年生の時に三者面談をし、自分の進路
を明確にし進路達成に向けての学力向上に
繋げている。

●進路に関する体験型学習をもう少し精査
する必要があるのでは。

〇インターンシップが生徒の進路選択に役
立っていると思う。反面進路選択の検証も必
要であろう。

●校外での活動をもう少し充実させて将来
の希望職業選択に役立たせるべき。

・登校指導に関しては、職員の年間割振りを決めており
予定に基づいて実施しているが、予定通り実施できてい
ない時も見受けられる。
・あいさつについては概ね明るくできているが、生徒の中
には、ワンストップあいさつが理解できていない者もい
る。
・自転車の利用に関しては、駐輪マナーも含め場所によ
りマナー違反がみられる。
・生徒は率先して、工夫をしながら清掃を行っているが、
場所により清掃が行き届いていないところがある。
・校外からの持込物の放置は教室内等では見当たらな
い。夏季は自販機前の缶入れがあふれることがあった。
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ＰＬ：生徒
指導主任
ＳＬ：各学
年主任

〇学校の環境は良いと思います。

〇生徒だけに限らず保護者に対しても親身
に話を聞いてくれ丁寧にアドバイスしてい
る。

●生徒との対応が画一的になってはいない
か。

3

3

ＰＬ：保健･
人権教育
主任
ＳＬ：生徒
指導主任
ＳＬ：各学
年主任

ＰＬ：特別
活動主任
ＳＬ：進路
指導主任
ＳＬ：各学
年主任


