
(別紙様式３）

ＰＬ：プロジェクトリーダー、ＳＬ：サブリーダー

２　文武両道の体現

○両立への
環境整備を
図る。

○環境美化
の徹底を図
る。

○ＴＰＯに応
じた立ち居振
る舞いや言
葉遣いがで
き、身だしな
みの整った
生徒を育て
る。

１　学びの深化、継
続

○インターンシップや小・
中学校への学習指導及
び県教委主催行事等へ
参加する生徒（１、２年）
の割合が３０％以上

○６月及び１1月に実施
する「生徒による授業評
価」アンケートにおいて、
個々の教員の評価平均
３．５以上が７０％以上

○年間５回実施する学
習時間調査において、
２、３年生個々の学習時
間を前年比で２０％以上
増加させる。また、各教
科の課題提出率を９５％
以上

○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、予習・
復習する生徒の割合が
７０％以上

○基本的生活習慣の確
立と学校生活満足度の
向上について
　・身だしなみ検査違反
生徒の割合を０％
　・「ワンストップ挨拶」が
できる生徒の割合を１０
０％
　・部活動加入率を９
０％以上

○職員が毎週輪番で登・下校指導を実施し、「そ
の場」指導を行うとともに気づいた点等を朝礼連
絡事項で情報共有する。
○全職員により、最低検査基準を統一して身だ
しなみ検査を実施し、「その場」指導を行う。
○校外でのマナー向上のため、生徒指導部で巡
回し交通指導等を行う。

ＰＬ：生徒指導主
任
ＳＬ：各学年主任
ＳＬ：人権・保健
主任

○毎日の清掃を徹底させるため、清掃区域図を
作成するなどして清掃指導に工夫して取り組む。
○できる限り簡易清掃を減らし、清掃時間を確保
する。

ＰＬ：生徒指導主
任
ＳＬ：特別活動主
任
ＳＬ：各学年主任

○挨拶が素晴らしいと感じる。
○生徒の言動に品格を感じる。
□交通事故については予見性が大事と思う。親に
は「気をつけて行ってらっしゃい」と言い続けてほし
い。
●登下校時の狭い道での歩き方を指導する必要
がある。

◇ゴミやホコリの散乱がほとんど見られない。
◇職員と生徒がよく協力をしながら、丁寧な清掃活動が
行われている。
◆場所によっては、生徒の消極的な取り組みが見受け
られる。（座ったまま動かないなど）

□生徒の丁寧な清掃活動に繋がるように、初期段階
の指導を徹底すると共に、生徒と協力して行う。
□職員・生徒ともに、持ち込みゴミは持ち帰る声掛け
を行う。
□ゴミの分別の徹底と放置の指導をする。

○生徒は手拭き掃除にとりくんでいて、掃除が行き
届いている。
○家でもトイレ掃除を手伝うようになった。学校の
指導による成長を感じる。

◇ワンストップ挨拶はほとんどの生徒が実践できてい
る。
◇登下校指導は先生方の協力により予定通り実施でき
た。校外巡回指導を不定期に実施した。
◇身だしなみ検査は先生方の協力により予定通り実施
できた。生徒の日常的な身だしなみも比較的整備されて
いる。
◆マナーアップの観点より防寒具の着脱は校舎外です
るようになっているが、徹底できていないところがある。

□登下校指導日外で生徒の登下校の様子等で気に
なる点があれば、朝礼伝達事項への記載や生徒指
導主任への報告など、職員間で情報共有を行い、交
通安全指導に生かす。
□通学路で危険箇所等の巡回指導を行う。
□検査の日によって指導基準や判断に相違がないよ
うに注意する。

◇部活動加入率は93％
◆平日の練習時間は概ね遵守されているが、完全下校
時間が守られていないことがあった。
◇面談を通じて生徒情報の共有は進みつつある。
◇県総体直後、部活動生集会を実施した。

□顧問による下校時間の確認を徹底する。
□主将部長会議・部活動生集会を実施する。
□家庭学習時間を確保し、学習と部活動等との両立
を図るために、担任･副担任と連携を図る。

○学校行事が充実しており、子どもは学校生活を
楽しんでおり満足している。
●学習と部活動の両立ができていない生徒がいる
ようだ。

○授業第一
主義を徹底
する。

○「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け
て、発問に工夫を重ねる。
○授業での学びを定着させるため、予習・復習
の指示を徹底する。
○学年内で生徒への課題量調整を行う。
○授業スキルをあげるための取組
　・研究授業を実施する（全教科）
　・研修会の実施及びセミナーへの参加

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：各学年主任
ＳＬ：特別活動主
任

◆家庭学習時間の平均が前年比14％増
◇各教科の課題提出率は95％
◆予習・復習する生徒の割合が6月64.4％、11月63.6％
で、予習・復習を徹底させる指導が不十分。
◇｢主体的・対話的で深い学びの実現｣に向けて、発問
の具体例を作成した。
◇研究授業、授業公開、授業参観、ICT機器を利用した
授業など授業改善に向けての取組はできている。またＩ
ＣＴを活用した公開授業を実施した。

□家庭学習時間を増加させ、各教科の課題量の調
査を実施する。
□ICTの活用を進め、授業で効果が現れるように研究
を進めていく。
□予習・復習の方法を再度指導し、点検をきめ細か
に行う。

○生徒が理解できるまで声かけをし、さらに合格す
るまで放課後面接を行うなど丁寧な指導をしてい
る。
□家庭学習時間が少ない生徒へアドバイスをして
ほしい。
□高校生のときにしっかり鍛えることが生きる力に
つながる。
□勉強する意味を教え、自主的に頑張る生徒を育
ててほしい。
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○平日の練習終了時刻を厳守し、顧問が下校時
間を確認する（活動終了後３０分以内）。
○部活動顧問による面談を、年間２回以上実施
しその内容を保存し情報共有する。
○生徒の生活時間を、学習と部活動の両立を習
慣化させるため部活動生集会を実施する。

ＰＬ：特別活動主
任
ＳＬ：各学年主任
ＳＬ：教務主任

◇インターンシップや小学校への学習指導及び県教委
主催行事等へ参加した生徒（１，２年生）の割合は
30.6％
◇小学生学習補助や市主催インターンシップへ参加し
た。生徒の参加率は昨年度並みであった。
◇インターンシップに参加した生徒が活動の後、充実感
をもつことができた。
◇修学旅行での企業訪問は生徒の良い刺激になった。
併せて、CASプログラムを通して就職意識を涵養した。
◇ＰＴＡ大学訪問を実施した。
◇教科担当者による生徒面談を実施した。
◇HP（FB含む）や杵高だよりの情報発信は計画的に実
施できた。

□自主的な学びを定着させ次につなげるため、終了
後一週間程度をめどに、報告書を提出させることが
必要で、３年次での進路選択に活用する。
□児童館（杵築･山香）での生徒交流の要望が来るの
で、積極的に参加させる声かけをしていく。

□可能な進路目標を持つと良い。どこに行きたい
のか、どうすれば良いのかを自覚すると、具体的な
行動になり力がつく。
○体育大会へ参加する保護者が多かった。地域の
方は杵築高校の活動を理解してくれている。
○学校は間口が広く保護者が行きやすくなってい
る。
□進路選択に悩む生徒・保護者が多いので、進路
決定に向けた筋道を示してあげると良い。

自己評価結果
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学校教育目標 中期目標 重点目標

平 成 ２ ９ 年 度 学 校 評 価    （  年間評価  ）
学校名　　　　　　　　大分県立杵築高等学校

　『斌』、文と武の調和のとれた人間の育成 　自己の在り方・生き方を自らの力で決定できる生徒を育成する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　学びの深化、継続
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　文武両道の体現

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

学校関係者評価
評価 分析・結果

次年度の改善策

総合評価
次年度への展望等

○インターンシップ、小学校への学習補助や県教委主催事業への参加など、キャリア発達を促す体験学習を推進し、生徒の成長を促すことができた。次年度も継続する。
●生徒の積極的参加を促す授業改善には一定の深化があったが、予習・復習の徹底や深い学びの追究などにまだ課題がみられる。
○ＴＰＯに応じた立ち居振る舞いや言葉遣い、身だしなみ、清掃、挨拶は良くできている。地域社会でも、より認知してもらえるよう継続させる。
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○授業力を
向上させるた
めスキルアッ
プに努める。

○「相互授業参観」を年２回実施する（１回目は
教科内、２回目は他教科）。
○「DVDによる授業の振り返り（授業研究）」を行
い、授業改善に反映させる。
○授業改善スクールプランの取組指標とするた
め、「教科指導研究会」を毎月行う。
○大学入試センター試験及び３大学（難関大・ブ
ロック大・分大）の入試問題研究を１学期末まで
に行い、レポートにまとめ職員会議で報告する。
○研修や出張で得た情報の還流報告を行う。

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：進路指導主
任
ＳＬ：各学年主任

◇｢生徒による授業アンケート｣の評価平均3.5以上が6
月67％、11月70％
◇２回の｢相互授業参観」を実施し、｢DVD｣による授業
の振り返りを行った。
◇教科会議・研究授業の反省会で、｢教科指導研究会｣
を行い、各教科ともスクールプランに沿った指導方法の
検討が進んだ。
◇「杵築高校キャリア教育取組指針」に関して、還流報
告書は提出ができている。
◇大学入試センター試験及び３大学(難関大学・ブロック
大学・分大)の入試問題研究会を実施した。

□｢授業改善ワークシート｣・「相互授業参観」やDVD
による授業の振り返り継続して、授業改善を進めてい
く。
□「教科指導研究会」での記録を、教務に提出する。
□入試問題研究を継続し、教材研究に活かす。
□還流報告書の作成を通して、研修や出張で得た情
報のさらなる共有を図る。

○授業改善の取り組みで、成績の伸長が見られる
など、徐々に成果が現れている。
●土曜セミナーの満足度が高まるような内容の工
夫をしてほしい。

○キャリア発
達を促す体
験学習を推
進する。

○インターンシップに参加し小・中学校生徒と交
流する（高校説明会でのプレゼンターとして、ま
た学習補助者として出身校へ出向く）。
○各種ボランティアに参加し、感性を涵養する
（地域や団体及び県教委主催のもの）。
○大学訪問及び企業及びＯＢを訪問する（オー
プンキャンバスや修学旅行時CASプログラム）。
○正・副担任及び教科担当等が生徒面談を年間
６回以上実施し、学習や進路情報の助言を行う。
○生徒の活動状況や発表の場を設定し、それを
ＨＰ・ＦＢ・杵高だより・ＰＴＡ新聞に掲載する。また
報道機関を利用して積極的に発信する。

ＰＬ：進路指導主
任
ＳＬ：各学年主任
ＳＬ：教務主任
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