
（別紙様式３）
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・挨拶が素晴らしい。体育大会等の行
事の時も聞く態度が良い。ただし、学校
外でのマナーについては出来ていない
面がある。今後も継続した取組を臨
む。

・生徒会は様々な活動でよく頑張って
いる。評価したい。
・部活動に熱心に取り組んでいる様子
を感じる。学習については生徒たちに
前向きな姿が余り感じられない。下校
時間の厳守など文武両道の取組が必
要。

○新生徒会規約の下、生徒の自治
を育むため生徒会活動・各種専門委
員会の活性化・充実を図る。

○年間計画に基づいた、生徒会役員
会、各種委員会を定期的に実施する。

○４月に体験入部を実施し、参加率を
１００％にする。

ＰＬ生徒指導
主任
ＳＬ学年主任

総合評価
次年度への展望等
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・目標に向けた取組が適切になされて
いる。

○情報の提供や共有を通じて、教職
員の健康・安全に対する知識および
指導力の向上を図る。

○諸検査・検診を４月から６月の間に
実施する。

〇生徒の体調について、定期的に学年
と情報交換し、必要に応じて個別対応
を行う。

・諸検査、検診は計画どおりに実施できた。
・治療及び治療完了率は２月末現在、眼科検診　37％、歯科
検診　20％、腎臓検診　50％である。
・各学年に、「保健室利用状況」を回覧、分掌会議で月１回の
生徒情報交換、スクールカウンセラーへの仲介などを通して
校内で連携をするほか、保護者にもカウンセラーとの面談を
斡旋して、保護者とも連携を進めている。

・生徒の受診を進めるため、再配布した受診票が保護者
に届くように、学年の通信に折り込む。
・学年会議等で受診状況を知らせ情報の共有を図る。
・引き続き生徒の情報交換を進めるほか、必要に応じて
ケース会議を開き個別の支援態勢を整える。

・再検査、治療の必要性も含めて家庭
に伝わるような工夫をすべき。

・各学年とも公開人権ＨＲＡ、平和学習を含む人権ＨＲＡを実
施し、「北高アンテナ」で還流できた。また全校生徒全職員対
象の人権教育講演会を実施できた。
・職員研修として、前期にデートDV防止セミナー講演会、後
期に公開ＨＲＡ後の授業反省会を2回実施した。

・公開人権HRA実施の際に事前の教職員向けの助言や指
導を一層充実させる。

・人権教育の日常化のため人権標語の表彰や作文を還流
し、ＨＲＡの準備を前倒しして効率化を図る。

・目標に向けた取組が適切になされて
いる。

　「朝の読書」とは学校全体(生徒・教職員)で取り組むというものであ
るが、放課後の時間の確保という観点から、生徒だけによる努力目
標と変質した。そのためにやらされる観から遅れてくる生徒、課題等
をする生徒などが増加している。
　年2回の読書感想文の提出は100％を達成。
　「図書館だより」は新刊紹介も含めて2月末時点で１２号であり、月1
回発行出来ている。

　「朝の読書」の時間については、昨年までのように時間
割の中に組み込むことを検討したい。
　「図書館だより」を発行する図書委員会の活動について、
昼休みを使うなどして回数を増やし、図書委員・広報担当
者の自覚を促す。あるいは、放課後に活動時間がとれな
い部活動生は図書委員を立候補しない方向で検討した
い。

・目標に向けた取組が適切になされて
いる。

○年間を通じて読書活動を促進する
ために、毎日の朝読書を実施する。

○年２回、国語科・学年部と連携を図
り、校内読書感想文コンクールの審査
を実施する。
○月１回以上の「図書館だより」を発行
することにより、広報活動を活性化す
る。

○ＰＴＡ総会後に「予備集会（欠席者集
会）」を開催し、参加率を上げ、学校へ
の理解を深める。

○執行委員会を年６回各行事に合わ
せて開催し、行事を充実させる。

○年４回の交通安全運動期間中の登
校指導、月２回の学校周辺通学危険箇
所での登校指導を実施する。 （教職
員・生徒会・風紀委員・ＰＴＡ）
○スクールマナーに関する講話を、各
学年の集会において１回以上実施す
る。

○前後期１回ずつの授業アンケートを
実施する。

○全教員が前後期それぞれ１回以上、
ICT機器を用いた授業を実施する。

中期目標 重点目標

・全体的にのんびりした雰囲気が感じ
られる。生徒全体の学力向上を図って
欲しい。学習面での指導力強化をこれ
まで以上にお願いしたい。

・土曜学校開放ありがたく思っていま
す。学校全体で学習に取り組む雰囲気
づくりに期待します。
・学習時間調査は全てのクラスで実施
すべき。生徒の家庭学習時間の増加
に結びつけて欲しい。

・ＰＴＡ総会と予備集会は計画通り実施できた。保護者の参加
は８０．１％であった。
・執行部委員会を１１月までに７回実施できた。
・「親睦ミニバレーボール大会」・「ゴミゼロ運動」・「北高祭（餅
つき大会、大縄跳び大会）」・「大学訪問」など各行事を充実し
た形で実施することができた。

・各行事について、情宣を工夫し参加者をさらに増やす。

・毎月１回定期的に委員会を行うことを検討する。
・現在行っている全校集会を、生徒会で計画・立案すること
の検討を行う。
・部活動の加入率は非常に高いが、人数に片寄りがあり、
少人数で運営している部活動もある。部活動の数と顧問
のあり方・持ち方を今後検討する余地がある。また、部活
動の中で見学会を催すなどの工夫も出来るのかを今後検
討したい。

・学習時間調査は、個別のクラスで行わず、各学年内で統
一して実施し、学力向上の検討資料とする。
・課題量調整も学年内で実施し、模試、考査対策に活用す
る。

・学年毎の課題量調整は７５．７％の教員がだいたいできて
いる。調査、調整が全くできていない教員は０％で、前後期ど
ちらか一方での調整を行っている。
・月１回以上の学習時間調査が全く行われていないクラスは
ゼロで、３割のクラスは月１回の調査がきちんと行われてい
る。他のクラスは、不定期に行っている。

ＰＬ進路指導
主任
ＳＬ学年主任

ＰＬ教務主任
ＳＬ学年主任
ＳＬ教科主任

・年間計画にもとづいた生徒会活動や委員会活動を、定期的
に、また行事ごとに実施することが出来た。
・毎月全校集会を実施し、整列や司会、企画運営に至るま
で、生徒会が主体となって取り組むことにより、学校の活性化
つながっている。
・部活動体験入部も４月に実施し、参加率は１００％である。
その結果、全体の部活動加入率は８０．８％である。

・年間交通指導計画に基づいて登校指導が予定通り実施で
きており、スクールマナーに関する講話を全校集会・学年集
会で実施した。
・学校全体で取り組んだ結果、生徒アンケートによるスクール
マナーの達成度が８８．２％となる。

○各学年、模試反省会２回以上、個別
進路検討会議１回以上実施する。
○各学年、データに基づいた面接指導
を年２回以上実施する。

平成２７年度学校評価（年間評価）

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

心豊かでたくましく、生きる力を持った生徒を育成するため、総合的なバランスのとれた活力あ
ふれる学校づくりを目指す。

　１．確かな学力の育成と進路目標達成の実現。
　２．豊かな人間性育成と元気な学校の創出。
　３．学校経営の理解浸透と意見聴取の双方向性の徹底。

評価

・授業アンケートは７月と１２月に前後期１回ずつ予定通り実
施することができた。
・７１％の教員が前後期１回以上ICT機器を用いた授業を実
施した。全く利用していない教員は０％で、２９％の教員は前
後期どちらかでの実施である。
・学習アンケートの結果「わかる」の割合６４．９％

・授業アンケートの結果を各教科会議で確認し、今後の授
業改善に利用する。
・ICT機器の利用者は増加し、利用頻度も増えてきている
ので、他教科間の互見授業での活用を行い研修の場にす
る。

ＰＬ教務主任
ＳＬ学年主任
ＳＬ教科主任

・目標に向けた取組が適切になされて
いる。
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○個人面接を行い、生徒ひとりひとり
の生活習慣の改善を図り家庭学習
時間を確保させる。

○各学年、年１回の公開人権ＨＲＡを
実施する。
○公開人権ＨＲＡの授業研究会を含
め、人権教育職員研修を年間３回以上
実施する。

ＰＬ保健教育
相談主任
ＳＬ学年主任

学校名　大分県立中津北高等学校

前年度評価結果の概要

　１．教職員の授業力・指導力向上を目指し、研究授業や相互公開授業、授業アンケートに取り組んでいるが、今後も内容の充実が求められる。
　２．３年間を見通し、計画的に進路講演会や出前講義などを実施して進路意識の高揚をはかっているが、さらにその取り組みを進展させたい。
　３．生徒のあいさつや身だしなみについては、各種集会等でのスクールマナー教育の結果、来校者や保護者から高い評価を得ることができた。
　４．書道部が「国際高校生選抜書展」（書の甲子園）で全国優勝、女子バスケ部と柔道部がインターハイに出場するなど、優秀な成績をおさめた。

　（１）生徒の学力向上と進路希望達成
　（２）気品と逞しさのある生徒の育成
　（３）学校力の向上

学校教育目標

・生徒会や交通風紀委員会と連携して携帯電話の校内持
ち込み許可の検討をする。（自主規制の取り決めも含め
て）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・交
通風紀委員会によるヒヤリハット地図の作成

○生徒の社会性や規範意識の醸成
をスクールマナー教育を通して行う。

学校関係者評価
分析・考察

○個々の生徒の進路目標を設定し、
その達成に必要な学習到達度を明
確化する。

・模試反省会は３年生が８月に模試２回分、２年生が９月、１
年生が８月に実施した。予定通り実施できた。
・個別進路検討会議は３年生が７月と１２月の２回実施した。
・面接指導は３年生が三者面談を含めて３回以上、２年生と１
年生は２回以上実施できた。

・模試反省会資料の書式が学年によって異なることがある
ので、進路指導部で統一した書式を作成する必要がある。
・面接指導を更に充実させるために、スタディサポートを春
と秋の年２回受験することの検討をする。
・学年単位のオープンキャンパスの参加や校内での進路
説明会などの行事の再検討をする。

ＰＬ図書館主
任
ＳＬ学年主任

・授業アンケートを実施し、教職員の授業力・指導力の向上・授業改善につなげた。今後も授業改善に取り組んでいく。模試反省会や面接指導など個に応じた進路指導を展開できている。３年間を見通した進路指導の取り組みを更に充実させていく。徹底したスクールマナー教育の結果、来校者や保護者
から高い評価を得ている。校外でのマナーについて継続指導していきたい。生徒会が主体となって取り組んだ全校集会が学校活性化につながっている。全校集会における生徒の運営率をさらに高めていく。

自己評価結果

次年度の改善策

（２）気品と逞しさのある生徒
の育成

（１）生徒の学力向上と進路希
望達成

○学習アンケートによる授業評価
の「わかる」の割合を８０％以上に
する。

　
○生徒アンケートで平均家庭学習
時間１５０分以上の達成率を７０％
以上にする。
　

○卒業時の進路決定率を１００％
にする。

○生徒アンケートで、スクールマ
ナー（身だしなみ等）の達成度を８
０ ％以上にする。

　
○生徒会活動を充実させ、部活動
（文化部・体育部）入部率を８０％
以上にする。
　

○読書活動を促進し、読書感想文
の提出率を100％にする。

ＰＬ特別活動
主任
ＳＬ学年主任

○学年ごとに、各学期に１回課題量の
調査を行い、教科間のバランスを調整
する。

○毎月、１回（１週間）以上の学習時間
調査を実施する。

○授業の目標・目的と成果が明確に
わかる１時間完結型の授業を徹底す
る。

（３）学校力の向上

○ＰＴＡ総会への参加率を８５％に
する。

○各学年の公開人権ＨＲＡの実施
率を１００％にする。

○校内健康診断に伴う生徒の検
査および治療完了率を８０％以上
にする。
 

ＰＬ総務主任
ＳＬ学年主任

ＰＬ人権教育
主任
ＳＬ学年主任

○保護者の学校運営への参画意識
を高めるため、各種ＰＴＡ活動を通じ
て学校と家庭の連携を密にする。

○人権ＨＲＡの実施に際しては、職
員の打ち合わせ時間を確保し、全職
員の共通理解の下にＨＲＡに取り組
む。


