
(別紙様式２）

総合評価
次年度への展望等

・指導教諭の授業見学をはじめ校内授業研究会を実施し、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む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。
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○学校周辺通学危険箇所での登校指導を月２
回実施する。（教職員・生徒会・風紀交通委員・
ＰＴＡ）
○スクールマナーに関する講話を、各学年集会
において１回以上実施する。
○生徒指導だよりにスクールマナーに関する記
事を取り入れ、規範意識の向上を目指す。

・目標に向けた取組が適切になされて
いる。

○健康診断、健康観察、教育相談を
通じて、生徒の心身の健康問題の早
期発見、早期対応を図る。

○長期休業前に治療の必要性について保健だ
よりに記事を掲載する。
〇生徒の心身の不調について、定期的に学年と
情報交換し、必要に応じて教育相談部が個別に
面談を行う。
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・色覚を含む諸検査、検診は計画どおりに実施できた。7月当
初に受診依頼を配布し、広報も行ったが、治癒完了率は、冬
休み終了時点で、腎臓は100％完了したが、眼科12％、歯科
21％に止まった。
・生徒アンケートでは、91％がスクールカウンセラーを認知
し、64％が活用可能性を示している。学年との生徒情報の交
換により、生徒だけでなく保護者へのＳＣの仲介、外部機関
との連携ができた。

・保護者の色覚検査への理解を図り、対応の必要
な生徒への個別の指導、職員研修を実施したい。
・春休みの受診を進めるため受診票を再配布する。
・カウンセリング継続中、及び不登校の生徒に対し
て、外部のＳＳＷも活用し、学年・保護者と連携した
個別対応に取り組む。
・ＳＣが配置された場合、日程の告知だけでなく、啓
発記事を学年通信に掲載し、活用を促進する。

・再検査、治療の必要性を含めて家庭
に伝わるよう工夫すべき。
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・公開授業を含めて人権学習に積極適に取り組んでいると答
えた生徒が82.8%となり人権学習への理解や必要性を認識し
ているようである。
・各学年公開人権ＨＲＡを実施あるいは実施予定である。（1
年生は1/25予定、２年生は9/28、3年生は校内公開を7/6）
・人権教育に係る教職員研修は、3回実施した。

・3年生の校内公開人権ＨＲＡの参観者を増やし、人
権学習の3年間のつながりを教職員に意識してもら
う。
・平和学習の在り方を検討する必要があるかもしれ
ない。（講演者が高齢化しているため）

○朝読書を１年間継続して実施する。
○国語科・学年部と連携を図り、校内読書感想
文コンクールを年２回実施する。
○「図書館だより」を月1回以上発行する。
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・中学から高校卒業まで6年間部活を
続けてきた生徒は生きる力を身につけ
ているので。高校での部活動を奨励し
て欲しい。

・目標に向けた取組が適切になされて
いる。特に保護者の行事参加が増え
ている点が評価出来る。

・マナー、挨拶、生活態度など3年間続
ける事の大切さを生徒に教えて欲し
い。

・保護者対象の進路ガイダンスなど保
護者への進路情報の提供について検
討して欲しい。

・朝読書は継続して実施できている。
・校内読書感想文コンクールを年２回実施できている。１０
０％提出され，全県・県北での表彰を受ける作品も出ている。
・「図書館だより」の発行は予定通りできている。
・２年生を対象にビブリオバトルを行った。
・授業での図書館利用がまだまだ少ない。

・左欄の上３項目についてはこのまま継続実施して
いきたい。授業時の図書館利用については事例を
集め広報する。
・小論文の対策としての資料の集め方並べ方の工
夫をするなどして，生徒に興味を持たせる図書館を
考えたい。貸出冊数が伸びているので継続して取り
組んでいく。

・目標に向けた取組が適切になされて
いる。

・27人（体育科、芸術科は指導教諭がいないため除く）全員
が1，2学期中に県内の指導教諭の授業見学を実施した。
・生徒による授業評価アンケートを7月と12月の年2回実施
し、「わかる」が64.6％、「活動したり考えたりする機会がかな
りある」が64.5％(いずれも平均)であった。第2回目は1回目と
比較して、「わかる」が5.7％、「活動、考える機会」が6.5％アッ
プした。

・指導教諭の授業見学で得たものを各教科で教科
会議を持ち、共有する。また、資料を教科主任会議
に提出する。
・授業改善の取り組みを引き続き行うとともに、教科
を越えた互見授業の取り組みを全員が年1回は実
施する。
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・考えさせる教育が必要。
結果が数値で表わされており、解りや
すい。

○生徒アンケートによる授業評価の「わかる」
の割合を６５％以上にする。
○生徒アンケートによる授業評価の「活動した
り考えたりする機会がかなりある」の割合を６
５％にする。

実施時期　　　平成２９年２月

平成２８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

中期目標 重点目標

知性を磨き、人格を高め、体を鍛えて、２１世紀をたくましく生き抜く人間を育成する。
　１．確かな学力の育成
　２．豊かな人間性育成
　３．地域や保護者と連携した魅力ある学校づくり

検証結果（自己評価）

評価

・継続した調査が必要。調査結果につ
いて生徒や家庭にも伝える必要があ
る。

ＰＬ
ＳＬ

・ＰＴＡ総会の参加率８７．５％達成。
・委員会を定期的に８回実施できた。
・各ＰＴＡ行事（高Ｐ連県北地区研修大会の開催・親睦ﾐﾆﾊﾞﾚｰ
ﾎﾞｰﾙ大会・文化祭での餅つき、大縄跳び大会・ＰＴＡ研修大学訪
問・三年生激励ぜんざい会など）を充実した形で実施できた。
・ごみゼロ運動ではボランティア活動や勤労体験学習の重要性
を理解していると答えた生徒は89％であり、積極的な参加・実施
が出来た。ＰＴＡとの連携が図られている。

・執行部会議等開催し、学校と家庭の連携を図り、
学校づくりへの参画意識をさらに高める。
・生徒会・部活動生以外の生徒の参加を呼びかけ
る機会を増やし、実施について工夫していきたい。

・生徒会執行部と専門委員会との連携を図るため
の会議を増やす。
・1年生の部活動加入を勧める機会を増やす。
・部活動の精選を行う。
・部活動生集会を実施し、部活動生としてのあり方
や共通認識を持たせたい。

・平常時の家庭学習時間が1,2年生は不足している
ことから、クラス担任の面談での声かけや部活動顧
問からの働きかけを行う。
・学習時間の教科の偏りを各学年で検討し、学年の
意向を踏まえながら学年で調整を行う。
・2，3年生のコースの特性を生かして教科間の課題
量の調整を行う。
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・考査前(9/26～10/2)の平均家庭学習時間150分以上の割
合は、1・2年生の平均が49.0％、3年生は87.2％だった。平常
時（11/14～11/20）では、1・2年生は22.2％、3年生は80.9％
だった。
・個別面談は学習の取組状況や生活習慣全般について模試
の結果等をもとに全学年で実施した。
・課題量について、各学年で調整を行った。

ＰＬ　進路指導主
任
ＳＬ　学年主任
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ＰＬ　教務主任
ＳＬ　学年主任
ＳＬ　教科主任

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　学年主任
ＳＬ　教科主任
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生徒会活動に積極的に参加し、教員との連携もとれており円
滑な行事運営が出来た。
部活動が充実していると答えた生徒の割合は89％であり、積
極的な参加状況である。

・登校指導を予定通り実施した。
・スクールマナーに関するアンケートの達成度は、あてはま
る、どちらかというとあてはまるで９１％であった。
・スクールマナーに関する講話を全校集会、各学年集会で実
施した。
・生徒指導だよりは予定通り発行したが、意識の向上は７２．
３％に留まっている。
・美化コンクールのポイントを公表することで各クラスの改善
点と意識の向上を図った。

ＰＬ　生徒指導主
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．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。
　２．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た。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。
　３．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ることができた。校外でのマナーについて継続指導の必要がある。
　４．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。柔道部インターハイ出場、美術部・放送部・書道部が全国総文に出場するなど、優秀な成績をおさめた。

　１．学力向上と進路目標の達成
　２．気品と逞しさのある生徒の育成
　３．地域や保護者と連携した学校づくり

学校教育目標

・登校指導の報告を受けての改善及び生徒への注
意喚起の徹底。
・アンケート結果から校内の環境整備や美化に対す
る意識が８５．８％と低いので、集会や生徒指導だ
よりで啓発する。
・生徒指導だよりの内容の充実と発行回数の増加。
・生徒指導だよりを朝読書時に読ませることで意識
の向上の徹底を図る。

○全職員の共通理解のもと、スクー
ルマナー教育を徹底し、社会性や規
範意識の向上・醸成をはかる。

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

○生徒の進路目標達成に必要な学
力を把握し、個に応じた進路指導を
展開する。

・１年生は９月と１２月、２年生は８月と１２月に模試反省会を
実施した。進路希望調査は１学期と２学期に実施した。進路
指導主任による進路希望調査も１２月に実施した。
・３年生は７月・１２月・１月に個別進路検討会議を実施した。
進路希望調査は１学期に学年と進路指導主任が実施した。
・面接指導は１年生と２年生は２回以上、３年生は三者面談
を含めて３回以上実施した。

・模試反省会については早めにスケジュールを作
成し、より多くの教員が参加できるようにする。
・進路希望調査は各学年で進路指導主任も実施
し、生徒の進路希望状況を把握することで進路指
導に役立てる。
・面接指導については、面談力を更に向上させる研
修などの取組をする。
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ＰＬ　図書館主任
ＳＬ　学年主任

３．地域や保護者と連携した学校
づくり

ＰＬ　総務主任
ＳＬ　学年主任
ＳＬ特活主任

ＰＬ　人権教育主
任
ＳＬ　学年主任

◯保護者の学校づくりへの参画意識
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。

〇人権HRAの実施に際しては、学年
ごとに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取り組
んでいく。

〇各学年、年1回以上公開人権HRAを実施す
る。
〇公開人権HRAの授業研究会を含め、人権教
育にかかる職員研修を年3回以上実施する。

ＰＬ　保健教育相
談主任
ＳＬ　学年主任

◯ＰＴＡ総会への参加率８０％以上を維持す
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５０％以上にする。

◯ＰＴＡ総会と予備集会を開催し、参加率を上
げ、学校への理解を深める。
◯委員会（執行部・専門部）を年６回以上開催
し、各行事を充実させる。
○生徒、ＰＴＡによるゴミゼロ運動を年１回行う。

２．気品と逞しさのある生徒の育成

１．学力向上と進路目標の達成

ＰＬ　特別活動主
任
ＳＬ　学年主任

○個人面談を各学期に１回以上行う。
○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。
○定期考査前に学習時間調査を実施し、個人
面談等でフィードバックする。

○生徒を活動させ思考力を活性化
する授業を構築する。

○指導教諭等の授業見学を各自年1回以上実
施する。
○互見授業を年1回実施する。
○授業の７割以上でICTの活用やグループワー
ク等を含むアクティブラーニングを取り入れた授
業を実施する。

○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。

○読書の意欲関心を高める取組を
行う。

○読書活動を促進し、読書感想文の提出率を
100％にする。

○生徒アンケートで平均家庭学習時間150分
以上の生徒の割合を１・２年生で６０％、３年
生で７０％とする。

○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・挨拶・交通マナー等）の達成度を９０％
以上にする。

○全校集会での生徒の運営率を１００％にす
る。
○部活動加入率を８０％以上にする。

○各種委員会活動を生徒の自主的
実践力により計画・実践し、活性化・
充実を図る。
○各委員会活動と関係のある分掌と
連携をはかる。

○４月に体験入部を実施し、参加率を１００％に
すると同時に加入率向上につながる取り組みを
行う。
○年間行事計画にもとづいて生徒会役員会と各
委員会を実施する。

○１年生・２年生は模試反省会を２回以上、進路
希望調査を２回以上実施する。
○３年生は個別進路検討会議を２回以上、進路
希望調査を２回以上実施する。
○各学年、対外模試の結果や学習時間調査な
どのデータに基づいた面接指導を年２回以上実
施する。


