
(別紙様式３）

・生徒授業アンケートで、「現実社会や将来とのつなが
りを意識する場面があった」の項目で肯定的回答が
80％以上

・学習内容が現実
社会や将来につな
がることを意識でき
る場面を取り入れ
た授業の実践

PL:指導教諭
SL:教務主任・進路
指導主任

4

＜取 組＞
①大学入試問題分析及び研究会を４月に、校内授業研究会を11月実施
②研究授業を1月末までに１９回実施（2月以降６回予定）
＜達成指標の検証：アンケート結果（肯定的回答）＞
・授業アンケート「現実社会や将来とのつながりを意識する場面があった」８５．３％
＜考 察＞
予定した取組はすべて実施し成果も見られた。互見授業については年度内で改善を加えたが、他教科への
授業参観参加者が少ない点などはさらに検討が必要である。

・新学習指導要領への移行前年となる次年度は「学習内容を
現実社会や将来とつなげる授業」の質をさらに高める。
・教科の特性を活かした実践を試行錯誤するとともに、教科を
超えて優れた実践例を共有することで、校内全体の授業力向
上に努める。
・全体授業研究会については、次年度の早い段階から準備を
進め、よりよい形での実施を目指す。

・来年度はiPadが導入されると聞いて
いる。授業等での効果的な活用を期
待する。

・学校生活アンケートで、「課題以外に自ら進んで学習
をしている」の項目で肯定的回答が70％以上

・生徒の興味・関心
を高める自主学習
の推進

PL：図書・情報主
任
SL：進路指導主任

2 3

＜取 組＞
①６月、８月、１１月、１月に学習時間調査を実施。個人面談は、４～５回実施。
②個別添削指導は、１年生は英語、数学、国語で４０名程度、２年生は英語、数学、国語で５０名程度、３年生
は２次試験で必要な教科を４０名程度実施
③ビブリオバトル、読書クラスマッチ等の実施
＜達成指標の検証：アンケート結果（肯定的回答）＞
・学校生活アンケート「課題以外に自ら進んで学習をしている」６７％
＜考 察＞
臨時休業中などにおいて、自ら学習する姿勢やその方法などについては更に改善が必要である。

・１、２年生は英語、数学、国語の添削指導を継続する中で、
新学年へ向けて難関大学受験に対応できる学力養成を計画
的に行う。
・進路指導に係るホームルーム活動や面談、集会等をとおし
て、入学段階から3年間を見据えた進路意識や進路を選択す
る力を養う仕組みを構築する。

・自ら進んで学習する割合が、学年ご
とに高くなっている。早期の段階から
割合が高くなることを期待する。

・学校生活アンケートで「学校行事や生徒会活動への
積極的参加」の項目で肯定的回答が80％以上、およ
び部活動の参加率80％以上

・学校行事や生徒
会活動、部活動の
主体的な取組の推
進

PL：特別活動主任
SL：生徒会担当 3

＜取 組＞
①学年集会における部活動入部に関する啓発
②専門委員会の新企画の実施、生徒会総務委員会定例会を月２回以上実施、開扇祭の実施（規模縮小）
＜達成指標の検証：アンケート結果（肯定的回答）＞
・学校生活アンケート「学校行事や生徒会活動への積極的参加」７６％
・部活動の加入率７８．２％
＜考 察＞
新型コロナウイルス感染症の影響で年度前半は参加率等伸び悩んだが、活動再開とともに参加率や満足度
も上昇していった。最終的に目標値には届かなかったが、概ね目標は達成できている。

・遠足が実施できなかった場合も、部活動紹介のパフォーマン
スが実施できないか検討する。
・2年生についても部活動の加入を勧める。
・開扇祭の会場、企画内容などを再検討し充実を図る。

・１年生の文化部の加入率が低いの
には、年度当初の臨時休業等が影響
したのかもしれないが、厳しい状況の
中、部活動全体の加入率が上がって
いるのはよいことである。

・学校生活アンケートで、「国際的な視野が拡がったこ
とを実感した」の項目で肯定的回答が70％以上

・本校及び県教育
委員会主催のグ
ローバル人材の育
成に関わる行事へ
の積極的な参画

PL：グローバル教
育担当
SL：英語科主任

3

＜取 組＞
①イングリッシュセミナーをＷｅｂにて実施（7月）。２年生全員、APU国際学生２１名がＷｅｂにて参加
②実用英語技能検定の指導は希望者に対して随時実施
（受験者）１級１名、準１級４９名、２級３２８名、準２級１９０名、計５６８名（３回合計、延べ数）
＜達成指標の検証：アンケート結果（肯定的回答）＞
・学校生活アンケート「国際的な視野が広がったことを実感した」の項目での肯定的回答６９％
＜考 察＞
・英検受験による英語教育への意欲喚起は十分達成できた。新型コロナウイルス感染症の影響で多くの行事
が中止や規模縮小になる中、リモート形式等での参加など形態を工夫しながら参加できた。

・県が主催する海外大学遠隔講座、グローバルリーダー育成
塾等については、次年度も積極的な参加を進める。
・イングリッシュセミナーの継続実施に向け、事前準備の充実
を図る。
・本年度はPTA特別基金から受検料を補助していただき、受
験者増となった。英語科と連携し、受験指導の充実を図ること
で受験者を増やすとともに合格率の向上を目指す。

・英検の全員受験は非常に良い取り
組みである。普段検定等を受けない
生徒が受験する良い機会となってい
る。今後も継続してほしい。

・「SUSUMEプロジェクト」における各学期ごとの活動の
生徒アンケートで、プロジェクトの満足度についての肯
定的回答が90％以上

・総合的な学習（探
究）の時間の組織
的な企画・運営

PL：進路指導主任
SL：総合的な探究
の時間担当

4 4

＜取 組＞
①全職員に対しての研修実施（４月）
②具体的取組についての学年毎の提案は毎週実施。総探プロジェクトリーダーと総探学年担当との打ち合わ
せは毎週実施
＜達成指標の検証：アンケート結果（肯定的回答）＞
・「SUSUMEプロジェクト」における各活動についての生徒アンケートで、プロジェクトの満足度についての肯定
的回答１年９５％、２年９４％、３年９１％、全体９３％
＜考 察＞
非常に充実した取組ができている。生徒の満足度も非常に高い。今後はこの取組の外部への発信が課題。

・全職員への研修も継続して実施し、生徒が未知の分野への
探究を行う際の指導者としての心構えを職員全員に共有させ
る。
・「ＳＵＳＵＭＥプロジェクト」の年間計画に基づき、今年度の各
学年での指導を活かして、来年度も継続的に実施する。
・各行事終了毎に振り返りの時間を設け、ポートフォリオを作
成させる。

・成果発表会について、生徒のプレゼ
ンテーションについてはまだ改善の余
地がある。
・自分が住んでいる地域の状況や課
題などを理解して、グローバルに活躍
する人材になってほしい。

・保護者アンケートで「学校は保護者・地域住民の要
望や意見に耳を傾け、教育実践の改善に生かしてい
る」という項目で肯定的回答が75％

・学校・保護者・地
域との相互理解の
深化

PL：総務主任
SL：主幹教諭、図
書・情報主任、生
徒指導主任

3

＜取 組＞
①中学生向け広報紙『南風』の発行（年間８回）　②ホームページの更新（平均週３．１回）
＜達成指標の検証：アンケート結果（肯定的回答）＞
・保護者アンケート「学校は保護者・地域住民の要望や意見に耳を傾け、教育実践の改善に生かしている」６
５％（第２回）
＜考 察＞
アンケートについては目標数値を下回ったが、ホームページの更新などは予定以上に実施できた。保護者へ
直接情報を発信する手段について改善を図る必要がある。

・保護者同士の連絡網を構築する。（例：役員の委員会等）
・南風の回数より内容の充実を図る。入学生に南風について
のアンケートを実施し、効果を検証する。
・ホームページや新聞等を通じ学校の取組を積極的に発信す
る。

・今年は新型コロナウイルス感染症のため
保護者の活動があまりできなかった。来年
は状況改善に期待したい。
・学校の情報がプリントやホームページで
はなかなか保護者に伝わらないので、SNS
を通じた情報発信も必要になってくるので
はないか。

・学校生活アンケートで「登下校の際、交通ルールや
マナーの遵守ができている」という項目でとてもそう思
うと回答する生徒の割合が65％以上

・生徒事故の未然
防止
・非常災害に対す
る危機管理体制の
強化と防災意識の
向上

PL：生徒指導主任
SL：防災教育コー
ディネーター、交通
担当、事務

3

＜取 組＞
①自転車事故の発生から機を逃さず５回の自転車通学生集会を実施。その中でヘルメット着用も啓発
②通学路危険マップを更新（９月）、校内安全点検（学期に１回）
＜達成指標の検証：アンケート結果（肯定的回答）＞
・学校生活アンケート「登下校の際、交通ルールやマナーの遵守ができている」で、とてもそう思うと回答する
生徒の割合６０％
＜考 察＞
達成指標は満たしていないが、同アンケート項目での肯定的回答合計は９８％に達している点や通学時や、
校内における重大事故は０件、自転車事故が７件にとどまる点などから十分に成果をあげている。

・生徒の交通ルール・マナー遵守への意識向上のために、生
徒対象の「交通法規テスト」や「通学路危険マップ縮小版」の
配布などを行い、生徒の意識や社会性の向上に努める。
・学期ごとの校内安全点検により危険個所の発見と速やかな
修繕に努める。
・学期に２回の自転車通学生集会を開くことで、新たに導入さ
れるヘルメット着用ルールや、事故防止など生徒の注意を喚
起する。

・自転車の交通指導等についてはよく
取り組んでいるが、高校卒業後多くの
生徒が自動車を運転することから、高
校生段階で自動車免許取得を前提と
した交通ルールの遵守に関する指導
をしてほしい。

・学校生活アンケートの「学校に自分が安心して過ご
せるような居場所があるか」という項目で肯定的回答
が90％以上

・不登校の未然防
止を維持する取組

PL：健康・人権教
育主任
SL：養護教諭、生
徒指導主任、特別
支援教育コーディ
ネーター

4 3

＜取 組＞
①生徒の体調や出席状況の把握と迅速な対応のため、毎朝、健康観察を実施
②学年主任連絡会を隔週で実施。また、分掌会議やケース会議等、組織的・計画的支援のための諸会議を
実施。専門機関との連携も実施。
＜達成指標の検証：アンケート結果（肯定的回答）＞
・学校生活アンケート「学校に自分が安心して過ごせるような居場所がある」９１％
＜考 察＞
相談事例が発生した際のケース会議や担当者会議など組織的な対応が構築されており、スクールカウンセ
ラーをはじめ外部の医療機関との連携も取れている。目標を達成している。

・健康観察を継続して実施し、生徒の状況把握をして予防的
アプローチを積極的に行い生徒が自分の居場所を見つけ健
康に生活できるよう支援する。
・問題解決的アプローチをより組織的に行えるように、学年主
任連絡会、ケース会議の持ち方工夫するなど校内の体制を改
善する。
・スクールカウンセラーや専門機関の連携を強め、効果的な
活用を検討して開発的アプローチを試みる。

・１年生のアンケート結果で安心して
過ごせると回答する割合が低いが、コ
ロナ禍における生徒把握のためにも、
例えば顔写真入りの名簿を作るなど
検討してほしい。

・学校生活アンケートで、「学校で自分が友達や先生
に認められていると感じる」という項目で否定的回答
が15％以下
・月別超過勤務時間（職員平均）が各月前年比マイナ
ス10％

・業務の効率化と
行事の精選・働き
方改革

PL：教務主任
SL：主幹教諭、衛
生管理者

3

＜取 組＞
①教務委員会で行事精選検討を１回実施（１月現在）（２・３月に計２回実施予定）
②月４５時間以上の超勤の職員に対して、毎月、管理職面談を実施
＜達成指標の検証：アンケート結果（肯定的回答）＞
・学校生活アンケート「学校で自分が友達や先生に認められていると感じる」で否定的回答１９％（第２回）
・月別超過勤務時間（４～１月，職員平均）の平均は前年比マイナス２６．１％
＜考 察＞
新型コロナウイルスの影響もあるが、勤務時間の縮減や年休取得日数については大いに改善された。

・行事の精選や定期考査時の午後に会議の予定を入れない
といった取り組みとその趣旨を年度当初に周知して継続して
いく。
・次年度も教務委員会・運営委員会等で行事の精選について
検討を継続して実施する。

・働き方改革について、部活動の指導
等で先生方の土日の勤務を制限され
ると指導に部活動に影響が出る恐れ
があるので、この点については考慮し
てほしい。

総合評価
次年度への展望
等

県北における知の拠点として、１世紀を越える伝統を継承しつつ、福澤翁の志を汲み地域を支えるグローバル人材の育成を本校の使命に掲げ職員一丸となって取組を進めている。各プロジェクトリーダーのもと自ら課題を見つけ改善する組織体制が整っている。本年度の重点目標としてはまず、深い学びの実現と学びに向かう力の伸長をあげた。その結果、授業改善の取組は大
いに進みアンケート等でも高い評価を残している。しかし一方で生徒の主体的な学習や１，２年次の進路研究については課題もある。このことを踏まえ、次年度は自ら学ぶ力や自ら進路を選択する力の育成を重点の一つにあげる。２点目の重点に関しては、SUSUMEプロジェクトとして進める総合的な探究の時間の取組が開始から３年を迎え充実した成果をあげており、今後は生徒
がさらに未知の分野に挑戦する意欲の醸成に努める。３点目の重点に係る生徒が充実した高校生活を送るための安心・安全な環境を保障する取組も概ね目標を達成しているが、次年度はさらに生徒が自分らしく健康に生きるための社会性の涵養を目標とすることでさらに教育環境を充実させる。また、職員に対しても生徒と接する時間が確保できるよう働き方の改革を促す。

令和２年度学校評価（年間評価）

次年度の改善策 学校関係者評価

次代を担う人
づくりと地域と
ともにある学
校づくりの推
進

学校名　　大分県立中津南高等学校

安心・安全な
教育環境の保
障と子どもと
向き合う時間
の確保

分析・考察

深い学びの実
現と学びに向
かう力の伸長

重点的取組
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価
重点目標 達成(成果)指標

・教務委員会での行事精選検討（年間3回）
・管理職による個別面談（毎月）

・イングリッシュセミナー（2年7月）及びグローバル企
業への研修（2年11月）
・タブレットを用いたオンラインスピーキングレッスン
の実施(学期に1回以上）
・実用英語技能検定受験指導（随時）

・総合的な学習（探究）の時間の具体的計画（4月）と
実践（年間）
・各生徒のポートフォリオの整備・運用計画作成（4
月）と運用（5月～）

・中学生向け広報紙『南風』の発行（年間8回）
・ホームページの定期的な更新（平均週2回以上）
・各行事における外部人材活用数の集約（毎月）

・自転車通学生集会の定期的な実施（学期に2回）
・自転車通学生のヘルメット着用啓発（随時）
・校内安全点検とそれに応じた修繕（学期に1回）

・毎朝のホームルーム等においての生徒の状況確
認(毎日）
・健康・人権教育部主催の学年主任との連絡会（隔
週）

・授業改善スクールプランに基づき、学習内容が現
実社会や将来につながることを意識できる場面を設
定（単元に１回以上）
・全職員参加による大学入試問題分析及び研究会
（4月）
・研究授業（20回以上）と全体授業研究会（11月）

・図書委員会主催によるビブリオバトル、読書クラス
マッチ（前期）と読書週間（後期）の実施
・学習時間調査を活用した個人面談（年4回）や個別
添削指導（適宜）の実施

・部活動キャプテン集会の実施（年間３回、毎学期）
・生徒会総務委員会定例会の実施（月2回）

〇主体的に学びに向かう態度、豊かな心、たくましい心身の育成
〇学力の向上と一人一人の自己実現
〇地域に対する誇り、協働性、挑戦意欲と教養を備えた、グローバルな社会で活躍できる人材の育成
〇安心・安全な教育環境の堅持

中期目標学校教育目標

校訓「礼儀・誠実・進取・向上」のもと、「知・徳・体」の調和のとれた全人教育を推進
し、心身ともに健やかで心豊かな人間を育むとともに確かな学力を身につけさせ、
これからの社会を担う高い志をもった人材を育成する。

取組指標

前年度評価
結果の概要

各項目について、自己評価及び学校関係者評価ともに概ね満足できる評価結果であった。全職員による本校の使命の共有と、職員間のチームワークとが高い教育効果を上げた。

〇１年生の総合的な学習の時間を通してのキャリア教育は、グローバル人材育成の面でも非常に効果的であった。
〇指導教諭を中心とした授業改善推進委員会が効果的に機能しており、授業改善が高いレベルで進んでいる。
〇実践的な防災教育の開始、生徒の安全教育の継続ができた。

●生徒の主体性の育成と、もう１ランク伸ばすための一層の深い学びを実現する授業改善が求められる。
●地域課題の解決に向けた意欲を育てながら、国際的な視野を広げるキャリア教育が求められる。
●安心安全な環境を引き続き堅持する必要がある。

〇深い学びの実現と主体的な態度の育成
〇地域に根差した国際的な視野の拡張とキャリア教育の充実
〇安心・安全を保障する教育環境の保持と健康な心身の育成

重点目標


