
(別紙様式２－２）

学校教育目標

自ら学ぶ意欲とたくまし
く生きる力を養い、心身
ともに健康で、勤労と責
任を重んじ、実行力の
ある人間を育成する。

・授業力の向上のため「互
見授業」、「研究授業」を実
施する。

◇全教職員が、１・２学期にそれぞれ1度以上、他教科の授業を見
る。
◇全教科2学期までに研究授業を実施する。
◇教科ごとに「互見授業」推進の期間を設定する。

教科指導 3

○互見授業で生徒の様子を知ることができた。
○互見授業は自身の振り返り・反省につながった。
●互見授業を1回以上実施した職員は55％に止まった。
●教科ごとの推進期間は設定できなかった。

・実力をつける授業に向けて、積極的
に互見授業に取り組んでほしい。

・よりよい授業を行うため、また生徒理解
を深めるために、互見授業を継続する。
・互見授業対象の授業を設定するなどの
工夫をする。
・研究授業計画は2学期までの実施とし、
月初めに実施日の確認を行う。

・家庭学習の習慣化を図
る。

◇学習用具の持ち帰りを徹底する。
◇Ｍｅと連動し、バランスのとれた課題の出題をする。
◆期限内の提出１００％

教科指導 2

○課題提出状況が生徒、クラス担任に伝達されており状況
の把握がしやすい。
○Ｍｅと連動した課題については実行されていると思う。
○期限内の提出率１００％は達成できていないが、課題の
提出状況は良くなっている。
●教科書等学習用具を、ロッカー内に置いている生徒が多
い。
●答えを写すだけで終始している生徒も見受けられる。

・各教科と担任の連携で生徒のやる
気を引き出すことができると思う。引
き続き、地道な努力を継続してほし
い。
・家庭での予習復習が大切なので、
学習用具の持ち帰りを徹底させて下
さい。

・学習用具を持ち帰り、授業に忘れずに
持ってくる習慣づけの指導を担任と教科
担当とが連携し、引き続き行う。
・学習時間調査を定期的に実施する。
・取り組みやすい予習復習課題の工夫を
行う。

・授業を大切にする。

◇授業の開始・終了を厳守する。
◇授業のルールを厳守させる。
◇授業の開始・終了時のあいさつを徹底する。
◇生徒連絡用紙の活用を広げる。
◇授業時間の確保に努める。
◇シラバスの充実と活用を図る。

教科指導
生徒指導

3
○ノーチャイムの効果で、開始時間は比較的守られている。
○授業開始・終了の挨拶・授業のルールについて確立する
事が出来た。

・オープンスクールに参加して授業を
参観したが、比較的真面目に授業を
受けていたと思う。学年が上がるごと
に自覚ができているようだ。

・時間を守る指導は、教師が早めに行き
指導を行うことで改善が見られる。
・授業態度はおおむね良好であるが、授
業前の着席が出来ていない。授業の準
備･1分前着席など習慣付ける手立てが
必要である。
・シラバスのさらなる活用を検討する。

・「進路決定力向上」に向
けて取り組む。

◇「マナトレ」「東魂プロジェクト」「東夏」などを効果的に実施する。
◇模試に向けた学習会を学年・コースで実施する。
◇国公立4年制大学に対応できる指導計画を立てる。
◇「国公立大学進学プロジェクト」を１学期から実施する。
◆２年生でのインターンシップを実施する。
◆国公立４年制大学の合格者を３名以上とする。
◆就職内定率を１００％とする。

進路指導 3

○「マナトレ」「東魂プロジェクト」「東夏」は効果的に実施でき
た。
○２年生の４５名がインターンシップに参加した。
○インターンシップの直前指導は、外部講師の講義を取り
入れ有意義であった。生徒の満足度も高かった。
●生徒の学力が全体的に低くなっており、基礎学力向上の
指導が中心となり、受験対策のプログラムの組み立てが課
題である。

・普通科での大学（特に国立）の進学
率を高めてもらいたい。

・「マナトレ」は基礎学力の低い生徒には
必要な学び直しの内容になっており、確
認テストを活用し、夏期補習等で指導を
徹底する。
・「東夏」については年度初めに実施要
領が示されるとよい。
・基礎学力が低く、模試の対策まで追い
ついていない状況がある。進路指導部
主導で、模試の過去問による模擬テスト
を実施するなど実効的な手段が取れると
よい。

・資格試験を活用し、意識
の向上を図る。

◇全員に資格試験を受験させる。
◇結果を共有・活用できるよう工夫する。
◆資格試験合格者数の増加

教科指導
進路指導
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○取得した資格等の入力が一元化でき、共有できるように
なった。
○今年度の取得資格数は延べ192個であった。
○１・２年生ともに３学期にはＡコースの生徒全員に受験さ
せた。
●３年生になると資格取得に対する意識が高くなるが、１、
２年次にいかに意識を高めるかが課題である。

・1・2年生には強制的に取得させるよ
うにするとよい。

・現在、漢字検定、英語検定、家庭科技
能検定、パソコン検定など実施してい
る。今後は農業科に関する検定試験も
含めて計画的に資格を取得できるよう指
導してい必要がある。

学校運営計画

具体的方策
◆成果指標
◇取組指標

○成果　　●課題

自己評価結果

評価

①生徒のやる気を起こ
させる指導により、学習
意欲の向上と基礎学力
の定着を図る。

重点目標 評価領域

平成２４年度学校評価結果

学校関係者評価 分析・考察及び今後の方策

○成果　　●課題

②３年間を見通したキャ
リア教育の推進ときめ
細かな進路指導の徹底
を図る。

学校名 　　　　　　　大分県立大分東高等学校

中期目標

①自ら課題を発見し、主体的に解決する資質や能力を育む。
②豊かな学びをとおして、社会的・職業的自立を達成するための基礎的な能力を
育む。
③学校生活のあらゆる活動をとおして、自律性・協調性、責任感等を育む。
④体験活動やボランティア活動等をとおして、他者を尊重し、よりよい人間関係を
築くなど、社会性や人間性と健全な心と身体を養う。
⑤地域・家庭との連携を強化し、開かれた学校づくり、信頼される学校づくりを推進
する。

○きめ細かな学習指導・進路指導の結果、今年度も就職希望
者、進学希望者ともに決定率１００％を達成できた。
○種々の広報活動の結果、園芸ビジネス科・園芸デザイン科とも
に一次入試の段階で定員を確保することができた。
●今後一層、部活動の活性化を図る必要がある。

重点目標

①生徒のやる気を起こさせる指導により、学習意欲の向上と基礎学
力の定着を図る。
②３年間を見通したキャリア教育の推進ときめ細かな進路指導の徹
底を図る。
③礼儀やマナー、規範意識の醸成と基本的生活習慣の確立を図る。
④魅力ある教育活動を展開し、その情報発信に務めるなど、信頼・期
待される学校づくりを進める。
⑤平成２５年度の新学科開設に向けた具体的な取り組みを進める。



・面談や添削指導などの個
別指導に努める。

◇添削指導を充実する。
教科指導
進路指導
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○面接指導・小論文指導に教職員全員で取り組んでいる。
○3年生は1人10回以上を目標に面接・添削指導を実施し、
生徒の取組も良好であった。
○小論文指導について外部講師を招いて職員研修を実施
した。
○2年次3月の集団面接指導で、進路意識の醸成が図られ
た。

・今後も、全職員で取り組む。
・「面接ワークノート」を活用できたこと
が、生徒の取り組みや意欲の持続に効
果的であったと思う。

・服装・頭髪・遅刻・自転車
等の指導を徹底する。

◇服装・頭髪違反者をなくす。特にピアス違反者の指導を徹底す
る。
◇車体検査を実施する。
◇自転車マナーの指導等を行うことで、交通違反者をなくす。
◇遅刻の絶滅に向けて取り組む。

生徒指導 3

○交通指導や服装頭髪検査等を行う中で、マナー等の面で
はかなり効果は上がっている。
○いつも指導を受けるのは特定の生徒に限られてきた。大
多くの生徒は最初の指導で改善できている。
●昨年度に比べ遅刻・欠席が増加した。
　遅刻、欠席〔一人平均（H24,H23）〕
遅刻　1年(3.0回,2.2回)、2年(2.4回,1.9回)、3年(1.9回,1.8回)
欠席　1年(3.1日,3.0日)、2年(4.0日,3.4日)、3年(2.9日,2.1日)

・服装頭髪検査での違反者はその週の
内に改善させることができた。
・携帯電話の使用については違反が多く
見られるため、見回りや継続的な呼びか
けが必要である。
・遅刻に対する指導のルールを再確認
し、保護者と連携した指導を継続的に行
う。

・気持ちのいい挨拶・言葉
づかい・身だしなみの指導
を徹底する。

◇学期初めの挨拶運動を継続実施する。
◇マナーアップのための講座等を実施する。
◇頭髪服装規定を相互理解することで、規範意識を確立する。

生徒指導
特別活動
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○以前と比較すると、あいさつや身だしなみ、言葉遣いは格
段によくなっている。
○職員の挨拶運動に加えＰＴＡ役員も参加し生徒の意識も
向上できた。
○10月に１年生対象の「マナー講座」を実施した。

・あいさつがとてもよい。服装やマ
ナーも以前に比べてとてもよくなって
いる。

・外部指導者による「マナー講座」は効果
があり今後も実施したい。
・マナー指導は進路と関連付けて実施す
ると効果的である。
・ＰＴＡ役員による挨拶運動に加え、保護
者への参加の呼びかけをする。下校時
の交通指導に取り組む。
・３アップ活動を通して、生徒へマナー
アップの意識づけができた。

・生徒一人ひとりの自尊感
情を高め、人権意識の向
上を図る。

◇あらゆる機会をとらえ、人権教育を進める。
◇人権ＬＨＲ等計画的にすすめる。 人権教育 3

○人権LHRは学年・クラスの実情をふまえ、計画的に進めら
れている。
●高校生としての言葉づかいの指導に課題が残っている。

・永遠の課題と捉え根気強く取り組む
必要がある。

・「自尊感情」「自己肯定観」を高めるた
めの取組を一層進める。
・言葉づかいはそのつど正しいものを教
え、日頃から注意を促し、教師が手本を
示さなければならない。
・職員研修の継続及び充実を図る。

・個人面接やカウンセリン
グなど、様々な問題を抱え
る生徒に対応できる体制
作りを進める。

◇職員研修会を継続して実施する。
◇必要に応じて「ケース会議」を実施する。

健康・安全
指導

3

○１，２学期には面接週間を設けており、効果的であると感
じる。
●ケース会議の内容によって全体で情報を共有する必要が
ある。

・面接の機会をとおして、生徒と先生
の信頼関係が築けているように思う。

・必要な時に利用しやすい相談室づくり
が必要である。
・今年度のケース会議は11件で、6月に
集中している。6月をカウンセリング強化
月間としたい。

・ボランティア活動の充実
を図る。

◇地域と協力し、「イーストガーデン」の整備を継続的に進める。
◇地域奉仕活動を計画実施する。

特別活動
家庭・地域
社会との連
携

3

○ボランティア委員を中心に、見える活動ができており、地
域に貢献している。
○「地域協働作業」を全校生徒で実施した。
○3年は、駅や通学路の清掃活動を実施した。

・地域と協力しての花壇づくりなどとて
もよい活動である。
・素晴らしいボランティア活動を今後も
継続して下さい。

・ボランティア委員会や、ユネスコ同好会
の活動を生徒に定期的に紹介できるとよ
い。
・ボランティア活動の引率等、担当教諭
の負担が大きいのが今後の課題であ
る。

・部活動や生徒会活動の
活性化を図る。

◇部活動の加入を促進する。
◇３アップ（マナーアップ・モラルアップ・クリーンアップ）運動を継続
実施する。

特別活動 3

○各委員会で３アップ活動に取り組んだ。
○東輝祭、文化の部では、新しい企画を盛り込み、成功し
た。
●部活動加入率は５３％である。
●通学の不便さもあり、部活に加入しにくい生徒が少なくな
い。

・東輝祭の充実した内容に感動した。
・部活動の加入促進に教職員が意欲
を示すこと。

・年度初めに各部活動の概略が示され
た紹介の冊子があると生徒に勧めやす
い。
・部活動を活性化したい。
・部活動体験入部の実施を検討する。

・保護者や地域への情報
発信に努める。

◇各種の「通信」等を活用する。
◇ホームページの更新を週１回以上行う。
◇分掌・学年の代表でホームページ作成を行う。
◇ＰＴＡ総会、学年ＰＴＡ、ＰＴＡオープンスクール等への参加率の
アップを図る。

家庭・地域
社会との連
携

3

○各種通信は、時期を逃さぬよう効果的に発行されている。
特に学年通信は成績資料とともに、月1回保護者に届くよう
郵送している。
●学年の係でのホームページ更新には課題が残る。

・引き続き、域住民や中学生へのア
ピールに努めてもらいたい。

・ホームページ作成･更新の研修会を実
施し、よりよいものを発信できるよう努め
る。
・学年通信など発刊物の掲載を、一層進
める。
・ＰＴＡ総会、学年ＰＴＡへの参加率アップ
のための工夫を行う。

・総合選択制髙校としての
学校・学科の構想を作成す
る。

◇農業科の教育課程の編成を行う。
◇農業科の組織、内規、行事等を作成する。
◇農業科の施設設備の充実を図る。

教育課程
教科指導
特別活動

3
○教育課程案等が完成し、準備が進められている。
○施設が完成し、見学会を実施することができた。

・新たな歴史づくりへの挑戦に期待す
る。

・教育課程に沿って効果的な農業教育
展開及び農業科の行事の構築に努め
る。
・2年次以降の総合選択科目のガイドを
作成する。

・農業科の広報活動を推進
する。

◇リーフレット等の作成及び関係機関等への配布を行う。
◇関係中学校訪問を実施する。
◇農業大学校、農家、関係行政との連携の基盤づくりを行う。

家庭・地域
社会との連
携

3

○リーフレットの作成、毎月1回の中学校訪問、学校新聞の
発行など、種々の広報活動の結果、定員の確保ができた。
●農家との連携については、大分市の各分野の会長への
説明を行ったが、具体的な連携内容については今後の検討
課題である。

・わかりやすいリーフレットやＤＶＤが
できている。

・大学訪問や企業訪問等を行い、農業科
生の進路達成向けた進路開拓を充実さ
せる必要がある。
・農業科の施設や授業・活動を取り入れ
た紹介ＤＶＤを作成する。
・地域連携の具体的な取り組みを推進す
る。

⑤平成２５年度の新学
科開設に向けた具体的
な取り組みを進める。

③礼儀やマナー、規範
意識の醸成と基本的生
活習慣の確立を図る。

④魅力ある教育活動を
展開しその情報発信に
務めるなど、信頼・期待
される学校づくりを進め
る。


