
(別紙様式２）

学校関係者評価次年度の改善策

１－２　高いレベルでの文武両道（学習と部活動と
の両立）を目指し努力する意識を育てるとともに、
教職員が連携して支援する体制をつくる。

ＰＬ　特活
ＳＬ　進路・学年

◇【特別活動】
    ①「部活動生学習支援シート」を活用し、部活動顧問による
      定期的な部員の個人面談やＨＲ担任、教科担当との情報
       交換を推進し、部活動と学習との両立を支援する体制の
       確立
◇【進路指導・学年】
　　①「合格へのあゆみ」および「家庭学習時間調査」の結果を
      活用した家庭学習時間の確保

評価 分析・考察

＜達成指標＞学校生活アンケート（12月）より
①学校満足度　目標値９０％→達成値９１％（昨年８８％）
②学校行事・部活動の充実度
                     　目標値９０％→達成値９５％（昨年９６％）
③生活習慣・マナー
      ・あいさつ：目標値９０％→達成値８２％（昨年調査なし）
　　 ・清掃：目標値９０％→達成値８7％（昨年調査なし）
◇【生徒指導・学年】
【生徒指導】登校指導を継続して実施。交通マナーとあいさつについて、担
任によるクラス講話や生徒指導主任による全校集会での講話で、注意喚
起できた。
【１年】学年生徒会を組織し、月に一回定例会を行い、現状の問題点等を
出し合い、解決に向けての話し合いを行った。生徒の自主性は育まれた。
【２年】学年集会開催時の集合整列指導等を生徒が主体的に行ったこと
で、本校生としての誇りや自覚をもつことができた。
【３年】学校生活の節目と、随時生徒の様子が気になる時に学年集会やＨ
ＲＡでの話を通して意識啓発ができた。
◇【特別活動・総務】
【特別活動】生徒大会で自主規制の改正見直しの議論等を行った。その結
果，自主規制の意義等が周知でき，生徒の自主規制に関する意識高揚が
できた。
ボランティア活動については、クリーンアップ等の例年実施している活動に
ついては継続できた。
【総務】ＨＰはほぼ毎日更新し（２８５回／２８９日）、情報発信は十分にでき
た。
今年度４月２日～２月１日までのアクセス数は463，330。
１日平均約1531アクセス。

＜達成指標＞学習時間調査(10月）より
　  3年生：目標値1900分→達成値1979分（土日の模試の時間は除く）
    2年生：目標値1600分→達成値1476分
　  1年生：目標値1500分→達成値1466分

◇【特活活動】「部活動生学習支援シート」については２学期期末考査に向
けて活用した。各部ともきちんと指導をした結果，２学期期末考査に向けて
の学習にしっかり取り組めた。
◇【進路指導・学年】
【進路】４回学習時間調査を実施し、分析を行った。３年生は順調に学習時
間を確保できているが、１・２年生はなくなった朝講座の分の学習時間が減
少している。学年、教科で指導をしてもらうが数値は伸びなかった。外部模
試を分析する限りは、大きな影響は出ていない。
【１年】学習時間調査では、目標を達成できなかった。学年独自に＋2回調
査を実施し、現状把握に努めた。
【２年】学習時間は目標に到達しなかった。行事で高まったモチベーション
を、学習などの実際の行動に移せていないのが課題。
【３年】担任・副担任が連携して時間の使い方を把握し、助言を行った結
果、学習時間は確保できている。
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平成３０年度学校評価（　年間評価　）

◇【生徒指導・各学年】
【生徒指導】
・指導後のフィードバックでは、「できたこと」を褒める
指導を行い、生徒の自尊感情を高める。
・分離礼や清掃用具の片付けの徹底の声掛けを行
い、生活習慣・マナーのさらなる向上を図る。
【学年】
・生徒の自主性を育む仕掛けを今後も継続する。
・教員団が同じ観点・温度で関われるよう、視点のすり
合わせを行う。生徒が自主的に動くよう促し続ける。
◇【特別活動】
・次年度は自主規制の改正を生徒会を中心に行う。
・生徒がボランティアに参加しやすいように、広報は早
めに行う。
【総務】
・次年度も、各分掌・各学年等から計画的に情報を集
めて、教育活動の広報に努める。

◇【特活活動】
・「部活動生学習支援シート」の活用を来年度は1学期
期末考査から行う。
◇【進路指導・学年】
【進路】
・学習時間調査を活用した面談のさらなる充実。
【学年】
・学習時間調査を学年独自で＋α実施し、生徒の学
習状況に沿った対応を迅速に行う。
・「合格のあゆみ」を活用した指導に関しては担任・副
担任の負担が大きいので、教科担当者等の支援を検
討。

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標

１　舞鶴魂「しまれ、がんばれ、ねばれ、おしきれ」の体現化を推進する。
２　「斌」の教育、文武両道の推進により、自主的・自立的な人間を育てる。

１　学校の組織的教育力のもと、キャリア教育の推進と学力の向上を図り、高いレベルの進路目標を達成する力をつける。
２　部活動・生徒会活動をはじめ特別活動の一層の充実を図り、高いレベルの文武両道を図る。
３　スーパー理数科の特色化を図るとともに、ＳＳＨ事業をさらに発展させ、本県の理数教育振興の中心的役割を果たす。

ＰＬ
ＳＬ

１　舞鶴高校生としての誇りと責任の自覚
を促し、基本的な生活習慣・マナーの確立
と徹底に努める。

PL  生徒指導
ＳＬ　特活・総務・各学年

■学校生活アンケートによる達成評価（5月、12
月実施）
　①学校満足度
　　「学校生活に満足している」について、生
   徒の肯定的評価の割合が９０％以上
　②学校行事・部活動の充実度
　　「部活動や行事を通じて、学校生活での
    充実感が得られている」について、生徒
    の肯定的評価の割合が９０％以上
　③生活習慣・マナーの確立
　　　・「あいさつ（止まり礼・分離礼）ができ
        ている」について、生徒の肯定的評価
        の割合が９０％以上
　　　・「清掃、清掃用具の整頓等ができて
       いる」について、生徒の肯定的評価の
       割合が９０％以上
  ④週家庭学習時間
　 全生徒が週1９00分の家庭学習時間を
   確保する。

１－１　基本的な生活習慣やマナーなどの徹底を
図るとともに、主体的・創造的な生徒会活動の充
実をとおして学校生活の向上や地域や社会への
貢献の意識を高める。

◇【生徒指導・学年】
　　①全校集会、学年集会、HRAを利用して、本校生としての
        誇りと自覚を促す講話を通年で実施
◇【特別活動・総務】
　　①生徒会による「自主規制」の徹底および、ＰＴＡ・地域等
        と連携したボランティア活動の企画・実施（年6回）。なら
        びに、教育活動の積極的な情報発信（ＨＰ等）による開
        かれた学校づくり

学校名　　大分県立大分舞鶴高等学校

前年度評価結果の概要

〈成果〉
　○様々な教育活動を通して、生徒の「規範意識」や「道徳心」を高めるとともに、生徒が主体的に決定した進路目標の達成に向けて集中して授業に取り組む雰囲気を醸成することができた。
　○生徒が勉学と部活動、ＳＳＨ活動、,ボランティア活動などを高いレベルで両立することで、、社会に貢献するという高い志を育成するとともに人間性、社会性を向上させることができた。
　◯悩みや不安を抱えた生徒を早期に発見し、教職員間での情報の共有、対応策の検討・実施を効果的に行うシステムと貴重品の管理等の防犯システムが確立できた。
〈課題〉
　●自転車運転マナー、インターネット利用上のマナーの教育を充実・徹底させ、登下校時の自転車事故やインターネットでのトラブルを予防することが必要である。
　●ＭＡＩＺＵＲＵ授業力向上プランを推進し、生徒の「思考力・判断力・表現力」を育成する授業改善をさらに深化させる必要がある。

１　舞鶴高校生としての誇りと責任の自覚を促し、基本的な生活習慣・マナーの確立と徹底に努める。
２　豊かな感動体験をとおして生徒一人一人に高い志を醸成するとともに、達成のための確かな学力を育成する。
３　一人一人の生徒が夢の実現に向け、各自が持つ個性や能力を十分に発揮できるように、安心・安全な学習環境の整備に努める。

学校教育目標 中期目標 重点目標

自己評価結果
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〇舞鶴高校生としての誇り・責任・
マナーを確立するため、生徒会活
動を中心とした自主的な学校行
事を設けているのはよい。
〇学校訪問の際、生徒の大きな
声でのあいさつ等、いつも元気を
もらっています。
〇ボランティア活動（インターアク
トの舞シューズ活動等）に毎年積
極的に参加しているのはよい。
〇ＨＰも頻繁に更新され、積極的
に情報発信している点がよい。
△アンケートの未達成項目につい
ての要因を分析し、さらなる改善
を進め、生徒と教員間の絆を深め
てほしい。

〇部活動支援シート等のツールを
使って、生徒の心身の発達と健康
を支援しているのはよい。
〇学力と競技において、素晴らし
い結果を出している。
△学習時間の目標値はおおむね
達成しているので、学習時間以外
で生徒の学習意欲を高める工夫
をお願いする。
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◇【生徒指導】
・交通安全講話や自転車安全点検以外に、安全性を
高めるための取組を実施する（例えば、安全運転実技
講習等）。
・危機管理マニュアルの見直しは、次年度も実施す
る。
　
◇【学年】
・貴重品管理マニュアルについての検証を行い、改善
点があれば改善する。

〇学内・学外での生徒のマナー、
事故防止、健康・安全の取組の意
識は強く感じられる。
〇安心安全な学習環境の整備に
ついて、貴重品の管理体制の構
築など、具体的取り組みを実施し
ている。
〇積極的な保健活動で、健康・安
全の増進に努めている。
△交通マナー等を遵守して、交通
事故0を目指してほしい。
△地震・火災等の危機管理マニュ
アルの見直しなど、今後も万全を
尽くしてほしい。

＜達成指標＞授業アンケート（1１月）より
①思考力を深める授業
    目標値９０％→達成値９４％（昨年９２％）
②・主体的な活動・学びの楽しさ
  　目標値９０％→達成値９１％（昨年９２％）
　 ・自ら設定した課題
　　目標値８０％→達成値７２％（昨年７０％）

◇【教務】
①相互授業参観、授業アンケートともに６月、１１月に実施済み。２回目の
相互授業参観では、感想シートを授業担当者に手渡すように変更。
②全教科、２回目の研究授業を実施。指導主事からフィードバックされた課
題に取り組んでいる。
③１学期に入試問題の研究を行い、８月に舞鶴模試を実施した。各教科が
問題をよく練っており、模試の目的に沿ったものであった。
◇【進路】
① ３年の学力検討会を3回実施。現時点の３年の課題を明確にし、改善方
法を提示するとともに、低学年次の授業レベルの改善も提起した。１・２年
の８月の学力検討会では授業レベルの点検・改善策を協議した。
②舞鶴模試はオリジナル問題も増え充実した内容となってきた。

＜達成指標＞学校生活アンケート（12月）より
①授業評価　目標値７０％→達成値７１％（昨年６６％）
②進路実現　３年１２月時点で目標値９０％→達成値８９％（昨年８９％）

◇【進路指導、学年、ＳＳＨ】
①【進路指導、ＳＳＨ】進路HRA、探究「未来設計」の時間に進路研究・適性
検査等を実施した。国際情報（学校設定科目）と連携し、文理選択、志望大
学・学部の研究が順調にできている。志望大学との距離感をどう掴ませる
かが課題。
【１年】フューチャーファクトリー（進路講演）、進路ＨＲＡ、国際情報等を連携
させ進路指導を展開している。主要大学説明会や県教委主催のしごと
フォーラムなど例年以上の参加者を出せており、進路意識の醸成はできて
いる。
【２年】オープンキャンパスや主要大学説明会、進路講演会などで進路意
識の向上を図ることができた。
②【進路指導】１、２年生とも、上位陣を集め、サタセミ（土曜講座）等で特別
講座を実施し、上位層の育成は進んでいる。
【１年】理数科の志望者増加を図るための担任面談。ＮＫ（難関大学）講座
の実施。ＳＮＫ（最難関大学）・維新苦楽部（医学部希望者クラブ）の実施。
成績上位者の進路意識は高まっている。
【２年】模試結果の分析を通して生徒の可能性と強化ポイントを情報共有す
ることができた。
【３年】講座や探究活動を通して、生徒の論理的思考力は高まった。

◇【教務】
・生徒が主体的に活動し、思考する授業内容の改善と
発問の質の向上に取り組む。
・舞鶴模試を新大学入試で求められる学力を測定でき
るものに変更する。
◇【進路】
・各学年の課題を明確にし、改善方法を提示できる学
力検討会を実施。
・舞鶴模試で、思考力・表現力を測定できるオリジナ
ル問題を増やすため、入試問題研究を更に充実させ
る。

◇【進路指導、学年、ＳＳＨ】
・校内の進路研究と校外の進路研究（県教委主催のし
ごとフォーラムなど）を連携させて、生徒の進路意識の
醸成ができるように年間計画を立て直す。
・難関大指導については学年部と進路部との連携が
必要なので、担任以外で学年が見渡せる立場の教員
を各学年に1名置く。
・思考を促す発問に関するアンケート項目を再検討
し、検証方法を見直す。
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＜達成指標＞
交通事故　目標値０件→２月８日時点で1３件（昨年度２２件）

◇【生徒指導】
①自転車安全点検、情報モラルに係る講演会、登校指導など常時活動を
実施し、舞高生としての自覚は高まった。また、校舎改築のため、危機管
理マニュアルの一部を改正した。

◇【学年】
①貴重品管理マニュアルに沿って、貴重品の管理等を行った。

◇【保健】
①「不登校対策協議会」を1３回、「支援委員会」を１回開催し、教育相談部
と学年部、保健室が連携しながら生徒の悩みに対応できた。
◇【生徒指導】
①いじめアンケートを7月、12月、2月に実施。
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ＰＬ　教務
ＳＬ　進路

ＰＬ　進路
ＳＬ　ＳＳＨ・各学年

ＰＬ　生徒指導
ＳＬ　学年

２　豊かな感動体験をとおして生徒一人一
人に高い志を醸成するとともに、達成のた
めの確かな学力を育成する。

３　一人一人の生徒が夢の実現に向け、各
自が持つ個性や能力を十分に発揮できる
ように、安心・安全な学習環境の整備に努
める。

○学校事故、交通事故・いじめをゼロにする
○不登校が減少する

３－１　生徒が心身ともに健康で安全な生活を送
ることができる体制づくりをとおして、相互を尊重し
高め合う態度を育成する。

◇【生徒指導】
　　①１学期中に自転車運転マナー教室、携帯電話等マナー講
       座を実施年間を通して、朝の交通指導を実施
◇【学年】
　　①貴重品の組織的な管理体制の確立等、安心安全な学習
        環境の整備

２－１ 「スクールプラン」「マイプラン」に基づいて授
業の工夫・改善に努め、生徒の現状分析や実態に
応じた学習指導法についての研修・研究を組織的
に行い、生徒一人一人の「思考力・判断力・表現
力」の伸長を図る。

◇【教務】
    ①年２回の教員相互授業参観、生徒授業アンケート（授業
       評価）、5教科の指導主事招聘の研究授業等に基づいて
       ＰＤＣＡサイクルを回し、生徒が主体的に活動し、思考力
       を深める授業に改善する。
◇【進路指導】
　　①年３回、学力検討会で対外模試の成績分析等を行い、
        指導方法の検証と改善を進める。また、「舞鶴模試」で
        オリジナル問題を作成し、作問力の向上を図る。

■授業アンケートによる達成評価（6月、11月実
施）
　①思考力を深める授業
  　　「発問は知識だけでなく思考・判断を問
　　　われている」 について、生徒の肯定的
　　　評価の割合が９０％以上
　②能動的な学習の授業評価
　　・「自らが主体的に活動し、学びの楽しさ
　　を感じる」について、生徒の肯定的評価
     の割合が９０％以上
  　・「自ら設定した課題に取り組む」につい
     て、生徒の肯定的評価の割合が８０％
     以上
■学校生活アンケートによる達成評価（5月、12
月実施）
　①授業評価
　　「授業で学ぶ楽しさを味わえている」につ
    いて、生徒の肯定的評価の割合が７０％
   以上
　②進路実現
　　「自分の目指す進路が明確となっている」
    について、生徒の肯定的評価の割合が
    ３年１２月時点で９０％以上

２－２　ＳＳＨ企画の充実を図り、生徒に「自己の在
り方・生き方」に基づいた高い目標をもたせるとと
もに、面談・添削等の充実により、目標達成を目指
す生徒の主体的な学習を支援する。

◇【進路指導・ＳＳＨ・学年】
   ①学年、ＳＳＨと連携して実施する「探究（未来設計）」「講
      演会」「体験研修」をとおして、生徒の進路目標を明確に
      する。
　②難関大PTを中心に学年と連携して、志望者の発掘およ
     び志望達成のための組織的な取り組みを実施する。

３－２　様々な悩みを抱える生徒一人一人に対し
て、きめ細かく対応するための体制作りを推進す
る。

◇【保健】
　　①「不登校対策協議会」「ミニ支援委員会」による、早期対
       応の実施
◇【生徒指導】
　　①いじめアンケート調査の年3回実施、および組織的な対応

県内トップレベルの進学校として、現役・過年度合わせて国公立大学への合格208名、最難関・難関大学、学部40名を達成すると共に、県高校総体でも優勝旗３本を獲得し、テニス部はインターハイと選抜大会で団体3位になる。また、文化部も吹奏楽部や科学部などが全国大会や九州大会に出場し、放送部ではNHK杯全国高校放送コンテストアナウンス部門最優秀賞を受賞するなど、
あらゆる場面で文武両道が実践できた。３期目ＳＳＨも高い評価を得るとともに、4期目の申請に向けて、さらなる活動の充実を目指している。学校関係者評価等を踏まえ、次年度は、さらなる授業改善と高い進路目標を掲げる生徒の進路実現に向けて全職員で取り組んでいく。

総合評価
次年度への展望等

〇生徒個々への心身の健康・安
全に対する支援体制は強化され
ている。
〇迅速な対応を行っている。
△ＳＣ等と連携して、プライバシー
に配慮したメンタルケアのさらなる
充実を望む。
△これからも入学した生徒は全員
卒業できるように個々の生徒を大
切に育ててほしい。

〇教員間相互の授業研究や生徒
アンケートの数値目標を通して、
教授方法は研鑽されている。
〇スクールプラン・マイプランを活
用して、生徒一人一人の進路達
成に真剣な取り組みをしているこ
とが伺える。
△授業アンケートの結果は目標
値の90％を超えているが、学力向
上の実績とどのように結びついて
いるか、さらに検討してほしい。

〇ＳＳＨ指定校としての役割・使命
を担って、生徒・教員ともによく頑
張っている。
〇ＳＳＨ企画、学習への支援を通
して、自主的な知的探究心を育ん
でいる。
〇進路通信（「夢拓く舞鶴」）の定
期発行で、生徒の進路意識は高
まっている。
△学校生活アンケートと授業アン
ケートの似た項目での数値の違
いが気になる。授業研究の成果を
授業にもっと反映させていただき
たい。
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◇【保健】
・生徒の困りを早期に把握し，早期支援に繋げるため
の「不登校対策協議会」や「ミニ支援委員会」の質的
向上を図る。
◇【生徒指導】
・今後も、いじめアンケートや面談等で、生徒の状況把
握を常に行う。
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ＰＬ　保健
ＳＬ　生徒指導


