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自己評価結果
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〇舞鶴高校生としての誇り・マナーを確立す
るため、生徒会活動を中心にしたボランティ
ア活動等を行っている。
〇インターアクトクラブが行っている体育館
シューズをタイに贈る活動等は素晴らしい。
今後も継続していただきたい。
〇ホームページの掲載内容をほぼ毎日更新
し、社会に開かれた舞鶴を目指している。
〇学校内でのあいさつ等のマナーは素晴ら
しい。校外の生活態度も把握して教えていた
だきたい。
△目指すべきマナーや清掃等をもっと具体的
に示して啓蒙していただきたい。

〇部活動支援シート等のツールを使用し、知
力・心身の発達等について、生徒と先生方の
間で情報交換しているのは良い。部活動と学
習の両立を支援する体制の確立を目指して
いる。
〇あゆみ（学習時間等記録用紙）を通して、
担任と生徒がコミュニケーションを深めている
のは良い。
△各教科ごとの成績結果と学習時間との関
連を明確に示して、生徒と先生のモチベー
ションを上げていただきたい。
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前年度評価結果の概要

〈成果〉
　○斌の教育を通して、舞鶴魂の体現化を推進するとともに、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機能した。
〈課題〉
　●挨拶（分離礼）、清掃、自転車運転やインターネット利用のマナー等に関する教育を充実・徹底させ、生活習慣・マナーのさらなる向上を図る必要がある。
　●新入生の学習習慣の早期の確立とＭＡＩＺＵＲＵ授業力向上プランの推進による生徒の「思考力・判断力・表現力」を育成する授業改善を深化させる必要がある。

１　基本的な生活習慣・マナーの確立と徹底に努める。
２　豊かな特別活動を通して生徒の主体性等を育むとともに、双方向の授業で確かな学力を育成する。
３　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

令和元年度学校評価（　年間評価　）

◇【生徒指導・学年】
【生徒指導】４月のスポーツテスト・身体測定と同日に、自転
車安全点検と交通安全体験学習を全校生徒対象に行い、安
全意識やマナーアップの向上に努める。また、生徒会に清掃
マニュアルの検討を促す。
【１年】機会あるごとに生徒に呼びかけ，本校生徒として新入
生の手本となれるような行動ができるよう継続して指導して
いく。
【２年】「思いやり講座」「学年生徒会」を継続して実施する。
【３年】ごく一部であるが、学校不適応傾向の生徒がおり、彼
らのアンケートの数値が低い。日常的に面談を行い、前向き
な姿勢になれるよう支える必要があると考える。

◇【特別活動・総務】
【特別活動】
・生徒会の活動内容を明確化し、理想的な活動の在り方につ
いて、生徒自らに検討させる。
・ボランティアについては、早めに情報を提示し、参加しやす
い状況を作る。
【総務】ＨＰの更新については、今年度同様更新率100％を超
えて発信していきたい。また、関係機関と相談しながらより見
やすい、分かりやすい画面にしてアクセス数の伸長も図りた
い。

◇【特活活動】部顧問・学年・教科担当が早めに連携を取り、
情報交換に努める。また、計画的な休日の取得と、学習時間
の確保について検討する。
◇【進路指導・学年】
【進路】１・２年部の教員が学習時間と進路達成の関係を生
徒へ理解させことができる指導力の育成が急務であると感じ
る。１・２年次の学習が３年次の学習の礎になることを学力検
討会等で伝えていかなければならない。
【１年】「あゆみ」を活用した面談を継続し，さらにきめ細やか
な生徒理解に努め，学習活動と部活動の両立などについ
て，的確なアドバイスを与えていく。
【２年】生徒の生活時間の把握のためにあゆみは継続。部活
動の結果と学習への取り組みは相関関係があるように感じ
るので、成功体験・達成感を感じられる企画を入れていく。
【３年】部活動引退後も、部顧問が積極的に励ましの声掛け
を行い、重層的な指導ができることが本校の強みであるの
で、継続していくべきであると考える。

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　品位のある人間を育てるマナー教育の推進
２　主体的・創造的に取り組む学校行事や部活動等の特別活動の充実
３　質の高い双方向の授業の実践

ＰＬ
ＳＬ

１　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　学年・特活・
　　　総務

■学校生活アンケートによる達成評価（5月、１
２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
　　生徒が家庭学習時間を確保する。
　　1年：1400分　　2年：1500分　　　3年1900分
■保護者アンケートによる達成評価（７月、12
月実施）
　　①学校満足度
　　「子供は舞鶴高校の教育に満足して学校生
　　活を送っている」について、保護者の肯定的
　　評価の割合が８５％以上
　　②部活動の充実度
　　「舞鶴高校は、部活動の指導環境が充実し
　　ている」について、保護者の肯定的評価の
　　割合が８５％以上

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・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（生徒が主体的に
       清掃等に取り組むことを促す）。
◇【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

ＰＬ　特活
ＳＬ　進路・学年

＜達成指標＞
【学習時間調査（10月）】
　 3年生：目標値１９００分→達成値２１５３分（昨年１９７９分）
    2年生：目標値１５００分→達成値１３７９分（昨年１４７６分）
　 1年生：目標値１４００分→達成値１３５９分（昨年１４５６分）

◇【特別活動】１学期期末考査後、2学期中間考査後、2学期期末考査後、学習支
援シートを作成した。部顧問・学年・教科担当と多くの教員で生徒の支援を行うこと
ができた。残念ながら欠点保持者は、1学期末と比較すると、2学期末は７名増で
あった。
◇【進路指導・学年】
【進路】３年生は進路達成に向けての機運の高まりから学習時間が安定し、良好な
状態が維持できており、模試結果も上向いている。進路指導部として今年は実力考
査の内容を改善し、その狙いを生徒に理解させることを目標としてきた。目標は達
成できたと考える。
【１年】「あゆみ」を活用した面談により生徒理解が深まった。休日の家庭学習時間
の確保に課題を残した。
【２年】】担任があゆみを毎日チェックし、生徒把握に努めた。部活動の新人大会で
好成績を残せた部活動が多く、それに伴い学習活動にも意欲的に取り組んだ。
【３年】】部活動で「最後までやり切った」という思いを持つものが多く、引退後の切り
替えもスムーズにでき、学習意欲と時間の大幅な向上が見られた。
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次年度の改善策 学校関係者評価

Ⅰ－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。

◇【特別活動】
    ①「部活動生学習支援シート」を活用しての部活動顧問に
      よる定期的な部員との個人面談や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
      る体制を確立。
◇【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）】
①学校満足度　目標値９０％→達成値９４％（５月９３％）
②学校行事・部活動の充実度
　　　　　　　　　　目標値９０％→達成値８８％（５月８７％）
③挨拶　目標値９０％→達成値８８％（５月８８％）
　 清掃　目標値９０％→達成値８９％（５月９０％）
【保護者アンケート（１２月）】
①学校満足度　目標値８５％→達成値８９％（７月８９％）
②部活動の充実度　目標値８５％→達成値８０％（７月81％）
◇【生徒指導・学年】
【生徒指導】登校指導を継続し、その情報を基に安全運転や配慮義務について全
校集会で講話した。担任からも頻繁に呼びかけた。清掃については、生徒指導主
任が見回り、励行を促し、「極める清掃」と銘打った呼びかけを行った。
【１年】各種集会やホームルームにおいて，挨拶や清掃への取り組みを促し，学期
が進むにつれ主体的・積極的な行動が見られるようになった。
【２年】学年集会時に「思いやり講話」を継続して実施した。学年生徒会を定期的に
開催し、生徒に課題を投げかけることで学校行事等を主体的に考えることができる
ようになった。
【３年】基本的生活習慣について、受験生として当たり前のことを当たり前にできる
よう呼びかけを行った結果、各項目で目標値を達成できた。
◇【特別活動・総務】
【特別活動】生徒会各専門委員会の常時活動・特別活動を、生徒自らが問題意識
を持って取り組むことができた。学校生活アンケート「自主規制の内容を理解し、守
ろうとして努めている」肯定率85.6％であった。ボランティア活動については、ボラン
ティアを広く募集し、7回実施できた。学校生活アンケート「ボランティア活動に積極
的である」肯定率75.7％であった。
【総務】】様々な教育活動やPTA活動について、学校ＨＰや広報誌で情報発信を
行っている。学校ＨＰの更新率は１００％を超えているが、月平均のアクセス数は約
３万弱と伸び悩んだ。９月からＨＰのトップ画面を変更したため、「お知らせ」の画面
が下方となり気づいてもらえなかったのが原因と考えられる。



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240名、難関大学・学部には東京大学・大阪大学・九州大学等に38名合格するとともに、県高校総体でも優勝旗３本を獲得し、テニス部は選抜大会で団体3位、カヌー部は国体の男子二人乗りで2種目優勝する。また、文化部も放送部や科学部、吹奏楽部などが全国大会や九州大会に出場し、優秀な成果を残す。あらゆる
場面で文武両道が実践できた。３期目ＳＳＨも外部から高い評価を得ており、4期目の申請をおこなった。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・安全対応に向
けての体制は強化されている。
〇「不登校対策協議会」を活用して、迅速に
生徒の悩みに対応しているのは良い。
△挨拶・清掃は目標値を１００％にして、さら
に向上させていただきたい。
△今後も、いじめ・不登校傾向の生徒の早期
発見のため、保護者との連携を密にとり、解
決に努めていただきたい。

〇授業アンケート結果は向上しており、授業
内容の改善がみられる。
〇「スクールプラン」「マイプラン」等具体的な
ツールによる分析結果を、授業改善へ着実
にフィードバックし、生徒個々の学力の伸長
を図っているのは良い。
△「自ら設定した課題」の項目の達成値が目
標値に達していないので、さらなる改善を望
みます。

〇ＳＳＨの企画等を通して、自主的な学びへ
の知的探究心を育んでいる。
〇生徒の進路目標別にコースを設けて、モチ
ベーションを醸成している。
〇1年次から難関大学の志望者に対して、計
画的に指導している点は良い。
△2年生はＳＤＧｓをテーマに課題研究に取り
組んでいる。できれば、地域の視点から、将
来の持続的発展を考えてほしい。
△ＳＳＨの取組を通して、個々の課題設定へ
の取り組み方等をもっと深く研究実践してい
ただきたい。
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◇【保健】「不登校対策協議会」の生徒情報を広く共有できる
システムを構築するとともに、日常生活のストレスについて生
徒が自己分析（セルフチェック）を行い、対処方法を学びセル
フケアの力を高められる機会をつくる。

◇【生徒指導】普段の学校生活から教師による生徒の観察を
行い、情報共有を学年だけでなく、生徒指導部、教育相談
部、教科や部活動とも綿密に行う体制を作る。また、来年度
当初に、いじめ防止基本方針を生徒・保護者・教員に周知徹
底する。

4
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ＰＬ　保健
ＳＬ　生徒指導

２　豊かな特別活動を通して生徒の主
体性等を育むとともに、双方向の授業
で確かな学力を育成する。

３　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全で、安心・安
         全な生活を送ることができる体制づ
         くりをとおして、相互に尊重し高め合
         う態度を育成する。

◇【生徒指導】
　　①１学期中に交通安全体験学習（自動車学校で実施）、
       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。危機管理マニュアルの随時見直し。
◇【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双方
        向の授業についての研修・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、学力の3要素（１．知識・理
       解　２．思考力・判断力・表現力　３．学びに向かう力・
       人間性等）を育む双方向の授業を実施。
◇【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、
       大学入学共通テスト に向けた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（７月、11月
実施）
　　①理解・思考力を深める授業
　・「授業はねらいがはっきりしていて理解しや
　すいですか。」について、生徒の肯定的評価
　の割合が９０％以上
  ・「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
　　「授業で思考力・表現力が身についている」
　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・学年・ＳＳＨ】
   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
     するとともに、学習習慣を確立。
　②最難関講座、難関講座等を実施し、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。

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」「支援委員会」による、早期発見・
      早期対応。
◇【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。

◇【保健】「不登校対策協議会」を１１ 回、「支援委員会」を２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することができた。
　

◇【生徒指導】いじめアンケートを各学期毎に行った。いじめ事案はなかった。
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＜達成指標＞
交通事故　目標値０件→１２月２４日時点で１２件（昨年度１０件）

◇【生徒指導】①１年生を対象に自転車安全実技講習を大分自動車学校で実施、
２年生を対象に情報マナー講習を各クラスで実施した。朝の交通指導は生徒指導
部が毎日実施した。交通指導に立つ教師間の連携を図り、情報共有とそれを基に
した注意喚起を行った。また、防災避難訓練の際に避難経路や避難場所の見直し
を行った。
◇【学年】
【１年】集会時の施錠や，日々の貴重品管理については，組織的に取り組むことが
できた。
【２年】今年度盗難報告等はゼロ。２学期はいじめ報告もゼロ。
【３年】未然防止を合言葉に定期的に、交通安全の呼びかけを学年独自で行った結
果、重大事故が発生していない。

◇【生徒指導】４月のスポーツテスト・身体測定と同日に、自
転車安全点検と交通安全体験学習を全校生徒対象に行う。
登校指導を継続し、教師間の情報共有と生徒への呼びかけ
をより充実させる。

◇【学年】
【１年】今後とも継続して取り組んでいく。
【２年】学校に不必要な物品を持ってこないことを徹底する。
貴重品管理については、さらなる徹底を図る。
【３年】事故が起きてからではなく、未然の防止呼びかけを継
続すべきであると考える。

〇交通事故０に向けて、朝の交通指導を毎
日実施し、生徒の安全を図っていることは良
い。
〇危機管理活動を他組織と連携して具体的
に活動している。
△交通事故を減少させるためにも、定期的に
通学路の情報や安全標語等を生徒に提示
し、しつこく安全活動に取り組んでいただきた
い。

＜達成指標＞
【授業アンケート（１１月）】
①理解を深める授業　目標値９０％→達成値９３％（７月９１％）
②思考力を問う発問　目標値９０％→達成値９５％（７月９３％）
③主体的な学習　　　目標値９０％→達成値９６％（７月９２％）
④自ら設定した課題　目標値８０％→達成値７２％（７月７２％）

【学校生活アンケート（１２月）】
①授業で思考力が身についた
　　　　　　　目標値７０％→達成値７５％（５月６９％）
②進路実現（3年12月）　目標値９０％
　　　　　　　達成値　3年12月時点で８８％（昨年度12月８９％）

◇【教務】
上記アンケート結果により授業改善については進んでいると考える。一方で自ら課
題を見つけ取り組む姿勢については高い水準にはあるが，目標にはもう一歩届か
なかった。主体的に学習に取り組む姿勢・素養の育成に更に取り組んでいく必要が
ある。
◇【進路】学力検討会で課題となるのが１・２年次の学習内容が受験の基礎を作る
ところまでできていないということである。この課題の解消を次年度は目指す。舞鶴
模試はレベル、２次力を測るという点においても安定してきた。共通テストに向けて
の準備で「思考・判断・表現」の意識は各教科ともに高まっている。

【進路指導、学年、ＳＳＨ】
①【進路】「自分の目指す進路が明確」１年６３．８％　２年７２．２％　３年８７．７％
「進路選択に必要な情報を効果的に提示」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１年９２．４％　２年９３．０％　３年９６．９％
「進路の選択に向けてよく面談」１年８７．３％　２年８６．３％　３年９５．６％
各学年とも取り組みがうまく機能できている。
【ＳＳＨ】１年生は、２学期のSSH探究「未来設計」のなかで、学部研究と志望理由書
の作成に取り組んだ。また、ディベート講座の活動を通して、論理的思考力の育成
を図ることができた。普通科２年生は、2学期までの課題研究活動の成果をまとめ
てレポートとポスターの作成に取り組み、それらの過程を通して科学的探究力を育
むことができた。しかし、週１時間の活動では、実験や校外調査の実施が難しい等
の課題が残った。
【１年】「探究」等の活動を通して，将来の職業や社会貢献のかたちを見据えた文理
選択を行うことができた。
【２年】普通科課題研究ではＳＤＧｓを大テーマとして設定し、海外修学旅行を経験し
たことで、グローバルな視点で物事を考えることができるようになった。国際情報・
英語とも連携しながら進めることができた。担任が年間で7回以上面談した。
②【進路】分掌会議の中で各学年での取り組みを把握し、上位者の成績を確認して
きた。また、希望者生徒に東大、京大、医学部、薬学部向けの情報誌を提供した。
難関大希望者には学研ハイレベル模試の受験を勧めた。
【１年】・最難関・難関志望者等を選抜して冬季休業中に講座を実施し，意識改革・
意欲向上を図った。
【２年】部活動がない生徒を中心に放課後難関大講座を実施した。現在129名が難
関大を第一志望に設定している。学力検討会で積極的な情報交換を行い、情報の
共有に努めた。
【３年】最難関大学や学部を志望し続け、合格可能性を有している者が１０名以上い
る。

◇【教務】
これまでの取組である相互授業参観，授業アンケート及び
Maizuru授業力向上プランの更なる充実を図るとともに，生徒
自らが行動し，課題を見つけ，学習に取り組む好循環サイク
ルを構築するための研究・実践を進める。

◇【進路】共通テストに向けての取り組みは、県内においては
進んでいる方であるが、他県の先進校に比べると少し遅れて
いると感じる。先進校視察や共通テスト模試の分析をその都
度行いながら、それを授業改善に生かしていく必要がある。

◇【進路指導、学年、ＳＳＨ】
①【進路】今年度は推薦入試の志望理由書が２年次の課題
研究の成果でかなりレベルアップしたと感じた。しかし来年度
入試から主体性の評価が重要視されてくる。２年次の課題研
究をさらに充実させ、進路研究を深めていく必要がある。
【ＳＳＨ】普通科の課題研究を充実させるために、１年次の課
題研究のスタートを早め、２年次は、HRA等と柔軟に組み合
わせて２時間の活動が可能の日を設ける。
【１年】生徒に確かな学力をつけさせ，高い向上心をもって志
望大学を決める活動を支援する。
【２年】担任面談を積極的に行い、現在の学力、必要な学力
を認識させる。二次力までを見通した学力把握に努める。

②【進路】上位者を刺激するような授業の実践が必要であ
る。３月に５教科教員に東大京大九大の問題を必ず解いてお
くことを進路指導部から強く勧めたい。一年間の中で何度か
はその問題に触れた授業を行ってもらいたい。
【１年】選抜メンバーに対する講座・課題・添削等継続して行
う。
【２年】現在実施してる本気の九大講座を改編し、生徒数を
増やし、難関大チームを結成する。大学入試問題研究を深
め、生徒に還元する。
【３年】難関大ＰＴをより機能させることが肝要であると考え
る。


