
(別紙様式３）

・進路指導体制の充実を図
り、学習習慣の確立に取り組
む。

ＰＬ　進路
指導主
任、教務
主任
ＳＬ　学年
主任
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・平成３１年度教育課程編成のため、４月から教務委員会を９回開き、各教科の考えを取り入れながら次年度教育課程を編成す
ることができた。編成内容は、平成３１年度１年生は３３単位、２年生と３年生は現状の３４単位にすることになった。 さらに、１年生
については、放課後の取り組み「学びの時間（仮）」（週１回、月曜日）を計画してきた。
・生活時間調査を定期考査前の年５回(5月、6月、10月、11月、2月)実施した。
・個人面談期間（4/13～4/25）を設け、全クラス個人面接を実施した。
・大学訪問、オープンキャンパス、進路ガイダンス等の案内を積極的に行った。
・２年生徒を中心に、高大連携による大分大学の講座に参加した。
・１年生を対象に、各大学・短大・専門学校から講師を招いて、進路ガイダンスを実施した。（10/30)
・２年生を対象に、大学訪問を実施した。（Ⅱ系：熊本大学(8/4)、Ⅰ系：福岡大学(8/28)、福祉科：熊本学園大学(7/18)）
・３年生に対する受験指導（面接、小論文）を全職員で実施した。

・平成３１年度以降の普通科のコース編成に関しては、生徒の実情等を考
慮しながら、柔軟に対応する。　教務内規については、教務委員会で検討
し、６月中には改善されたものを提示する。
・生活時間調査は、適正な実施回数であったと考える。次年度は、その結
果をHR担任や生徒がさらに活用しやすい提供方法を検討する。
・「進路の手引」を年度の早期に発行し、ＨＲや総合的な学習の時間にお
ける有効活用の方法を検討する。
・大学をはじめとする上級学校との連携をさらに強める具体的な計画を提
案する。

・引き続き、進路に関する情報が生徒や保護
者に確実に届くようお願いします。
・進路に関する面談等が適切に行われてい
る。
・家庭学習の習慣があまりついていない。

・付けたい力（知識･技能、思
考力･判断力･表現力、主体
性）の定着に向け、南風
フォーミュラ（授業スタンダー
ド）に則った授業改善に取り
組む。

PL　主幹
教諭
SL　教務
主任
      教科
主任

3 3

・南風フォーミュラに基づいた授業改善に係る教科会議の月1回の定例化と「授業改善スクールプラン」及び「授業改善マイプラン」
の作成（４月）、中間評価（９月）、年間評価（２月）とを連動させ、計画的・体系的・組織的な取り組みができた。。
・研究授業を全教科で年間１５回実施。(１学期：国・数・理・英・福)、(２学期：国・数・理・地歴・美・保体・英)
・互見授業期間、授業公開期間を年２回実施。(前期：７/９～７/２０、後期：１１/１２～１１/２２)
・生徒による授業評価を年２回実施した。（６/２５～７/２０、後期：１１/１２～１２・２０)それを基に、教科会議にて分析を行った。
・授業力向上に係る職員研修を年２回実施した。(第１回：7/18、第２回：11/14)教職員への授業改善に係る質問紙を年２回実施し
た。
・授業力向上に係る校外研修（予備校等）へ教員（国・数・理・地歴・英・福：計１４名）を派遣し、校内へ還流した。

・学校全体で学びの質を高め、授業改善に取り組んだ結果、８０％の教員が、
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業が行われるようになったと答
えている。授業スタンダードである南風フォーミュラをさらに定着させ、授業モデ
ルを基に授業力向上・生徒の学寮向上につなげる。
・職員会議、教科会議、拡大学年会議等を連動させ、全ての教員が一丸となっ
て学力向上を図る体制を作る。
・校内研修、校外研修の活性化を図り、新しい知見を取り入れた取組をする。

・引き続き、学校全体で授業改善に取り組ん
でほしい。まだまだ、教員によって授業のわ
かりやすさに差がある。
・多くの教員は、熱意をもって学習指導してく
れている。

・ＳＰＨの取組をとおして、福
祉マインドの醸成を図る。
・言語活動の充実を図る。

PL　福祉
科主任
SL　進路
指導主
任、学年
主任
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・授業アンケートで、「福祉への興味関心が深まったと考える」生徒の割合が、９０．８％であった。ＳＰＨの成果
アンケートでは「福祉の勉強を頑張ろうと思った」と答えた生徒の割合が、９７．９％であった。
・ボランティア活動に参加した生徒は、１年生でのべ５６名であった。昨年度の１年（現２年）は、１１名、一昨年
度の１年（現３年）は２６名であった。
・ノートコンクールについては、各授業でノート作成の意義等について説明し、ノート作成についての指導を行っ
た。そのため、今年度は１７名の応募（昨年は７名であった）があり、ノート作成についてきちんと取り組んでい
る。

・国家試験対策指導を通して、分かる授業への取組の重要性を痛感し
た。さらに基本的な語句理解のために授業等の工夫を行う。
・ＳＰＨの取組について校内での理解を深めるための取組を行う。
・作成した進路指導計画をもとに計画的な進路指導の実施を行う。

・これからさらに重要性が増す福祉人材の育
成にしっかり取り組んでいる。
・引き続き、国家試験対策をお願いします。

・規律ある学習環境の確立、
社会規範の育成に取り組
む。

PL　生徒
指導主任
SL　学年
主任
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・「GM南高生」、「凱風タイム」については生徒指導部の教員、全職員の協力の下、通年で実施。部活動生の自主的な活動もあ
り、順調に実施できた。
・風紀検査を学期2回（4/9、6/28、8/2311/19、1/8、2/22）全体で実施するとともに、学年単位の風紀検査を学期に1回（日程等は
学年主体）実施した。
・列車指導を年間2回（7/2、11/28）実施した。
・判田地区の補導活動に、月1回参加した。

・保護者の自家用車での送迎については、生徒会などの協力もあり、苦情が激減し
た。今後はPTAなどと連携し、広報活動などを充実していきたい。
・問題活動は4件発生（昨年度は3件）したが、いずれも軽微なものであり、全体として
は落ち着いた学校生活を送れている。今後は、生徒の自主性なども高めていきながら
自律できる生徒像を模索していきたい。

・規律ある学校生活の維持によく取り組んで
いる。

・人間関係づくり能力の育成
に取り組む。

PL　保
健・教育
相談主任
SL　学年
主任、人
権教育主

3 3
・１年生を対象に、自己・他者理解、受容のための構成的グループエンカウンターを２回実施した。
・hyper－QU検査の分析会を８月に実施し、学級集団及び個々の生徒の状況把握を行い、共通理解を図った。

・発達障がいの特性の理解をすすめていくために、研修会を実施する。
・クラスの人間関係が固定しがちな2学期以降にも「仲間づくりプログラム」が実施でき
るとよい。

・子どもが困った時、、親身になって相談に
のってくれている。

・安全安心な学校生活の構
築に取り組む。

PL　生徒
指導主任
SL　保
健・教育
相談主任
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・今年度は、大分市の「自転車マナーアップ推進モデル校」に任命され、大分市自転車総合担当班と合同で、登下校指導などを
行った。
・新入生の入学直後の自転車事故が相次いだため、急遽1年生のみを対象とする交通安全教室を実施した(4/16）。3学年を対象
とした交通安全教室は予定通り実施した（5/18）。自転車事故については26件（昨年度27件）と例年とほぼ同数の発生件数である
が、幸いにも重大事故には至っていない。
・自転車車両安全点検を交通委員会の活動とリンクして実施した(12/5）。
・ネットマナー研修については、1年生の教育合宿内(4/26）で実施した。
・毎月の施設安全点検及び防災避難訓練を年間2回実施した（4/20、11/29）。
・薬物乱用教室を学校薬剤師の方を招き実施した（11/16）。

・ネットマナーに関しての重大事案は発生しなかったが、校内での携帯電話、スマート
ホンの使用状態やSNSの利用の仕方については、今後も様々な機会で意識を高めて
いきたい。
・交通マナーや自転車通学生の交通マナーについては、継続的に指導をしていきた
い。また、安全確保のためのヘルメットの使用についても検討していきたい。
・防災教育については、南海トラフ大地震の発生の確率が高まっている中、急務の課
題として受け止めている。更に、防災意識を向上されるためにも様々な活動を企画し
ていきたい。

・引き続き、自転車通学生への講習会等によ
る指導をお願いします。

・各種行事への生徒の主体
的参加の促進に取り組む。

PL　特別
活動主任
SL　学年
主任
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・生徒会執行部をはじめ、生徒会の専門委員会等での活性化が進んだと感じる。特に後期の生徒会では主体的に自分たちで考
えながら新たな活動に取り組む様子が見られ、生徒の変容を感じることができた。

・次年度に向けた校内分掌の再編でぜひとも「生徒会担当」の職員を配置していただ
き、さらに生徒会活動等の活性化を推進していきたい。

・学校行事に積極的に参加している。しっか
りと社会性を身につけさせてもらいたい。

・部活動と学習の両立に取り
組む生徒を育成する。

PL　特別
活動主任
SL　学年
主任、教
科主任

3 3
・今年度も多数の部活動において、顕著な成績を残すことができた。男子バレーボール部が全国高校総体への初出場を果たす
等、上位大会への出場が目立った。
・学習との両立については部顧問の先生方のご協力で、大きな問題もなく推移できた。

・国や県の方針に則り、本校としての部活動の方針を策定し、様々な観点から新たな
部活動のあり方を作り上げていきたい。

・多くの部活動が上位の成績を残している。

・地域への情報発信と交流活
動の促進、PTA・同窓会との
連携強化に取り組む。

PL　総務
主任
SL　特別
活動主
任、情報
処理主任
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・同窓会・ＰＴＡの協力を得て、「南風プロジェクト」(10/23)を実施した。アンケートでは、生徒の96.0％が「大変良かった」と回答し
た。
・「判田校区ボランティア清掃」は、第１回目を高温のため中止、かわりにＰＴＡ主催の「草刈隊」（年２回）に生徒有志が積極的に参
加、延べ180名が保護者と校内整備を行った。ボランティア清掃の第2回目は11/29に実施し、120名の生徒が参加した。
・「判田地区教育懇談会」（7/3、2/19）に学校・ＰＴＡの代表が参加し、小・中学校、交通指導員、自治会との情報交換を行い、連携
の強化を図った。
・学校ホームページの更新計44回、携帯メールを利用した毎月の行事予定等の配信計61回（2019/2/1現在）。
・ＰＴＡ新聞(7月、3月)を生徒出身中学校に送付し、地元自治会へは回覧を行った。

・「南風プロジェクト」では、ＰＴＡ・同窓会の協力が得やすいように、日程な
どを早めに連絡、また、内容などについて、事前の打ち合わせなどを丁寧
に行う。
・ホームページの更新、携帯メール配信の内容などについての検討をす
る。
・ＰＴＡの毎月1回のあいさつ運動（ＧＭ）への参加を来年度も継続する。

・吹奏楽部や書道部等が地域の行事にボラ
ンティアとして参加してくれている。
・最新の情報をホームページにもっと掲載し
てほしい。

○「授業改善スクールプラン」に基づき、校内研究授業１２回、互見授業・授業公開期間を年２回、生徒への授業アンケート年２回、校内職員研修年２回等を実施することにより、授業改善の取組を進めることができた。次年度、大分南高授業スタンダードと各教科の単元モデルを作成し、授業の質的向上を推進する。
○部活動では、女子空手道部の１０年連続県大会優勝を始め、男子バレーボール部九州大会出場、書道部「書の甲子園」全国優勝、吹奏楽部県コンクール金賞等、運動部・文化部ともに優秀な成果を収めた。
○福祉科において、外部講師を招聘した特別講座、福祉系大学訪問、介護実習事例研究発表会、福祉ネットワーク協議会、介護福祉士国家試験に向けた学力の向上等、充実した教育活動を展開することができた。
○１４年目となる「ＧＭ南高生」は、本校の特色ある取組の一つとなっており、風紀面での教育効果も高く、地域や保護者から高く評価されている。
●高大接続システム改革の動向を注視しながら、生徒の進路意識の変化に対応した教育課程や進路指導計画の見直しを図る。
●履修教科や学校行事の相互乗り入れにより、普通科と福祉科の併設を生かした取組を推進するとともに、生徒の職業観や志を育成するキャリア教育を充実する。
●地域や保護者との連携協力を図り、より一層の交通安全に係る取組を進める。

前年度評価結果の概要

総合評価
次年度への展望等

○「授業改善スクールプラン」に基づき、校内研究授業１５回、互見授業・授業公開期間を年２回、生徒への授業アンケート年２回、校内職員研修年２回等を実施することにより、授業改善の取組を進めることができた。次年度も、大分南高授業スタンダードと各教科の単元モデルの実践を進めながら、授業の質的向上を図る。
○部活動では、女子空手道部の１１年連続県大会優勝を始め、男子バレーボール部インターハイ出場、書道部「書の甲子園」準優勝（団体）・文部科学大臣賞（個人）、吹奏楽部県コンクール金賞等、運動部・文化部ともに優秀な成果を収めた。
○福祉科において、SPHの取組、外部講師を招聘した特別講座、福祉系大学訪問、介護実習事例研究発表会、福祉ネットワーク協議会、介護福祉士国家試験に向けた学力の向上等、充実した教育活動を展開することができた。
○１５年目となる「ＧＭ南高生」は、本校の特色ある取組の一つとなっており、風紀面での教育効果も高く、地域や保護者から高く評価されている。
●新学習指導要領の実施や高大接続システム改革の動向を注視しながら、生徒の進路意識の変化に対応した教育課程や進路指導計画の見直しを図る。
●履修教科や学校行事の相互乗り入れにより、普通科と福祉科の併設を生かした取組を推進するとともに、生徒の職業観や志を育成するキャリア教育を充実する。
●地域や保護者との連携協力を図り、より一層の交通安全に係る取組を進める。

平成30年度学校評価（年間評価）

次年度の改善策 学校関係者評価

　規範意識の醸成と自己
管理能力の育成により、
お互いを認め合い、高め
合う仲間づくり、集団づく
りを行う。

学校名　　　大分県立大分南高等学校

　生徒会活動や部活動の
活性化、地域と連携した
各種活動の充実を図り、
様々な感動体験を通し
て、自信と達成感を持た
せる。

分析・考察

　授業改善を進め、生徒
の学習習慣の確立と自ら
主体的に学ぶ姿勢を育て
ることにより、学力の伸
長、進学力の向上を図
る。

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

１　授業改善を進め、生徒の学習習慣の確立と主体的に学ぶ姿勢を育てることにより、学力の伸長、進学力の向上を図る。
２　規範意識の醸成と自己管理能力の育成により、お互いを認め合い、高め合う仲間づくり、集団づくりを行う。
３　生徒会活動や部活動の活性化、地域と連携した各種行事の充実を図り、様々な感動体験を通して自信と達成感を持たせる。

取組指標

重点目標

・家庭学習時間平日平均
１５０分以上
 （H29年　平均１１５分、
H28年　平均９５分）

・国公立大学現役合格者
数３０名以上
 （H29年　２０名、H28年
２５名、H27年　１５名）

・介護福祉士国家試験合
格率１００％
 （H29年９７％、H28年１０
０％、H27年９９％、H26年
９６％）
　
・ＳＰＨの取り組みに対し
て生徒満足度８０％以上

・風紀検査における服装
頭髪の違反者ゼロ

・自転車通学生の事故の
減少（前年比-20％）

・重大な自転車事故ゼロ

・学校関係者評価の「挨
拶、服装、清掃がよい」
100%

・部活動満足度100%

・各種行事の生徒アン
ケートにおいて「主体的に
取り組んだ」100%

・部活動加入率80%以上

・PTA、同窓会と連携した「南風プロジェク
ト」の実施。（１学年１０月）
・「判田校区ボランティア清掃活動」（年２
回）への積極的な取り組み。
・「判田地区教育懇談会」（年２回）における
小・中学校、地域との情報交換。
・学校ホームページの更新。（年100回）
・PTA新聞の近隣中学校、地元自治会への
配布。（年２回）

中期目標

１　生徒一人一人の潜在能力を引き出し、主体的に学び続けるた
めの基礎を育成する。
２　社会規範と生活規律の確立を図り、自己管理のできる生徒を育
てる。
３　地域とより密接に結びついた特別活動を推進する。

・全教職員による「Good Morning 南高
生」活動の継続。
・定期的な風紀検査（学期３回）と事後
指導の徹底。
・列車通学生への指導。（年２回）

・構成的グループエンカウンターによる
「仲間づくりプログラム」の実施。（７月
までに2回）
・hyper－QU検査（6月）と分析会（８月）
の実施。

・新入生対象の自転車運転安全講習
の実施。
・交通安全教室（５月）、登下校指導（毎
月）の実施。
・自転車点検の実施と事後指導の徹
底。
・ネット安全教室、薬物乱用防止教室、
防災避難訓練（年２回）の実施。
・校内施設・設備の安全点検実施。（毎
学期）

・生徒会執行部の更なる活性化による
計画的な運営と広報活動への取組。
・行事ごとの事後アンケートによる生徒
の変容の把握。

・部顧問、HR担任、教科担当者の連携
による学習と部活動の両立への支援。
（課題指導、考査前の学習指導等）
・部活動生の自宅学習時間を確保する
ため、適正な活動日の設定。

・生活時間調査（年６回）を活用した生
活習慣改善、学習習慣確立のための
指導。（毎学期）
・「進路の手引」を活用したＨＲ活動や
総合学習の実施。
・高大連携による学問探検ゼミ、チャレ
ンジ講座等への参加促進。
・高大接続システム改革に伴い、教育
課程や進路指導計画の検討を始める。

・全教科による研究授業、互見授業週間、
授業公開週間の実施。（年２回）
・生徒による授業評価（年２回）結果を踏ま
えた授業改善。（各教科）
・授業力向上に係る職員研修の実施。（年
２回）
・南風フォーミュラ定着に向けた教科会議
の組織的･計画的実施（年１０回）

・ＳＰＨの取組や生徒の変容をＨＰなど
で発信。（年１０回）
・ノートコンクールの充実。

学校教育目標

 「気力・節・友情」の校是のもと、知的で緊張感のある学校づくり、豊かな感動体験のある
学校づくりを通して、正義と真理を愛し、生きる力に満ちた心身共に調和の取れた人間を
育成する。


