
(別紙様式３）

学校教育目標 中期目標 重点目標

　
「明るく、優しく、正しく、強く」の校訓の
もとに、厳しさと愛情のある学校づくり
を推進するとともに、社会の変化にた
いおうできる「生きる力」を育成し、一
人ひとりの個性を大切にした知・徳・
体の調和のとれた人間形成をめざ
す。

総合学科の特長を活かした進学体制の更なる
充実を図り、「生徒が伸び伸び生き生きと学ぶ
学校づくり」「進路をしっかり保障する学校づく
り」を推進する。

　キーワードを「知識（教科の学力）・キャリア教育・協働・両立」を表す「４つのC（CHISHIKI・CAREER・CIRCLE・COMPATIBLE）」とし、 「４つのC」のアプローチで、新学習指導要領のもと、大分西高校の教育すなわち、普通教科を基本とする７系列の科目群を有し、「産業社会と人間」を原則履修科

目（「夢ナビ」）とする総合学科進学校ならではの教育を充実させ、将来のグローバル社会に生きる「深い進学力」を育てる。なお、今年度掲げる「深い進学力」を、「自律的でコミュニケーション力（言語活動力）に裏付けられた進学力」とし、国公立大学100名合格も含む一人ひとりの進路目標の達成を図る。
【Ⅰ】　ＣＨＩＳＨＩＫＩ

  (1) 総合学科進学校の特長を活かし、３年間を見通したロードマップをもとに組織的PDCAを行うことにより学習力・進学力の充実・向上を図る。
　(2)  新学習指導要領の実施として、①「CAN-DOリストを更新しながら『英語で行う英語授業』の実施」、②全教科・領域で行う「言語活動の充実」、③「情報教育の充実」を図る。
【Ⅱ】　ＣＡＲＥＥＲ

　(3) 総合学科進学校ならではのキャリア教育である本校の「夢ナビ」を「夢ナビＳｔａｇｅ２」として実践しながら刷新し、アカデミックな世界観を広げることで、①進路意識と学習意欲を高め、②教科と連動した課題研究でディベートやプレゼンや探究の深化を通してさらに良質の論文を完成できる力を育成する。　③教師の協
働力がさらに効率的に有効活用できる夢ナビづくりを工夫する。
【Ⅲ】　CIRCLE

  (4) 安全安心・健康・協働の良質の学びの共同体としての発展
　　　（①災害避難・防事故・安全な諸活動、②食育・教育相談の推進、③教育相談・オフィシャルマナーアップ・自律的な仲間づくり）
  (5) 家庭・PTA活動との連携共育で進める「４つのC」              (6) 地域・中学校からの本校の教育活動への理解の促進
【Ⅳ】　COMPATIBLE

　(7) 学習と部活動の両立                  (8) 静と動の集中力のある集団力向上
  (9) 修学旅行を節目として向上させる世界に通じるオフィシャルマナー力・国際理解力・キャリア教育

平成２５年度学校評価（ 年間評価　）
学校名 　　　大分県立大分西高等学校

前年度評価結果の概要
○授業力向上等による学力向上の取組が順調。○進学力では３年次生は国公立大学合格７６名をはじめ生徒の進路の夢を実現。
●学習と部活動の両立を目指し、現行内規の徹底や新たな改善への取組が必要　　●自転車等、交通マナーの向上が不可欠
●ＰＴＡ総会等、保護者の学校参加の推進の取組が必要　　【自己評価３．０２／４】

(1)　総合学科進学校の特長
を活かし、３年間を見通した
ロードマップをもとに組織的
PDCAを行うことにより学習
力・進学力の充実・向上を図
る。

○進学指導シラバスのＰＤＣＡをとお
した完成率８０％をめざす。

○３年間の進学指導シラバスの完
成と各年次部主任との連携によるシ
ラバスに基づく実践

○全県模試廃止後の校内テストの
検討

○４月内での実践可能な６０％まで
のシラバス完成とする。
○学期ごとに各年次部主任と分掌
が連携してシラバスのＰＤＣＡを行
う。
○１年次部は教育合宿から、２・３年
次部は５月からの活用する。
○分掌及び各教科で１０月末まで
に結論を出す。

PL　キャリアガイダン
ス主任
ＳＬ　全年次部主任

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

・シラバスはほぼ完成し、４月に配布、その後
PTA総会･進路説明会等で活用出来たのは有
益であった。
・全県模試廃止後の扱いについて、二学期に
教科会議等で検討し、実力考査に決定した。
考査の内容など引き続き検討を加えていきた
い。

・シラバスの実際の動きを比較しながら修正等
を入れる。
・シラバスの活用法について検討する。
・実力考査の出題について、授業内容や大学
入試の過去問を参考にしながら、適切なレベ
ルの作問を行う。

○総合学科進学校に合う教育課程の
編成を行う。

○各教科の要望、大学入試セン
ター試験等の状況を早期に把握。
○７系列科目群の自由選択科目や
類型ごとの選択科目の検討の実施

○１学期中に把握し、原案提示を
行い、９月末までにほぼ完成版を作
成する。

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　全教科主任（教
育課程検討委員会）

○教科会議、教育課程検討委員会を実施し、
予定通り、ほぼ完成している。

学校関係者評価評価 分析・考察

・勉強が苦手な生徒（苦手教科）のフォローを
しっかりする体制をとっていただきたい。

・受験対策は万全だったと思います。
・今年度の進学実績からの学力向上対策を講
じてもらいたい。

○外部模試の総合偏差値について，
１年５３，２年５６，３年５０以上とし，国
公立大学合格者１００名を目指す。

○模試対策講座・対策課題

○模試の事後指導

○迅速な模試検討会
　
○３年次生の自主学習力の向上対
策

○土曜セミナーや休日課題で定期
的に扱う。
○ＨＲＡで模試の振り返り（自己分
析）を行う。【１・２年次年間３回、３年
次各模試返却時】
○模試結果データ取得後２週間以
内に、各教科での検討を元に，各
年次部で行う。
○学習合宿１回等を実施する。

PL　キャリアガイダン
ス部
ＳＬ　全年次部

・土曜セミナーは有効に活用できている。
・３年の模試検討会を２週間後に直ちに実施し
たのは、その後の教科指導等に効果があっ
た。　　　　　　　　　　　　　・3年次部の迅速な検
討会等は、個人面談や個人の学習活動に役
立った。

・新年度の科目選択の最終調査を実施する。１
２月中旬までに類型・科目選択を完了する。

○３年間を見通した放課後学習・家庭
学習などの自主学習時間の増加。平
日学習時間が１年次で「２時間」を予
習中心で８０％以上とし、「学年＋１時
間」を１，２年次で５０％以上、３年次で
８０％以上とする。

○スタディチェックによる生徒の学
習状況の迅速な把握とフィードバッ
ク
○クラス面談に加え、教科に関する
面談の実施。
○放課後の大講義室、教室の有効
利用による自主学習の充実と持続
的集中力の育成
○授業で行う予習指導の徹底と予
習チェック

○スタディチェックの月に1回、１週
間分を実施し、１週間以内に生徒
への還元する。
○年に２回のＣＣＷ及び、外部模試
返却直後の教科担当者面談を行
う。

ＰＬ　キャリアガイダン
ス主任
ＳＬ　全年次部主任 ・スタディチェックは、各学年ともに定期的に実

施できている。
・学年ＰＴＡ等で保護者に学習状態の現状を
示したことで、生徒へ還元できた。。
・第１回のＣＣＷを４月から５月、第２回のＣＣＷ
を１０月に実施し、きめの細かい進路指導に役
立てた。

・スタディチェックを継続して実施する。
・平日と休日に分ける形で集計する。
・スタディチェックの効果的なフィードバックの
方法について検討する。
・達成指標として、家庭学習が３時間以上の生
徒の割合を各年次部で定める。

・不得意科目の克服に向けての日々の学習の
積み重ね指導と個人指導のあり方の充実。
・放課後の個別指導や個別面談など教師と１
対１で会話する時間が増え、生徒からも気軽
にお願いできる環境作りに今後も考慮してほし
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・学習ｸﾗｽ
ﾏｯﾁはとてもユニークで、アイデアがすばらし
いと思った。楽しみながらｸﾗｽﾏｯﾁに向けて勉
強していた。クラスもまとまり、とても良いと感
じました。

・２月現在、IVY研修２３名、英検２級９名、漢検
２級９人、家庭科検定１級１４名。今後更なる広
報活動や、教科と連携して、今年度以上に受
験・受講を促す。

○検定試験合格と校外学修終了によ
る増加単位取得者５５人以上を目指
す。

○英語検定、漢字検定、家庭科技
術検定の取得及び教科「情報」の
学修単位取得意識を、教科・夢ナ
ビ・年次部の協働で喚起する。

○英検２級２５名以上
○漢検２級１５名以上
○家庭科技術検定１級５名以上
○ＩＶＹの講座参加１０名以上

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　英語科主任、国
語科主任、
　　　家庭科主任、情
報科主任

・英語検定の受験と合格者が少ないものの、Ｉ
ＶＹ研修参加者２３名など成果を上げている。

3

3

3.1

・次年度も引き続き取り組む。

・総合学科（進学系）という特色を生かし、多様
なニーズや目的（目標）を持っている生徒たち
への対応をきめ細かくお願いしたい。
・進路で悩んでいるとき、きちんと相談に乗っ
ていただき、方向性を示していただいた担任
の先生には感謝しています。

○教員の大学入試指導力の向上
に資する重点的取組の実施

○全県模試廃止後の校内テストの
検討

○センター試験および２次試験の
各教科の問題研究の計画策定を４
月上旬までに，並行して６月末まで
に研究を実施しまとめを行い、７月
初旬までには授業への反映を行う。
○予備校等の校外研修で夏季休
業と冬期休業中実施の予備校等の
教員研修に５教科から各１名ずつ、
小論文指導研修には全教科から１
～２名参加する
○分掌、教科で１０月末までに決定
する。

ＰＬ　キャリアガイダン
ス部
ＳＬ　教科主任

・２次試験の問題検討を各教科で実施し、受
験指導力を増進させた。
・小論文講演会（３年）を実施し、生徒の推薦
入試合格に寄与した。

・センター試験の問題検討を行う（～２月）
・入試問題研究を行い（～８月）、実力考査の
作問に生かす。
・授業・課題における国公立大２次試験や私大
の記述問題への、早期の取り組みについて検
討する。

次年度の改善策
自己評価結果

3.1

3.2

3.1

3.1



重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

学校関係者評価評価 分析・考察 次年度の改善策
自己評価結果

(2)　新学習指導要領の実施
として、「CAN-DOリストを更
新しながら『英語で行う英語
授業』の実施」、全教科・領域
で行う「言語活動の充実」、
「情報教育の充実」を図る。

○１年次生の英語授業でのCAN-DO
リストに基づいた指導と評価
○１年次生の授業における１時間の
授業内での英語使用については、５
月までに教師７０％・生徒５０％、９月
までに教師８０％・生徒７０％、さらに、
１月までに生徒は９０％とする。
　２年次生については、９月までに、
教師の使用７０～８０％、生徒の使用
が５０％超を目指す。

○CAN-DOリストに即した指導と評
価の実施（授業計画・定期考査作
問・実技を伴う定期考査）
○外部模試及びＧＴＥＣや英語検
定等の結果によるアセスメントをとお
したCAN-DOリストの修正と更新

○５月と１０月に英語授業（英語で
の実施）の互観授業等で授業研究
会を行う。
○英文のインテイク・インプットを心
がけた音読練習を行い、取り込んだ
英文のアウトプットや自分の考えを
述べるところまで授業内で行う。
○最低でも平日1時間、週末１．５時
間の平均家庭学習時間の確保さ
せ、1，2年次生の家庭学習におけ
る英語教科書本文のＣＤ使用の毎
日１０回音読を習慣化する。
○定期考査及び外部模試の振り返
り

ＰＬ　英語科主任
ＳＬ　１年次英語担当
チーフ、教務主任、
　　　教育研究主任

・指導については、予定通り計画に沿って実
施しているが、授業に於ける英語指導や学習
時間及びＣＤの活用状況についての検証に
向けての調査はしていない。
・英文のインテイク・インプットを心がけた音読
指導に力を入れている。目標の家庭学習時間
を満たす量の課題や小テスト・予習・音読を課
している。
・CAN-DOリストの修正と更新の取組は未実施
であったのは、反省すべきである。

　
・生徒の音読練習の取り組みを評価する場を
設定する。
・CAN-DOリストの修正と更新は、２学期の教科
会議で実施する。

○各授業における言語活動の充実の
取組内容の教員間での共有化等

○各授業における言語活動の充実
の取組内容の教員間での共有化の
促進
○図書館を活用した夢ナビ、教科
学習の充実

○年２回の互観授業で、互観の視
点のひとつを共通テーマ「言語活
動」とする。
○個人研究における参考文献数の
３本以上を書籍とする。

ＰＬ　教育研究主任、
夢ナビ担当

・図書館での教科学習は「国語科」と「夢ナビ」
が突出しており、使用時間は週平均８時間とな
る。
・教職員評価システムの授業観察の視点に設
定し（５月から実施）、各自工夫した取組により
言語活動が充実した。
・二学期互換授業は実技授業の参観を含め２
回の参観を必須にして実施し、８０％の参観率
であり、気づきの共有で言語活動の視点にお
いても参考になる点が多々あった。

・各授業の図書館活用状況を紹介をする。
・引き続き、言語活動の充実を全員の取組に
する。

3.2

・年３回の校内研修の課題をまとめ、次年度に
生かす。
・次年度も引き続き、校内研修を定期的に組み
入れていく。

(3)　総合学科進学校ならでは
のキャリア教育である本校の
「夢ナビ」を「夢ナビＳｔａｇｅ２」
として実践しながら刷新し、ア
カデミックな世界観を広げるこ
とで、①進路意識と学習意欲
を高め、②教科と連動した個
人研究で　ディベートやプレ
ゼンや探究の深化を通してさ
らに良質の論文を完成できる
力を育成する。　③教師の協
働力がさらに効率的に有効活
用できる夢ナビづくりを工夫
する

○総合学科進学校に対応した図書資
料の充実と、図書館活用の活性化す
る。

○生徒による諸活動の活性化。
○夢ナビでの活用。
○ＨＲ読書会と図書館祭りの活用。
○教科との連携

○キャリア教育との連携により、夢
ナビ関連図書の紹介や小論文対策
の資料の充実を図る。
○１年次「学問研究」の参考文献を
１冊以上図書館から借りる。
○図書委員会による図書館報を年
６回以上発行する。
○西龍祭での図書館祭りの生徒の
来館率を向上させる。
○ＨＲ読書会の内容と図書を再検
討し、各年次で年１回実施する。○
各授業における図書館での調べ学
習利用率を上げる。

ＰＬ　教育研究主任
ＳＬ　司書教諭

・１～３年ともこれまでのＨＲ読書会を見直し、
工夫刷新して実施した。図書委員が主体的に
活動することが出来た。
・図書委員作成の図書館報を５号まで発行で
きた。
・夢ナビ及び教科での図書館利用が増えた
・図書委員による図書館広報活動の活発化し
た。（文化祭でのステージ、二学期から昼休み
の放送で図書紹介を実施）

・１，２年次生の取組を発展させる。
・夢ナビや小論文対策と関連させたテーマ別
図書を紹介する。
・進路、小論文関係の資料の一層の充実を図
る。

○情報化教育の推進

○県教育委員会の所定の校内研
修の実施
○ＩＣＴ活用授業の促進
○ＡＲＭＳの活用の充実

○年３回の校内研修会を実施す
る。研修内容にはＡＲＭＳ活用に係
る校内の情報交換も含める。
○ＩＣＴ活用を各科目のシラバスに
加え、シラバスを修正する。

ＰＬ　教務主任、教
頭、校長

・年３回の校内研修を実施し、来年度の課題も
共有できた。
◇教職員評価システムの授業観察の視点に
設定し（５月から実施）、各自工夫した取組によ
りＩＣＴ活用が進展した。

3.2

○夢ナビにおけるディベートやプレゼ
ンや探求の深化を通して、課題研究
論文を大学の研究レポートの基礎力
として通用する論文として完成させ
る。

○県立図書館と連携した資料収集
力の向上。
○アカデミックな論文作成能力を高
めるための３年間を見通した取組の
確立。

○高校生のための論文講座という
テーマで講演会を行う。
○資料収集力の向上のため県立図
書館の「スクールサービスデイ」を活
用して利用を促し、１、２年次の利
用率１００％を目指す。○１年次「学
問研究」、「アサインメント学習」、
「ディベート」、２年次「バーチャル県
庁」「テーマ学習」「ゼミ論文」、３年
次「個人研究」を実施し、段階的に
論文作成能力を養う。

ＰＬ　教育研究主任
ＳＬ　司書教諭

・今年度初めて県立図書館の「スクールサービ
スデイ」を１，２年次で活用し、論文作成のため
の図書資料収集を実践的に学んだ。
・夢ナビの１年間の集大成である「夢ナビ」プロ
ジェクト発表会では学年を上がるにつれて研
究や発表のレベルが高くなっていることが評価
された。

・論文作成能力を高めるための、図書館として
の援助のあり方を工夫、実施していく。

・日々の授業はもとより課外の時間もフルに活
用して「学びたい」、「向上したい」という思いに
向き合い、指導に努めていただいていると思
い感謝しています。夢ナビの学習で進路をより
具体にすることが出来ていましたが、それ以上
に子どもの学力・性質などをよく見ていただ
き、受験へのアドバイスをいただけたことは、
進学校の進路指導としてとてもすばらしいと思
いました。生徒の夢に寄り添った夢ナビ＋進
路指導は西高の良さです。長男の夢実現のベ
クトルが３年かけて見えました。

3.2

・引き続き、夢ナビStage２の諸活動を職員間の
共通認識のもと充実させていく。

・1.2年の頃は自分の進路についてのイメージ
が持てず、夢ナビを敬遠していましたが、3年
になった頃には、自分のやりたいことがつかめ
たようです。
・夢が見つけられない子どもがいます。具体的
には職業別に何をどのように修得していかな
ければならないのか、知るきっかけをもっと与
えてほしいと思います。

○総合学科進学校としてのキャリア意
識を向上させる。
○夢ナビアンケートを年２回実施し，
学習意欲に関する自己評価の達成度
を70％以上、２年次末の志望校決定
者を70％以上にする。

○キャリア意識の向上を目的とした
進路学習・講演会の実施。
○学習意欲の向上を目的とした大
学の模擬講義の実施。

○大分大学による経済・工学分野
の講座（予定）を月１回（水曜の課
後），進路の関連する２年次生対象
で行う。（他学年の希望者も参加可
能）
○学習意欲と進路意識を高めるた
めに１年次生を対象に「進学校での
キャリア教育」をテーマとした講演会
を実施する。
○夢ナビを通して進路意識を高
め、志望目標の確立した生徒を１年
次４月の３０％から１年次３学期で５
５％を目指す。

ＰＬ　夢ナビ主担当
ＳＬ　キャリアガイダン
ス主任

・１，２年次生対象のキャリア講演会の実施は、
それぞれの研究の意識付けに役立った。

・大分大学チャレンジ講座へ参加する。
・夢ナビアンケートを有効に活用する方策を立
てる。
・学年次部の引き継ぎをしっかりとして、それぞ
れの課題を共有し、課題克服に向けた検討の
継続を図る。

・夢ナビを通じて自分の進路について考えるこ
とが出来、それを目標として取り組めること
は、生徒のモチベーションを高めることにとて
も効果があると思います。

○夢ナビＳＴＡＧＥ２の３年間の最終
及び各段階での具体的到達目標と、
シラバス並びに評価基準を４月末まで
に刷新し、夢ナビ開始時から全教職
員で共有する。

○世界に働きかける学術を段階的
に体験することで進路意識と学習
意欲をリンクさせて高揚させる進学
校でのキャリア教育「夢ナビＳＴＡＧ
Ｅ２」への「夢ナビＳＴＡＧＥ１」からの
刷新。

○４月の「夢ナビ研修」で「夢ナビＳ
ＴＡＧＥ２」における新たな取り組み
を全職員で共有する。
○１年次の「夢ナビ」を研究論文プ
レステージと位置づけ、研究の初歩
として各教科と連携した「アサインメ
ント学習」を行う。
○これまでの夢ナビノートを見直
し、今年度中に新たに夢ナビＳＴＡ
ＧＥ２ノートを作成する。

ＰＬ　夢ナビ主担当、
教育研究主任

・夢ナビStage２として、総合学科進学校として
のより充実したキャリア教育を目指し、３年間を
見通した活動計画を立てた。
・１年次は新たに「アサインメント学習」を実施し
た
・２年次では「バーチャル県庁」を見直し、修学
旅行を見据えた「国際理解研究」に結びつけ
て実施し、大きな成果を得た。

3.2

○修学旅行でのキャリア意識の高揚
と国際理解面での満足度各７０％以
上を目指す。

○海外修学旅行（シンガポール）を
節目とした世界に通じる「オフィシャ
ルマナー力」「国際理解力」「キャリ
ア意識」の向上。

○２年次の夢ナビ「バーチャル県
庁」と修学旅行とリンクさせ、ローカ
ルからグローバルへの新たな視点
に立った「テーマ学習」を行う。○海
外修学旅行で企業訪問研修・アン
ケート調査や街頭インタビューを行
う。

ＰＬ　夢ナビ主担当
ＳＬ　キャリアガイダン
ス主任

・修学旅行を見据えた「バーチャル県庁」を実
施して、発展性と深みのある研修となった。
・２年次生対象のオフィシャルマナー講演会、
および国際理解交流会も修学旅行成功への
重要な取組となった。

・「バーチャル県庁」の成果を修学旅行とリンク
させる、更なる進化を模索する。

3.1

2.9
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重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

学校関係者評価評価 分析・考察 次年度の改善策
自己評価結果

(4)　安全安心・健康・協働の
良質の学びの共同体としての
発展　（①災害避難・防事故・
安全な諸活動、②食育・教育
相談の推進、③教育相談・オ
フィシャルマナーアップ・自律
的な仲間づくり）

○HRAを通じて問題発見解決能力や
望ましい人間関係を身につけ、自己
の在り方生き方を考えさせる。

○HRAを活用する。
○生徒会活動を活用する。

○HRA
クラス独自のテーマによる討論会を
年２回実施する。
○学校生活における課題を発見
し、その解決を図るために、年６回
開催の専門委員会を活用する。

ＰＬ　特別活動部主
任

・西龍祭後に、１～２年次生はクラス独自テー
マの討論会を２回実施したことは、成果であ
る。
・生徒大会に向けて，各専門委員会とも２～３
回程度は集会をした。委員会によってはそれ
以上の開催を行っている。地道な取組が功を
奏した。

・次年度も実施できるように、学年次部と連携し
て協議する。
・次年度も引き続き専門委員会を複数回開催
し、更なる活性化を図る。

・次年度は、年間行事に入れて各学期ごとに
恒例の特別活動部行事として実施する。

・引き続き、人権教育と連動した教育相談の実
践と、講演等の早期の企画立案、開催に努め
る。

○災害を想定した避難訓練を実施す
る。

○自治会等とも連携を図った避難
訓練の実施
○負傷者等を想定した協力態勢も
含めた避難訓練の実施

○異なる災害を想定し、年２回訓練
を実施する。

ＰＬ　生徒指導主任
ＳＬ　健康・人権教育
主任

◇７月第２週に、地震・津波・火災を想定した
訓練を授業時間帯に抜き打ちで実施し、昨年
の訓練成果に加え、災害対応意識と行動スキ
ルの向上が図れた。

・次年度は、想定した災害に応じた「目標タイ
ム」を設定し、更なるスキルアップを図る。

3

3.2

○食育をとおして、生涯につながる心
身の健康管理能力を身につけさせ
る。

○食育だよりの発行を通して、健康
自己管理や食のマナーへの意識の
喚起
○保健で自己管理に対する専門の
知識の涵養。
○ＰＴＡ活動と連携して保護者向け
アンケートを実施

○食育だよりを年間５～６回発行す
る。
○家庭科と連携して食育に関する
資料の提供を各学期に１回行う
○夏期休業課題として健康に関す
るコラムについてレポートを課す
○１２月にアンケート調査を行う。

ＰＬ　健康・人権教育
主任
ＳＬ　家庭科主任、保
健体育主任、総務主
任

・「西高食育通信」を６号まで発行し、PTA総会
や学年PTA等で周知を図った。
・食育についてのアンケートを実施出来なかっ
た。

・次年度も「西高食育通信」を計画に沿って作
成、配布する。
・メール発信システムや学校HP上で情報発信
する。

○体罰・いじめ・事故等ゼロで部活動
等諸活動を行う。

○文武両道と科学的根拠に基づい
た月間練習計画を作成する。
○キャブテン・部長会議の実施

○月間練習計画の提出と実施報告
書の提出。
○学期毎にキャプテン・部長会議を
開催する。

ＰＬ　特別活動主任
ＳＬ　健康・人権教育
主任
ＳＬ　生徒指導主任

・月間練習計画・実施報告書は全部活動とも
提出済であり、安全で科学的な練習を促進し
た。
・１学期は４月・７月に初めてキャプテン・部長
（体育部）会議を行い、部活動の在り方につい
て生徒に考えさせる契機になった。

3.3

○身だしなみ、最終違反者ゼロを目
指す。
○１日の遅刻者５人以下を目指す。

○生徒の規範意識を高めるマナー
アップ月間の設定
○登校時の校門指導の実施

○各学期に１～２回、年次部による
頭髪・服装検査を実施するとともに
事後指導を徹底する。
○各学期における年次部毎の１日
あたりの遅刻者数を確認の上、指
導に当たる。

ＰＬ　生徒指導主任

・各年次部で実施した「頭髪服装検査」、また、
教職員で実施した「登校指導」における違反
者の事後指導では、最終違反者はゼロで指標
を達成した。

・１２月末日まで（授業日：１５７日）の１日あたり
の遅刻者数は5.６人（１年：1.２人、２年：1.５
人、３年：2.８人）であった。年次部及び健康・
人権教育部と連携した指導・支援により、年度
末は指標の達成が出来る見込み。

・次年度も引き続き各年次部で１～２回頭髪服
装検査を実施する。

・遅刻常習生徒（遅刻10回以上）に対して、年
次部及び健康・人権教育部等と連携し指導・
支援を実施する。

・教室、廊下など清掃が出来ていないと感じま
す。生徒たちの力で、きっちりさせるべきでは
ないでしょうか。

○人権教育と連動した教育相談

○教育相談体制を確立し、学校医
や外部機関との連携協力をする。
○健康・人権に関する講話等の実
施。
○職員研修を行う。

○心の健康と人権に関する講話や
職員研修を年１回を行う。

ＰＬ　健康・人権教育
主任

・カウンセリングマインドを高めるための職員研
修を行い、困りを抱えた生徒の対応について
職員意識の共有を図った。
・心の健康に関する講話を開催したのも有益
であった。

(5)家庭・PTA活動との連携共
育で進める「４つのC」

○夢ナビと連動した授業公開を年３
回実施する。

○保護者への周知徹底 ○メール配信システムとの連動
ＰＬ　教育研究主任
ＳＬ　夢ナビ主担当
ＳＬ　総務主任

○全校人権講演会を年に１回実施
し、地域に公開する。
○生徒人権ＨＲＡを年４時間（３年次
部は２時間）実施する。
○国際理解教育の充実

○人権講演会を実施し、地域に公
開する。
○３年間で系統立てられたＨＲ指導
案の策定。
○各種プログラムの迅速な提供

○講演内容、講師の選定を１学期
中に進める。
○人権ＨＲの夢ナビからＨＲＡへ組
み換える。
○年次部と連携して実施する。

ＰＬ　健康・人権教育
主任

・第１回授業公開を、一年次夢ナビ発表会に
合わせて実施出来た。
・第２回授業公開を、三年次個人研究発表会
に合わせて実施したが、参加者は２名であっ
たことは、次年度へ課題を残した。

・保護者に向けて夢ナビ発表会等への参観を
各学期初めには周知する。
・さらに、メール配信システムを活用して保護者
に周知させる。

○ＰＴＡ総会の出席率７０パーセント
以上を目指し、報告会を含め１００
パーセントに近づける。

①総会報告会を２回実施する。
②1年間かけて専門部活動・組織の
改編に取り組む。
③メール配信システムを活用し家庭
との連携を深める。

①メール配信システムの保護者全
員登録を進める。

ＰＬ　総務主任

・ＰＴＡ総会報告会（５月中に２回実施（６８名参
加））を含め、参加率は６５％に上昇した。
・メール配信システムの登録呼びかけをPTA総
会で、１１月中にも再度行い、現在５６７名が登
録している。

・ＰＴＡ総会の日程を前年度中に決定・伝達す
る。
・次年度もＰＴＡ総会等でメール配信システム
の登録の呼びかけを行う。

○他との連携協力する教育相談の充
実

○教育相談体制を確立し、学校医
や外部機関との連携協力をする。
○健康・人権に関する講話等の実
施。
○職員研修を行う。

○心の健康と人権に関する講話や
職員研修を年１回を行う。

ＰＬ　健康・人権教育
主任

・教育相談体制のもと、1学期に各学年とも生
徒支援会議を開き、「困り」を抱えた生徒に関
する個別の対応をした。
・２学期に心の健康に関する講話を開催した。

○奨学金募集の促進による就学にお
ける安心を進める。

○情報提供を工夫する。
○ホームページを活用する。

○保護者が奨学金募集を周知でき
るように、情報提供を行う。
○家庭と連携を取り、奨学金事務
手続きを正確かつ円滑に行う。
○保護者宛文書を適宜発行する。

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　総務主任

・該当生徒への説明会や朝礼時の連絡を丁
寧に実施している。

・HR担任や保護者と連携を図りながら、年間を
通して情報提供を行う。

・次年度も引き続き継続して実施する。

・人権ＨＲＡを各学年計画通りに実施出来た。
・2年次部のHＲＡでは、講師を招いての講演
会を実施し、理解を深めることが出来た。
・人権講演会を企画し、実施出来たことも、次
年度につながった。

・次年度も引き続き継続して実施する。
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重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

学校関係者評価評価 分析・考察 次年度の改善策
自己評価結果

3

総合評価
次年度への展望等

○「夢ナビStage２」の順調な刷新　○「夢ナビStage２」で進学校のキャリア教育が促進され、学習意欲の高揚、進路意識の明確化が進んだ。（CⅠ、CⅡ）　　○部活動生への考査前学習支援講座等の取組で部活動と学習の両立支援が具体化した。（CⅣ）。
○ホームページ更新、メール配信、PTA総会などで本校の教育活動の情報発信が進んだ。（CⅢ）。　○難関大学の合格者の増加等、進路目標が実現された。　●進学力の一層の向上。　●家庭との連携によるキャリア教育の充実。

(7)学習と部活動の両立

○学習と部活動の両立を図るとため
に、具体的な支援体制を構築し、自
主的・自律的に活動できる生徒を増
やす。
○部活動入部率８０％以上

①部活動顧問会議を開催する。
②部活動顧問と教科担当・担任と
の連携を図る。
③部活動生徒の学習支援を実施す
る。

①部活動顧問会議に以下の点も含
める。
(ｱ)文武両道を図るための共通理解
(ｲ)科学的根拠に基づいた練習内
容による年間・月間計画の立案。
②部活動生の情報交換を学年会の
協議事項を入れ,部活動生の学習
状況の情報を共有する。
③部活動生に１学期中間考査時に
学習支援対策を実施する。（質問等
をうける機会を設定）

PL 特別活動主任
SL
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○ＰＴＡ新聞を年3回発行する。
○学校ＨＰの内容を充実させ閲覧者
数を増やす。

①近隣の自治会等にＰＴＡ新聞を
配布する。
②迅速なＨＰの更新に努める。

○学期に１回ＰＴＡ新聞を配布す
る。
○ＨＰを８０回以上更新し、学校行
事等を迅速に伝える。

ＰＬ　総務主任
ＳＬ　各分掌主任

・ＰＴＡ活動と連携して、７、１２月にＰＴＡ新聞
「西翔」３０、３１号を発行し、保護者に配布し
た。
・自治会等には配布していない。
・ホームページ更新数は１００回を超えている。

・ホームページ更新のペースを持続する。

・ＨＰ更新が多く、行事の度に親子の会話の話
題になっていました。近所の方から「見たよ。」
という声も何度か聞き、「外へのアピール」の
力に大いになっているなと思いました。「我が
子の高校選びの参考にしてほしい」と受験生
の母親に勧めたこともあります。多忙な中、タ
イムリーな更新作業は本当に大変だろうと思
いますが、こうした努力で西高の「良さ」、「らし
さ」が伝わって行くと思います。是非続けてほ
しいです。

(6)地域・中学校からの本校の
教育活動への理解の促進)

○高校説明会やオープンスクールで
の本校への理解と好感度９０％以上
の維持を目指す。

○総合学科進学校としての魅力と
利点を十分に伝える。
○中高連絡会や学校説明会、中学
校訪問、オープンスクールの広報
計画の策定
○広報計画に基づく学校案内パン
フレットの作成とホームページ等の
活用
○中学校への訪問の機会の充実と
活用
○ＰＴＡ総会及びＰＴＡ専門部活動
との連携

○学校案内パンフレットを６月上旬
までに作成する。
○総務部と連携したホームページ
の更新
○ホームページから抜粋した記事
を紙面化し、月１回程度ポスター掲
示や配布をする。

ＰＬ　教務主任、教頭
ＳＬ　総務主任

・４月から学校ＰＲ会議を実施し、学校案内パ
ンフレットのリニューアルバージョンを６月中旬
に完成させることが出来た。
・パンフレットはオープンスクールのほか、高校
説明会や中学校のPTA来校にも有益であっ
た。高校説明会～24校、中学PTA～12校。

・高校説明会やPTA来校、オープンスクール、
中高連絡会等の機会を有効利用し、引き続き
大分西高の理解を深める。

○全校集会で、集合・点呼を生徒
会で実施する。

○　PDCAを踏まえた生徒会活動を
実施する。

ＰＬ　特別活動

学校行事において、課題研究的な取
組を行い、より高い知性と教養が習得
できるように工夫する。

①西龍祭を活用する。
②生徒会活動を活用する。

①西龍祭の発表・展示において生
徒会がホームルームへの行動計画
への助言を行う（プレゼン２回実施）

ＰL　特別活動

○３．４．６学習から４．６．８学習へ広
げる生徒が７０％以上にする。

○すきまの時間を積み重ねる事も
必要だが、じっくり長時間学習でき
る環境を作っていく。

○休業中の時間の有効活用、月１
回の面談。

ＰＬ　３年次部主任
・放課後学習、休日の教室開放により学習時
間の増加を図ることが出来た。

・個人面談や三者面談を適宜に設定して、生
徒の学習時間確保の支援をする。
・学年集会や類型別（ｺｰｽ）集会を実施する。

2.9

○部活動生（運動部・吹奏楽）の平均
学習時間２時間以上

○生徒個人面談における学習意欲
の喚起、生活時間の確認・改善の
助言
○スタディチェックの徹底と活用
○ＨＲ担任と部活動顧問の連携

○生徒個人面談年３回以上実施
○部活動生（運動部）集会の実施

ＰＬ　特別活動主任
ＳＬ　部顧問
　　　年次部主任

・キャリアカウンセリングウイーク及び家庭訪
問・学校三者面談を通して，学習時間の確保
についての指導したことは、成果であった。
・部活動生（運動部）集会は計画的に実施し
た。

・個人面接については継続して文武両立が行
えるように指導を加える。
・１．２学期末には部活動生集会を実施する。
・１．２学期末に学習時間調査を実施する。

(9)修学旅行を節目として向上
させる世界に通じるオフィシャ

ルマナー力・国際理解力・
キャリア教育

○修学旅行でのキャリア意識の高揚
と国際理解面での満足度各７０％以
上

○修学旅行の行程が研修と協働と
自律の場となるよう、年度当初から
教科・領域での教育活動に修学旅
行の充実を視野に入れた継続的取
組をすすめ、まとまった３回の事前
研修を有効活用する。

○修学旅行事前研修３回以上の実
施
　（国際企業訪問、Ｂ＆Ｓ、マナー、
地理・歴史、外国語、健康管理等）

ＰＬ　特別活動主任、
２年次部主任
ＳＬ　キャリアガイダン
ス部主任
ＳＬ　夢ナビ主担当
ＳＬ　健康・人権教育
主任

○体育における集団行動の日常の学
校生活における活用の促進

○体づくり・集団行動を活用する。
○４月～５月の集団行動のスキルを
定着させる。

ＰＬ　体育科主任
ＳＬ　特別活動主任、
生徒指導主任

・予定通り集団行動のスキルアップを図ること
が出来た。

・次年度も引き続き継続して実施する。
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・生徒会執行部の、全校集会開催前の事前協
議及び終了後の反省会を行い、ＰＤＣＡを通し
て工夫改善を行った。

・全校朝礼に限らず，このサイクルをすべての
生徒会行事で行うことで，更なる生徒会活動の
活性化を図る。

・全校生徒における男女の比率が、もっともっ
と同等に近づけば、さらに活気が出てくると思
われます。

○授業・行事等での積極的静聴力育
成の推進

○　授業展開における工夫・実践を
教員間で共有する

○具体的な取組みの実践集約。 ＰＬ　教育研究主任
・教科会議の充実を図り、授業展開等の工夫
の共有化するために、更なる教科主任のリー
ダーシップが求められる。

・学力向上のチーム（新分掌機構）とともに早
期に具体策を提案する。（研究授業・先進校視
察等も含む）

(8)静と動の集中力のある集団
力向上

自主的・自律的な行動ができる生徒
を増やす。

・１年次部の修学旅行は，修学旅行検討委員
会を中心に多角的に協議され，学校目標に
沿った計画が決定した。
・２年次部については，夢ナビを活用し事前準
備が行われた結果、成功裏に終了することが
出来、生徒の満足度も１００％であった。

・次年度も、各年次部で，学校目標に沿った細
案づくりが行えるように支援する。

・先生方の細やかなご尽力で、大きなトラブル
もなく、楽しい有意義な修行となったようです。
・修学旅行だけに焦点を絞っているのはわか
りますが、これだけでは推進しているとはいえ
ないような気がします。

・予定通り実施。プレゼンによりＨＲ企画の問
題点を発見し，その解決を目指してクラス協議
を行うことを通して，問題解決の経験を積ませ
ることが出来た。

・今後はさらに発展できるように，問題解決のた
めに必要な知識や教養の習得に努めさせ，
リーダー研修時の協議や反省・総括の機会を
増やしていく。

・夢ナビや講演会を聞くときの態度、運動会や
文化祭での生き生きとした生徒の姿に、とても
節度をわきまえた行動が出来ていると感心し
ます。

・１学期の分掌反省アンケートでも，月間練習
計画・実施報告書及び学習支援については，
概ね良い評価が得られた。
・第２回部顧問会議において，文武両道を図
る必要性を協議した。その結果，月間練習計
画・実施報告書は全部活動とも提出済であ
る。
・学年会議においても部活動生の情報交換が
行われている。
・学期期末考査に向けて，部活動生（運動部）
を中心に学習支援対策（三日間）を行い、効
果があった。

・学習支援実施の効果について確認することを
目的に、部顧問会議を各学期初めに定期的に
開催する。

・部活動の休みがほとんど無いので、週一回
でも休みがあれば良いと感じます。勉強との
両立に苦戦しています。
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