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「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。

重点目標

・進学系総合学科の特長を活かし、３年間を見通した指導計画と組織的な指導により、学力、進学力の充実を図る。
・「夢ナビ」の実践によるキャリア教育を推進し、進路意識と学習意欲を高め、社会の中で必要な「生きる力」を育成する。
・地域・家庭・学校の連携を深め、安全安心、健康、人権等の人間力を育成するとともに、学習と部活動の両立を図る。

中期目標

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。

平成２９年度学校評価（　年間評価　）
学校名

前年度評価結果の概要
今年度は、総合学科の核である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さらに進んだ。前年度と同様に、大学進学の成果も顕著で、進路目標も実現された。特に、難関大学への複数合格等は特筆に値する。そして、各種講演会の実施、学校ホームページの更新、メール配信システムなどで
本校の教育活動の情報発信も進んだ。次年度は、進学系総合学科の特長を生かした進学体制のための「授業改善」について、今年度以上の工夫・向上に鋭意努力する。また、学校教育目標達成のためには、主幹教諭を中心とした「学力向上」チームの精力的な活用が必須である。さらに、本校独自の「夢ナビ」プロ
ジェクトの一層の深化を図るとともに、キャリア教育を推進し、学習面でも部活動においても「西高モデル」の構築に努めていきたい。そして、確立した生活面の徹底を図ることで、文武両道と人間力の育成を一層推進していく。

学校教育目標

学校関係者評価
（学校評議員、ＰＴＡ役員）評価 分析・考察

進学系総合学科の特長を
活かし、３年間を見通した
指導計画と組織的な指導
により、学力、進学力の充
実を図る。

１　各教科における言語活動の充実。
複数回の公開授業や研究授業の実
施。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。

２　外部模試の総合偏差値の向上と，
３年次国公立大学合格者数の増加。
　総合偏差値　各年次とも５３以上
　国公立大学合格者８０名以上（難関
大を含む）

３　放課後学習や家庭学習等の自主
学習時間の確保
　２時間以上　１年次８０％
　３時間以上　１年次４０％
                     ２年次５０％
                     ３年次６０％

○公開授業・研究授業や互観授業を通して、各授業に
おける言語活動の充実とその共有化の促進。

○教科・夢ナビ・年次部の協働による、検定及び教科
「情報」の学修単位取得意識の喚起。

○各教科とも複数回の公開授業・研究授業、または年２回の互観授業で
共通テーマ「言語活動」を設定し、他教科の参観も含めて８０％以上。
○英検２級２０名以上。　　　　　　　　 ○漢検２級１５名以上。
○家庭科技術検定１級２名以上。　　○校外学修講座の参加１５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

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

○教科会議を週1回の定例会とすることができ、各教科
で取り組みの共有化がすすみ、公開授業や研究授業が
充実したものとなった。
○英検２級は３５名が合格、家庭科技術検定１級にも２名
が合格し、目標を達成する一方で、漢検２級が６名、校外
学修参加７名と目標値を下回ってしまった。
○第２回互観授業実施率が約８４％に止まった。

◯教科会議の定例化に加え、授業改善に向けた具体的な
検討項目を提示する。
○研究授業を実施しやすい特別校時を設定する。
○1学期を中心に互観及び研究授業を実施し、重点目標
に沿った授業観察の視点を提示する。
○教科内外を問わず、いつでも授業観察できる環境を整
え、互観授業達成率100％を目指す。
○漢検は重点的に取り組む時期を設定し、それに向けて
の取り組み計画を策定する。校外学修参加への呼びかけ
の時期を早め、参加呼びかけのプリントをさらに具体的な
内容とする。

※ＰＴＡアンケートの評価　→　３．３
◯県図書との連携を図ったり、校内のどこ
でも本が読めるようにして、もっと読書の
習慣を付けてもらいたい。

○模試対策の充実および模試の事後指導。

○模試検討会・３年次進路判定会の実施。

○３年次生夏季休業中の特別補習の実施と自主学習
体制の強化。

○土曜セミナーや休日課題を利用した模試対策講座の実施および対策
課題の作成。
○模試の自己分析（１・２年次は進研記述模試３回，３年次は１学期の進
研模試２回と８月全統模試）と、検討会の実施（進研模試データ取得後２
週間以内に各年次部で実施・３年次進路判定会は年３回実施）。
○夏季補習後に２週間程度実施（学習合宿等を含む）・補習後大講義室
での自主学習の実施。

ＰＬ　キャリア主任
　　　学力向上担当
ＳＬ　年次部主任
　　　教科主任

○土曜セミナーを利用して模試対策の実施ができてい
る。また、大学個別試験問題分析を各教科で行い、情報
共有を図る取組を始めた。
○外部模試の反省会は２学期末時点で１～３年で２回
し、事前事後指導のＨＲＡを行った。また、３年では生徒
個別についての進路検討会３回（５・８・11月）を実施し、
その後の面談等に活用できた。
○夏季の外部模試の時期を８月末に変更し、夏季補習
をより有意義に活用できた。

◯進学系総合学科としての、国公立大学の合格者数のみ
に拠らない、進路指導の達成指標づくりを行う。
◯コア・応用クラスの他クラスとの区別化を行う。例えば、評
価を他クラスと分け、授業進度・難易度を変えていく。
◯考査・模試を3年間の流れの中で位置付け、その意義と
ねらいを明示する。
◯共通テスト対応（１年）について、「考査に思考・判断力を
問う問題を１問入れる」ことと「GTECの導入に伴う授業の質
の変容」を課題に取り組む。

※ＰＴＡアンケートの評価　→　３．２
◯応用クラスの学習（進学）力向上につ
いての取組は弱いように思います。

※ＰＴＡアンケートの評価　→　３．１
◯課題が生徒のレベルに合っていない
気がする。生徒のレベルに応じた課題の
工夫をしてもらいたい。

「夢ナビ」の実践による
キャリア教育を推進し、進
路意識と学習意欲を高
め、社会の中で必要な
「生きる力」を育成する。

１　夢ナビにおけるプレゼン・論文作
成能力育成と、進路を見通した課題
研究論文の完成。

２　夢ナビＳＴＡＧＥ２のの内容の修正
と深化によるキャリア意識の育成。

３　夢ナビを通した進路意識と学習意
欲の向上。
    ・進路希望調査年２回実施
    ・授業公開の年３回実施

○図書館を活用した夢ナビ、教科学習の充実。
○県立図書館と連携した資料収集力の向上。
○研究論文作成のための基礎知識の充実。
○フィールドワークの積極的活用。

○高校生のための論文講座というテーマで講演会の実施。
○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年次の利用率１００％の達成。
○個人研究論文作成に当たってのフィールドワークの積極的実施。

ＰＬ　教育研究主任
　　　夢ナビ担当
ＳＬ　年次部主任
　　　司書教諭

○１年次部は１０月に「職業人に学ぶ」・「大分県立図書
館スクリーンサービスディ」を実施。１月にはアサインメン
ト学習学年発表会・３月にスピーチコンテスト学年発表会
を実施予定。２年次部は８月にバーチャル県庁をフィー
ルドワークを実施。１２月には修学旅行テーマ学習と１月
にバーチャル県庁・修学旅行テーマ学習学年発表会実
施予定。３年次部は８月に個人研究学年発表会・9月に
論文講座を実施。１月に夢ナビプロジェクト総括として全
体発表会を実施。

○１月に実施した全体発表会の取組を反省・総括し、来年
度に引き継ぎ、課題研究の質的向上を図る。
◯校内にミニ図書コーナーを設置し、生徒が気軽に本と親
しむ環境作りを行う。
◯夢ナビの成果を、HP等を通して広く社会に向け情報発
信していく。

※ＰＴＡアンケートの評価　→　３．３
◯県図書との連携を図ったり、校内のどこ
でも本が読めるようにして、もっと読書の
習慣を付けてもらいたい。

○スタディチェックによる生徒の学習状況の把握と
フィードバック。
○クラス面談・教科面談の実施。
○自主学習充実のための放課後の大講義室等の有効
利用。

○スタディチェックを実力考査・定期考査前の１週間分実施。実施後１週
間以内に各年次部へ還元
○キャリアカウンセリングウィークを年２回実施。・定期考査実施後，指導の
必要な生徒に対して教科担当による面談の実施
○放課後１８：２５まで自主学習ができるよう，大講義室を含む教室開放の
実施。

ＰＬ　キャリア主任
　　　学力向上担当
ＳＬ　年次部主任
　　　教科主任

○スタディチェックの集計結果は、年次部への還元ととも
にＰＴＡ資料や進路検討会資料などにも活用できた。
○キャリアカウンセリングウィークを年２回実施し、次年度
コース選択や進路決定に利用することができている。

◯ｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽ部と教育研究部の連携を強化し、夢ナビ
の再構築を図る。
◯CCW時のｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽ部からのサポートを強化する。例
えば、統一した面接シート（３年間継続）の活用、スタサポ
等を利用した面談の流れの例示、 ３年間の進路指導の流
れの明示等を実践する。
◯生徒がより多くの教師と面談できるような機会を設ける。
◯模試後の教室開放を検討する。

※ＰＴＡアンケートの評価　→　３．４
◯夢ナビの取組は好きです。
◯夢ナビ文化講演会のアンケート結果を
ぜひ見せてもらいたい。
◯1年次生から自分の進路に応じた研究
ができるよう工夫してもらいたい。

※ＰＴＡアンケートの評価　→　３．２

○キャリアとの連携による「夢ナビＳＴＡＧＥ２」年間計画
の修正。

○総合学科におけるキャリア教育の意義の共有化。

○「夢ナビ研修」(４月)での「夢ナビＳＴＡＧＥ２」における取り組みの共有
化。
○「夢ナビ」年間計画にキャリアとの協同による「進路学習」を組み込む。
○キャリア教育の有識者による生徒、職員を対象にした講演会の実施。

ＰＬ　教育研究主任
　　　夢ナビ担当
ＳＬ　年次部主任
　　　司書教諭

○夢ナビStage２の内容を精選・適切化した。
○夢ナビ年間計画に「進路学習」の時間を組み入れた。
○１年次部は１０月に「職業人に学ぶ」・「大分県立図書
館スクリーンサービスディ」を、１月にはアサインメント学
習学年発表会を実施することができた。
○全生徒・教員を対象に１０月に植松努氏（植松電機社
長）による文化講演会を実施でき、生徒の考え方や価値
観を揺さぶることができた。
○夢ナビの時間を利用した進路学習では、模試事前事
後指導等を実施できた。

○１月に夢ナビプロジェクト総括として全体発表会を実施。
◯分掌会議にて本年度の取組を反省・総括し、来年度に
引き継ぐ。
◯夢ナビ諸活動の進捗状況や成果を次年度夢ナビ研修を
通じて職員間で共有する。
◯夢ナビの活動と教科の授業の関連を図る。

○学習意欲の向上を目的とする大学の模擬講義への
参加。
○進路希望調査の実施。
○夢ナビ年次部発表会とそれに合わせた公開授業の
実施。

○大分大学「チャレンジ講座」の受講促進。（２年次生１人１回以上）
○進路希望調査を５月と９月に実施・実施後１週間以内に各年次部へ還
元。
○夢ナビ年次部発表会と、1月全体発表会の企画立案と保護者・地域へ
の案内の徹底。

ＰＬ　キャリア主任
　　　教育研究主任
　　　夢ナビ担当
ＳＬ　年次部主任
　　　総務主任
　　　特別活動主任

○大分大学チャレンジ講座を計画通り実施できた。大学
の推薦入試対策のため３年次生が参加した回もあり、進
路目標の達成に活用できた。
○卒業生による大分大学説明会に加え、新規に九州大
学説明会を実施し、上位層の意欲喚起を行うことができ
た。
○各年次部で、１学期はスタディサポートを利用する形
で、２学期は科目選択調査と併せる形で進路希望調査を
実施できた。
○第一回授業公開を８月の３年次部夢ナビ学年発表会
に合わせて実施できた。学校ＨＰや学年ＰＴＡ等で案内
も周知できた。
○次年度は授業公開を１・２年次生にも拡大していく

◯大分大学チャレンジ講座（年間15回）を継続し、生徒の
学問への興味関心を引き出す契機とする。
◯卒業生による大学説明会を継続して実施する。本校から
の進学者が多い、九州大学、広島大学、熊本大学、大分
大学を中心に卒業生を集める。
○ＰＴＡ総会や常任委員会等あらゆる機会を通して「夢ナ
ビ」発表会の広報に努める。

○７月に、地震・津波・火災を想定した第1回訓練を授業
時間帯に抜き打ちで実施、避難行動目標タイムを達成
することができた。
○各年次部で実施した「頭髪服装検査」（各学期始業
日）、また、担当職員で実施した「登校指導」（４月・６月・
１１月）における違反者の事後指導では、最終違反者は
ゼロで指標を達成できた。
○５月に県生活環境部と連携した交通安全講話（全校生
徒対象）、また、県自動車学校と連携した交通安全体験
学習（１年対象）を実施し、生徒の交通安全意識の高揚
と交通マナーアップを図ることができた。
○１年次生の自転車事故が多発、また、SNS等の使用法
が懸念されることから、１年次部と連携し「交通安全・情報
セキュリティー対策講座」を企画（２学期終業日）し、事故
やトラブル等について原因や防止策等を考察させ、安全
（防止）意識を高揚することができた。
◯「秋の全国交通安全運動」期間中に、「臨時交通安全
講習」を実施(９／２５)し、大分駅から本校までの区間の
留意点や駐輪マナー等について指導を継続的に行うこ

○第2回訓練は、地震（南海トラフ）・火災を想定し、2月23
日に実施予定である。
○次年度も引き続き頭髪服装検査及び登校指導を実施
し、事後指導の徹底を図る。
○自転車事故が１学期に多発（５０％：数値は2/14現在）し
たため、次年度は、年度当初のできるだけ早い時期に交
通安全の取組を企画する。

※ＰＴＡアンケートの評価　→　３．２
◯自転車事故については十分な指導を
お願いします。
◯学校外で生徒に会っても挨拶ができて
いない。校内はもちろんだが、校外でもき
ちんと挨拶できる生徒を育ててもらいた
い。

○専門員会、専門委員長会議（西校サミット）を予定通り
開催する事ができた。また前期各専門委員会の活動に
おけるアンケート調査も実施し、2学期の西校サミットでの
報告材料として活用できた。
○部活動加入推進月間と、体験入部期間も合わせて設
定し、新入生の入部における不安を取り除く一助とするこ
とができた。
○CCW期間を活用し、部顧問による生徒個人面談を適
宜実施することができ、学校生活全般の助言をすること
ができた。
○各学年次部の担任会において協議事項（議題項目）と

○前期後期の専門委員会活動におけるアンケートを次期
専門委員にフィードバックするため実施時期を考慮する。
○部顧問による面談から得た情報を学年、担任でも共有で
きるように組織的な活動に広げる。
◯部活動生が学習との両立を成し遂げられるよう、環境整
備を行う。

※ＰＴＡアンケートの評価　→　３．２
◯指導する担任や顧問によっては、あま
り学習に力を入れていない場合もあるよう
です。

○月間予定表にもとづいた練習計画の立案と練習内容
の精選・充実。
○各部活動のリーダー育成と部活内における好ましい
人間関係の確立。
○教育相談体制を強化と、学校医等の外部機関との更
なる連携協力体制の構築。
○健康・人権に関する講話等の実施。
○職員研修の実施。

○毎月練習計画及び実施報告書の提出。
○ 年３回の部活生集会（キャプテン・部長会を含む）の開催。
○部活動顧問会議（年３回）の実施。
○心身の健康と人権に関する講話および職員研修の年１回実施。
○講演内容、講師の選定を１学期中に決定。

ＰＬ　特別活動主任
　　　健康・人権教育主任
ＳＬ　生徒指導主任

◯部活動や生徒会活動を通して、豊かな人間形成ができ
るよう、機会を捉えて講話や話し合いを行う。
◯HRAの時間を活用して人権教育を行い、生徒がいじめ
のない、安心して生活できる環境の確保を図る。
◯来年度も健康教室や職員研修を開催し、継続して心身
の健康づくりを実践する。
○休養日調査用紙の内容に部活動を行う上で、安心、安
全面で改善案等を提案できるよう工夫する。
○キャプテン委員会において、生徒が主体的に考え行動
できる様に進める。

※ＰＴＡアンケートの評価　→　３．２○練習計画・実施報告書について、様式・内容を変更
し、休養日調査として各部活動の活動を把握することが
できるようになった。
○部活生集会（キャプテン委員会）を予定通り開催し、部
活動生の在り方を深く考えさせることができた。
◯年次部やSC、医療機関などの専門機関と連携して生
徒の情報を共有しながら対応を協議することができた。
◯１年次生「心の健康教室」２年次生「いのちの出前講
座」３年次生「薬物乱用防止教室」を開催し、心身の健康
管理能力を育成できた。
◯教育相談職員研修の開催により、心理臨床的支援を
めぐる課題について理解を深めることができた。

総合評価
次年度への展望等

　今年度は、年度途中ではあったが授業改善プロジェクトチームを改編したり、教科会議を時間割に組み込み定例化を図ったりと、教科指導に関しての改善を図ることができた。一方、本校最大の特色である「夢ナビ」については、従来の形を踏襲するにとどまり、時代に応じた新たな取り組みへの改編には至らな
かった。次年度の課題としたい。部活動や生徒会活動は、生徒の積極的で明るい気質もあり、昨年以上に成果をあげることができた。また進学実績についても、生徒の多様な希望に応えながらも、一つの成果指標となる国公立大学の合格者数について成果をあげている。
　昨今の高校入試における志願者数を鑑みても、次年度は学校の教育力のレベルアップを図らねばならないと感じている。

大分県立大分西高等学校

次年度の改善策
自己評価結果

3.1

2.9

3.1

地域・家庭・学校の連携を
深め、安全安心、健康、
人権等の人間力を育成す
るとともに、学習と部活動
の両立を図る。

１　安全安心の環境整備。災害を想
定した避難訓練の実施。体験・実践
型の交通安全教室の実施。身だしな
み、最終違反者ゼロ。

２　部活動入部率80％以上。　部活動
生（運動部・吹奏楽部）の平均学習時
間2時間以上。

３　体罰・いじめ・事故等ゼロの部活
動。人権教育と連動した教育相談の
実施。

○災害や避難経路等に応じた避難行動目標タイムの設
定。
○関係機関・団体との連携と、安全運転管理のスキル
アップ。
○生徒の規範意識を高めるマナーアップ講習の開催。
○登校時の校門指導の実施。

○異なる災害を想定した年２回の訓練の実施。

○1学期早期に２回の実施。

○各学期に１～２回、年次部による頭髪・服装検査の実施。・事後指導の
徹底。

○各学期における年次部毎の１日あたりの遅刻者数の確認。・自己指導
の徹底。

ＰＬ　生徒指導主任
ＳＬ　健康・人権教育
主任
　　　年次部主任

○専門委員会及び専門委員長会議の活用促進。
○部活動加入推進月間の設定とその効果的利用。
○担任及び部顧問による生徒個人面接での学習意欲
の喚起とその助言。
○各年次部と部顧問との情報の共有。

○各期４回の専門委員会、各期２回の専門委員長会議（西高サミット）開
催と年２回全校生徒対象にアンケート調査の実施。
○４月に部活動体験入部期間の設定。
○CCW（キャリアカウンセリングウィーク）の活用と部顧問による生徒個人
面談３回以上。
○部活動生の情報交換を協議事項とした、各学年次部の担任会（週１回）
の実施。

ＰＬ　特別活動主任
ＳＬ　部顧問
　　　年次部主任


