
(別紙様式３）

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。

○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。

ＰＬ　教務主任

ＳＬ　英語科主任
ＳＬ　国語科主任
ＳＬ　家庭科主任

2.8

○第二回互観授業授業実施率６５％。１１月教科会議に於い
て言語活動について討議し、報告書を提出。
〇英検2級15名、漢検2級4名、家庭科技術検定10名、校外学
修講座の参加3名、合計32名が増加単位取得者となる。目標
達成率58パーセント。

○２回の互観授業と授業アンケート結果を集約し、教科会議
で今年度の課題を１学期早期に討議する。○今後、各検定や
ＩＶＹ研修を教科と連携し、受検促進を図る。   〇英検・漢検の
取得を教科と連携して呼びかけていく。    〇校外学修講座の
日程を生徒の負担にならない時期に設定する。

・英検や漢検他の試験合格が単位取得となることについて、
十分理解が出来ていないのではないでしょうか。（保護者と生
徒）・検定試験の合格も生徒の自信をつけるためにも目標の
一つにすると良いと思います。・希望者だけでなく、全員で取
り組むことにより意識も高くなると思います。

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

○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。

ＰＬ　キャリア主任
ＰＬ　学力向上担当

ＳＬ　年次部主任
ＳＬ　教科主任

3.1 3
○土曜セミナー１・２年10回、３年8回実施。
○全学年で模試検討会を実施した。３年は進路判定会を実
施した。

○土曜セミナー等、引き続き計画通り実施する。
○模試検討会で検討した事項（特に今後の取り組み）につい
て、検証できるような体制を作る。

・国立大学合格者数の増加について、西高の生徒はもっと能
力があるはずなのでますますの増加を期待しています。・進
路を意識した学習が出来ていると思います。

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％

○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。

ＰＬ　キャリア主任
ＰＬ　学力向上担当

ＳＬ　年次部主任
ＳＬ　教科主任

3.1 ○スタディチェック（１週間分・月１回）を8回実施。
○第２回のＣＣＷを１０月に実施した。

○スタディチェックを継続して実施する。
○家庭学習時間を増やすための方策について、各方面の意
見を集約する場をもつ。

・部活動との両立は大変だと思うが、学習時間はもう少し増え
るべきではないかと思う。・自主学習の意欲向上がはかれた
と思います。

１　夢ナビにおけるプレゼン・論文作成能力育
成と、実践としての課題研究論文の完成。

○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。
○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。

ＰＬ　教育研究主任
ＰＬ　夢ナビ担当

ＳＬ　年次部主任
ＳＬ　司書教諭

3.1
○１０月にアルピニスト野口健氏を招いての「夢ナビ文化講演
会」やＡＰＵの留学生による「国際理解講演会」は有益であっ
た。○県図書「スクールサービスデイ」を利用して図書資料の
検索方法を学べたことは今後につながった。

○１月夢ナビ発表会に向けて、学年代表を早期に決定し、指
導、アドバイスを行うことでより質の高い発表を目指す。

・進路意識の向上、生きる力の育成に反映されている。・非常
に良いと思います。・保護者も参加できる講演会の実施は本
当にありがたいです。

２　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
から全教職員での共有。

○キャリア教育「夢ナビＳＴＡＧＥ２」の内容の修正・
深化。

ＰＬ　教育研究主任
ＰＬ　夢ナビ担当

ＳＬ　年次部主任
ＳＬ　司書教諭

3.5 3 ○１年次夢ナビ研究論文プレステージとしての「アサインメン
ト学習」は着実な成果を上げている。

○１月夢ナビ発表会の職員の積極的参加を呼びかけることで
夢ナビ諸活動についての共通認識を広げる。　○１年次夢ナ
ビで「職業人に学ぶ」活動を来年も実施し、更なる改善を図
る。

・非常に良いと思います。

３　夢ナビを通した進路意識の育成と，学習意
欲の向上。

○キャリア意識の向上を目的とする進路学習・講演会の実施。
○学習意欲の向上を目的とする大学の模擬講義への参加。
○夢ナビアンケートの実施。○進路希望調査の実施。
○夢ナビの公開授業の実施。○　「夢ナビ」文化講演会の実施。

ＰＬ　キャリア主任
ＰＬ　教育研究主任
ＰＬ　夢ナビ担当

ＳＬ　年次部主任
ＳＬ　総務主任
ＳＬ　特別活動主任

3.2

○大分大学「チャレンジ講座」は計画通り実施できて有益で
あった。
○第二回授業公開を９月の３年次部夢ナビ学年発表会に合
わせて実施し、学校ＨＰや学年ＰＴＡ等で案内した。
○ホームページ更新数は１００回に及んだ。

○「チャレンジ講座」を次年度も引き続き実施していく。
○夢ナビ発表会への保護者の参加について、早めに文書で
案内し、併せてＨＰ、配信メールで呼びかける。

・非常に良いと思います。

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。　１日
の遅刻者５人以下。

○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月間の設定。
○登校時の校門指導の実施。

ＰＬ　生徒指導主任
ＳＬ　健康・人権教育主
任
ＳＬ　年次部主任

ＳＬ　特別活動主任

3.3

○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。
○4月に県自動車学校と連携し自転車実技講習会（１年対
象）を、また、5月に県警と連携し事故再現スタントによる交通
安全講習会（全校生地対象）を実施。
○「頭髪服装検査」及び「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達成（成果）指標を達成。

○来年も異なる災害を想定し、年二回実施する。
○交通安全については、継続して指導し、事故防止に努め
る。
○来年度も引き続き、各年次部で学期１～２回頭髪服装検査
を実施する。
○多遅刻者に対して、年次部や健康・人権教育部と連携し、
指導・支援を実施する。

・訓練、講習会を多く持っていて良い経験となるが、遅刻者の
多いのには驚く。・安全や危機管理意識の再確認が出来て良
かったと思います。・自転車のマナーは、自分を守る，周りの
人を守るために大切なので，しっかりと指導してほしいです。
大銀横のローソンのところは、中学生との接触も多いので注
意が必要と思います。

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。

○部活動加入推進月間の設定とその効果的利用。
○期末考査に向けての学習支援の実施。(2年目)
○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。

ＰＬ　特別活動主任

ＳＬ　部顧問
ＳＬ　年次部主任

3.1 3
○４月の部活動体験入部は有益であった。
○期末考査準備期間中の学習支援については、各学年部を
中心として実施し功を奏した。
○CCWを活用として部活動生の学習と部活動の両立のため
の指導が行われ、着実な成果を上げた。。

○分掌反省をもとに，顧問会議を充実していく。
○学年集会や類型別（ｺｰｽ）集会を実施する。

・学習と部活動の両立に努力が見られていてとても良いと思
います。

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。

○月間予定表にもとづいた練習計画の立案と練習内容の吟味・精
選。
○各部活動のリーダー育成と部活動間の連携強化。
○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。

ＰＬ　特別活動主任
ＰＬ　健康・人権教育主
任

ＳＬ　生徒指導主任

3.3

○４月より、月間練習計画及び練習報告が提出され、現段階
においては問題は起こっていない。
○部活動生集会を２回実施し、生徒に注意を喚起した。
○部顧問会議を２回実施し、共通の認識を持った。

○部活生集会を引き続き実施する。
○各種講話（文化・人権・こころ等）を早期に企画立案し、広く
周知する。

・問題なく実施されて非常に良かったです。

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。

○各教科とも複数回の公開授業・研究授業、または年２回の互観授業での共
通テーマ「言語活動」の設定。
○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５名以上。○校外学修講座の参加１５名以上。

○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。

○スタディチェックを月１回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。

総合評価
次年度への展望等

今年度は、特に「夢ナビ」の深化拡大により、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進んだ。また、前年度に比べ国公立大学の合格者の増加等、進路目標も実現された。さらに、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
意努力をする。学校教育目標達成のためには、「学力向上」チームの精力的な活用が必須であることから、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。さらに、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。

「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。

○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、２年次の利用率１００％の達成。。
○１年次「学問研究」「アサインメント学習」、、２年次「バーチャル県庁」「テーマ
学習」「修学旅行」「ゼミ論文」、３年次「個人研究」の計画的実施。

○「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。
○１年次「夢ナビ」を研究論文プレステージと位置づけての実施。

○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）
○夢ナビアンケートを１２月と２月に実施。
○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。
○各取組の企画立案と保護者・地域への案内の徹底。

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。

○４月に部活動体験入部期間の設定。
○期末考査準備期間中に自学自習を中心とした学習支援の実施。
○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。

○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。
○心の健康と人権に関する講話と職員研修の年１回実施。
○講演内容、講師の選定を１学期中での選定。

「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　　　対応できる「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。

・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。

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果
次年度の改善策 学校関係者評価

評価 分析・考察

平成２６年度学校評価（年間評価）
学校名　　　　大分西高等学校

前年度評価結果の概要

○「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。　　○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。
○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。　　○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が求められる。　　●家庭との連携によるキャリア教育の更なる充実を図る。

学校教育目標 中期目標 重点目標


