(別紙様式３）

令和２年度学校評価（ 年間評価 ）
学校名 大分雄城台高等学校

前年度評価結果の概要

成果
○組織的な授業改善による授業力の向上や個々の進路希望に応じた指導・添削等を行うことにより、全学年で学力の向上が見られた。
○生徒一人一人に応じた全教職員参加の進路指導体制の充実により、進路意識の向上が図れた。
○「雄城坂はあいさつの坂」の徹底や清掃指導により、保護者や地域の方々から挨拶や掃除などについて評価を受けることができた。
○文武両道の部活動、生徒会活動、ボランティア活動を積極的に行い、ＨＰや広報誌「雄城坂」による積極的な情報発信を行うことができた。

学校教育目標

中期目標

達成(成果)指標

重点目標

１ 確かな学力の定着と３年間を見通した進路指導により、進路希望の達成を目指す。
２ 真剣な学習活動と活発な部活動を通して、「文武両道」を推進する。
３ 信頼関係に基づいた、手厚い生徒指導と積極的なキャリア教育により、心豊かで、
尊敬される人材の育成を推進する。

「誠実・自主・創造」の校訓のもと、社会において逞しく生き抜き、積極的に
社会貢献できる生徒の育成を目指す。

重点目標

重点的取組

取組指標

ＰＬ
ＳＬ

①外部模試のＧＴＺ（学習到達
ＰＬ 進路指導主任
一人一人の進路目標や学力に 〇模試分析会 （１・２年３回、３
ゾーン)Ｂ１以上８０名以上（３年
応じた進路指導の実践
年４回） の合理的な運営と活用 ＳＬ 年次部主任
は１１月、１・２年生は１月）

③自主学習時間 〔１年生２時
生徒の生活実態を踏まえた学 〇家庭学習時間調査（毎月） の ＰＬ 進路指導主任
間、２年生３時間、３年生４時間
習の「質と量」の改善による真の 活用 による個に応じた指導法
以上〕 の達成率８０％以上（１１
ＳＬ 特別活動主任
「文武両道」の実現
の実践
月時点）

評価
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ＰＬ 特別活動主任

3

①「あいさつの励行」・「清掃の
ＰＬ 生徒指導主任
「雄城坂はあいさつの坂」 運動 〇師弟同行による「先のあいさ
徹底」に係る保護者評価８５％
の継続と清掃活動の徹底
つ」と「清掃活動」の徹底（毎日） ＳＬ 年次部主任
以上 （１２月保護者アンケート）

4

〇人間関係づくりプログラムの ＰＬ 保健・教育相談
主任
実施（毎月）と「ＯＧＩメモ」の活用
（毎日）
ＳＬ 人権教育主任

③「安心して学校生活を送れる
学校だと思う」割合９０％以上

ESDによる「協働」・「自他の尊
重」・「自律的精神」の育成

①保護者アンケート（１２月）の
学校満足度８５％以上

〇ＰＴＡ総会の充実（出席率９
ＰＬ 総務主任
保護者との協働による生徒指導
０％以上）と職員とＰＴＡによる交
の推進
ＳＬ 生徒指導主任
通安全指導の実施 （年６回）

３ ＰＴＡ・同窓会・地域との連携や
積極的な情報発信による地域から
信頼される学校の実現
②同窓会や地域の産業界との
連携事業を年３回以上実施

同窓会及び地域の産業界（同窓 〇「里帰り講演会」の実施 と
生）との連携強化
SDGsを題材とした総合的な探
（創立50周年に向けて）
究の時間での連携（年2回）
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3

3

ＰＬ 教務主任
ＳＬ キャリア教育主
任

3

（教育環境企画部）
③ＨＰの積極的な更新150回以
情報発信の強化
上、毎月の「広報紙」 発行
※「働き方改革の推進」に関する重
点目標
４ 教職員の心身の健康の保持増 ①月当たりの時間外業務前年
進による教育の質の向上
比１０％減

教職員の時間に対する意識向
上に向けた時間管理の徹底

ＰＬ 図書・広報主任

〇タイムリーなＨＰの更新と広報
紙「雄城坂」発行（毎月）
ＳＬ 教務主任

3

ＰＬ 教頭

教職員・生徒の健康管理のため
〇部活動指導計画の作成（毎月）
の部活動休養日の徹底
ＳＬ 特別活動主任

総合評価
次年度への展望等

4

ＰＬ 教頭

〇「早く帰る日」の推進（毎週)と
定時退勤日の設定（毎月)
ＳＬ 衛生管理者

自己と社会を関係づけた進路目標達成のための学力と実践力の向上
自他の安心・安全を保障する規範意識の醸成による人間力の向上
ＰＴＡ・同窓会・地域との連携や積極的な情報発信による地域から信頼される学校の実現
教職員の心身の健康の保持増進による教育の質の向上

3

分析・考察

次年度の改善策

学校関係者評価

①外部模試のＧＴＺＢ1以上・3年53名、2年46名、1年65名
・模試検討会3回、進学審査会4回、αクラスの個別指導、3年放課後自
学・土曜教室開放、進路ガイダンス・夢ナビライブ、進路HRAの実施
○一人一人の進路目標や学力に応じた進路指導の実践ができた。中位
層への指導に課題が残った。

2

④「学校行事へ積極的に参加し ESDを意識した生徒会活動の活 〇SDGsに貢献する生徒会活動
ている」割合９０%以上
性化
及び学校行事の実践（年3回） ＳＬ 年次部主任

２ 自他の安心・安全を保障する規
範意識の醸成による人間力の向上 ②自転車事故発生総数 前年比 自転車通学生の交通ルール・マ 〇新入生への早期交通安全指 ＰＬ 生徒指導主任
導 と登校指導・駐輪場指導の
７０％以下
ナーの向上
ＳＬ 年次部主任
実施（毎月）
（人間力育成部）

１
２
３
４

自己評価結果

〇SDGsを題材とした総合的な探究

②「授業理解度」・「授業満足
ESDによる「持続可能な社会の の時間のカリキュラム開発と校内 ＰＬ キャリア教育主
１ 自己と社会を関係づけた進路目 度」の割合 ～ 全体の８０％以上 構築に貢献できる資質・能力」を 授業研究会（年2回）を軸とした「単 任
元デザインシート」による授業構想
標達成のための学力と実践力の向 （１２月授業アンケート）
育成する指導と評価の研究
ＳＬ 指導教諭
の研究
上
（文武両道推進部）

課題
●さらなる授業力の向上と主体的な学習態度を養うための総合的な探究の時間と授業改善の連動。
●生徒の学ぶ意欲や自主性・進路意識の一層の向上と難関大学を視野に入れた組織的な進路指導の充実。
●教育環境のより細かな点検・整備と学校全体の情報共有や分掌・学年間の連携の一層の推進。

〇上位層への継続指導(個別対応含む)・難関大志望者集会
〇中位層への指導として、苦手分野の授業での工夫や個別面
談などを通した学習に向かう動機づけの育成
〇授業では、ICT機器の活用が上手く
〇教科の学習バランスの検討と共有及び伸ばしたい力を明確 できている。「大分雄城台クラウド」によ
にした各教科の取組を具体化として学習モデルの提示。
るコロナ禍への対応をさらに進めてほ
しい。
② 「授業理解度」92％ 「授業満足度」95％（1２月アンケート）
〇単元デザインシートの完成と「振り返り」の研究
・ESD教育課程研究中間報告会、校内授業研究会、全教員１単元以上の
〇単元デザインシートと単元配列表の資質・能力ベースの統一 〇ESDの取組は素晴らしい。授業デザ
単元デザインシートの作成、ESD成果発表会の実施
〇コロナ禍およびコロナ感染収束後の探究活動、フィールド
インシートを活用した授業改善が着実
○ESD教育課程研究指定事業に学校全体で取り組み、組織的な授業改
ワーク、地域連携のあり方の研究
に進んでいる。
善と探究活動のカリキュラム開発を推進できた。
③学習時間調査全体目標達成率38％
・家庭学習時間調査実施（毎月）、ＯＧＩメモを活用したクラス担任による個
別指導、大分雄城台クラウドを活用した家庭学習の工夫
○OGIメモを活用した面談やクラウドを活用した学習指導を行ったが、家
庭学習時間の確保には課題が残った。
④学校行事へ積極的に参加している割合93％（12月アンケート）
・SDGｓ貢献を意識した後期生徒会各専門委員会の活動、九月祭文化の
部でのSDGｓをテーマにしたクラス展示の実施
○コロナ禍の影響で計画変更を余儀なくされたが、生徒へのＥＳＤやSDG
ｓについての意識付けを図ることはできた。

〇「メリハリ」と「けじめ」ある日常生活の指導
〇OGIメモを活用した、学習と部活動に係る時間管理の徹底
〇担任や学年団・部活動顧問による生徒状況の確実な把握
〇大分雄城台クラウドの積極的活用法の研究

〇学習のつまずきを解消する（学習内
容を身に付けさせる）学習会等を開い
てほしい。

①「あいさつの励行」に係る保護者評価 96％（11月アンケート）
〇生徒会を中心にあいさつの質の向上
・雄城坂でのあいさつ、教職員によるあいさつ運動、大掃除を実施
○生徒会を中心に１・２年生クラス単位で雄城坂清掃を実施
○生徒の自主的な雄城坂での挨拶や師弟同行による清掃の徹底を図る
〇清掃時間の厳守
ことができた。１・２年生クラス単位での雄城坂清掃を実施できた。

〇雄城坂でのあいさつは徹底されてい
る。校内でのあいさつにもつながること
を期待。

②自転車事故件数43件・前年比123％（２月現在）
・自転車安全講習会実施（ｽｹｱｰﾄﾞｽﾄﾚｰﾄ）、登校指導・駐輪場指導（毎
3 月）、自転車通学生集会１４回実施
○コロナ禍の影響で年度当初の安全指導ができずに事故件数が増加し
た。１年生の自損事故が多く、運転技術の未熟な生徒が多い。
③安心して学校生活を送れる学校だと思う割合91％（12月アンケート）
・毎週月曜日のOGIメモの振り返りとシェアリング、HRAでの構成的グルー
プエンカウンターの実施
○ＯＧＩメモを活用した人間関係づくりプログラムを短時間・継続的に実施
することができ、「協働」や「自他の尊重」の育成を図れた。
①保護者アンケート「学校満足度」 93％（11月アンケート）
・ＰＴＡ総会（誌上開催による決議承認97%）、職員とＰＴＡによる交通安全
指導（８月から毎月実施）、雄風鍋は中止（代わりに菓子を配布）
○コロナ禍の影響で中止となる行事が多かったが、感染防止対策を講じ
た実施に向けて、保護者との情報共有・連携を図ることができた。
② 同窓会や地域との連携事業３回実施
・里帰り講演会、SDGsと地域課題を関連させた探究活動、大分をつなぎ、
3 つむぐキャリアフォーラム、STEAMフェスタ（1月）参加
○コロナ禍の影響で、地域の人的・物的リソースを活用した探究活動は、
実施できなかったが、遠隔配信による連携は実施できた。

〇質の高い授業については、まだまだ
教科でばらつきがあると思うので、引き
〇コロナ禍により全校が集まる行事等が実施できない状況のた 続き組織的な授業改善に取り組んでほ
しい。
め感染予防を念頭に置いた行事のあり方を検討
〇各専門委員会のSDGｓに貢献する活動内容の充実

〇年度初めに自転車安全講習会を実施
〇適宜、自転車通学生集会を実施
〇自転車ヘルメット義務化の徹底

〇OGIメモを活用した振り返りとシェアリングの定着と工夫
〇人権教育HRAでの人間関係づくりプログラムの実施

〇清掃が行き届いていて、いつも気持
ちが良い。
〇自転車マナーが悪いことが見うけら
れる。マナー意識向上に係る指導と事
故防止の対策をさらに進めて欲しい。
○相談する窓口をもう少しわかりやす
く、生徒が相談に行きやすい環境にし
てほしい。

〇新型コロナウイルスの感染拡大防止に気をつけながら、可能
な限り行える活動は実施
〇今年度中止したＰＴＡ行事も来年度新型コロナウイルスの感
染拡大防止に配慮して行う方法を検討
〇 保護者アンケートの結果にあるよう
に、学校に対する保護者の期待感・満
〇1、２年次部の探究活動での地域へのフィールドワークに向け 足感が高いことが素晴らしい。
て、同窓生及び地域人材との連携を強化
○コロナ禍で子どもの様子を見ること
○ICT機器を活用した地域連携の在り方の研究
ができないのでクラスごとの様子を写
真や画像で見せてほしい。
③学校HPの更新数は192回（３/１日現在）
〇広報誌では生徒主体の活動を積極的に掲載
・広報誌「雄城坂」は７月と８月は合併号、それ以外は毎月発行
〇文化部の活躍をHPや広報誌に掲載
○タイムリーな学校ＨＰの更新と広報誌の発行により、情報発信の強化を
〇タイムリーなＨＰの更新と広報誌の発行を継続
図ることができた。
①超過勤務時間前年比平均はマイナス24％
・「早く帰る日」のアピールマークの活用、定時退勤日の実施
○教職員の時間管理に対する意識の向上を図ることができた。業務内容
の効率化には課題が残った。

〇最終退校時刻の目安を19時30分とし、最終退校時刻を意識
した仕事の進め方を実施
〇教師用タブレット、生徒用タブレットの活用による授業準備等 ○部活動の成果への期待もあり、働き
の効率化
方改革とのバランスを取るのが難しい
3
と思うが、さらなる業務の効率化を進め
・部活動指導計画の作成、部活動休養日の適切な設定
○コロナ禍の影響で試合や大会が中止になったり、制限があったため指 〇週１日及び月に１日以上の週休日を完全休養日とすることの ていかなければならないと思う。
導計画を立てることが難しい一年であった。休養日に関しては適切に設 徹底
定できた。

○ESD教育課程研究指定事業に学校全体で取り組み、組織的な授業改善や総合的な探究の時間の「ＯＧＩ学プロジェクト」による探究活動の充実が図れた。次年度は、評価・振り返りに重点を置いた研究を進める。
○生徒一人一人に応じた全教職員参加の進路指導体制の充実により、進路意識の向上が図れた。次年度は、ICTを活用して、生徒の学ぶ意欲や主体的な学習態度、進路意識の一層の向上と難関大学を視野に入れた組織的な進路指導の充実を図る。
○文武両道や挨拶の徹底、清掃指導により、保護者や地域の方々から評価を受けることができた。引き続き、部活動及び生徒会活動やボランティア活動の活性化を図るとともに、人権教育や交通安全教育を通して人権意識と交通マナー意識の向上を図る。

