(別紙様式３）

令和元年度学校評価（ 年間評価

）
学校名

前年度評価結果の概要

〇文武両道に向けた取組の精選 ～ 「合理性」を意識した指導の推進
長期的な「到達目標」と日常の「授業目的」を意識した指導 〔授業改善〕 に努めることで、年間目標とした「リテラシー 〔読解力〕 の育成、根拠をふまえた論理的表現力の向上」について、一定の工夫・改善が図られた。
しかし、「授業満足度」と「授業理解度」には依然として差が見られるため、合理的視角に基づく原因分析と、具体的対応策の提示を急ぐ。また、主体的学習意欲を促す教師の「コーチング力 強化に配意する。
〇自転車事故防止については、目標とした前年比３割減を実現できた（自損事故は除く）。
しかし、新入生の事故は依然として多く、とくに自損事故総数が大幅に増加しているため、交通安全体験学習等、安全教育指導の早期実施を徹底するとともに、生徒自身の手による安全啓発活動を強化する。
〇「安心・安全で学習環境の充実した学校作り」に努める。挨拶や清掃、自他を尊重する「寛容な心」の育成等、「人間力育成」の取組を継続・強化する。

学校教育目標

中期目標

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

重点目標

達成(成果)指標

重点的取組

取組指標

ＰＬ
ＳＬ

〇 ３年間を見通した「進路達成計画」〔目標〕と「取組」〔目的〕の明示・共有・修正
ＰＬ 文武両道推進部長
学力の現状に係る合理的分
～ 模試分析会 （１・２年３回、３年４回） の合理的な運営と活用
ＳＬ 進路指導課長
析を踏まえた「長期・短期の
→ 大学入試改革を見据えた分析視角の共有、課題の収斂、
キャリア教育課長
①５教科平均点偏差値 PDCA」
結果を踏まえた改善
年次部主任
48以上が80人以上
アドバンストクラス指導プログラムの改善 ～ 「つけたい力」を意識
（３年１１月模試時点）
させる学習刺激

１ 学力向上と３年
生全員の第１志望
校の合格を目指す

②「毎日の授業内容が
理解できている生徒」
の割合 ～ 全体の８
０％以上
〇 統一テーマに基づく 「校内授業研究会」 開催 （６月・１１月）
（１２月授業アンケー
～ わかる 〔分かる・解る・判る〕 授業 （授業アンケートの活用、７・１２月）
ト）
生徒の学力向上に繋がる組
生徒自らが「授業理解度」を判断できる客観的基準の検討・提示
織的な「授業改善」
シラバスの改善と活用の工夫、一読して分かる到達目標・学習目的
③自主学習時間 〔１年
リテラシー能力の育成 ～ 図書館の活用、いつでも本にふれられる
生２時間、２年生３時
校内環境づくり
間、３年生４時間以上〕
の達成率８０％以上
（１１月時点）
〇 家庭学習時間調査 （毎月） の活用、個に応じた合理的な指導法の検討
生徒の生活実態を踏まえた
と実践
学習の「質と量」の改善
～ 担任・部活動顧問による「連絡協議会」 （年３回） 開催
～ 自学・自律姿勢の育成
習熟の程度に応じた課題 （応用・基礎） の作成と、実施に関する
教科間の調整

〇 HR担任と部活動顧問との定期的な情報交換
真の「文武両道」に向けた教
～ 部活動生集会の開催 （年間５回）
職員の意識統一
終礼時間及び絶対下校時間の厳守
適切な休養日の設定
①生徒の部活動への
加入率８５%以上

〇 「師弟同行」 ・・・ 教師と生徒が一緒に取り組む教育活動
「雄城坂はあいさつの坂」
～ 校舎内や敷地内での 「先のあいさつ」徹底
運動の継続と清掃活動の徹
生徒会や教職員による生徒昇降口等での声かけ （毎日）
底
清掃活動の徹底

②「あいさつの励行」・
「清掃の徹底」に係る
保護者評価８５点以上
（１２月保護者アン
２ 「文武両道」の実
〇 交通安全に係る「迅速」かつ「共感」を得られる指導 ～ 外部機関・保護者
ケート）
現と規範意識の育
自転車通学生の交通ルー
との連携強化
成により人間力の
～ 新入生への早期交通安全指導 、方面別交通安全指導の実施
③自転車事故発生総 ル・マナー向上
向上を図る
～ 意識啓発、安全指導
「体験学習」 （自動車学校と連携） の早期実施、生徒による主体的な
数（自損事故を除く）
の早期実施と徹底
安全啓発
～ 前年比７０％以下
全教職員の指導、PTAとの連携
→ 登校指導・駐輪場指導 （毎月）
自損事故発生総数
～ 前年比７０％以下
④いじめ０、問題行動０
等の安全な学校

〇「自主・自律心」 と 「自他を尊重する姿勢」を促す教育環境
～ 「ＯＧＩメモ」 の活用促進
「自ら考え行動する自立的
→ 教師による活用機会・場面の設定 （コンクール〔年２回〕を
精神」 と 「相手の気持ちを
目指した日常指導の充実）
思いやる豊かな心」 の育成
「いじめ発見のための先の先」の活用 （保護者宛配布 ： 学期末）
新生支援学校との生徒交流会の実施 （年２回）
「学校の内外に相談相手がいる生徒」の割合９０％以上

ＰＴＡとの連携強化

①保護者アンケート（１
２月）の総合評価８５点
３ ＰＴＡ・同窓会と 以上
の連携や積極的な
情報発信により地 ②同窓会との連携事業 同窓会との連携強化
域から信頼される学 を年３回以上実施
校の実現を目指す
③ＨＰの積極的な更
新、「広報紙」 発行
情報発信の強化

総合評価
次年度への展望等

大分県立大分雄城台高等学校

ＰＬ 指導教諭
ＳＬ 進路指導課長
教科主任
キャリア教育課長

ＰＬ 文武両道推進部長
ＳＬ 進路指導課長
特活課長
年次部主任、教科主
任

ＰＬ 文武両道推進部長
ＳＬ 特活課長、年次部主
任

ＰＬ 人間力育成部長
ＳＬ 生徒指導課長

ＰＬ 人間力育成部長
ＳＬ 生徒指導課長

ＰＬ 人間力育成部長
ＳＬ 生徒指導課長
人権教育課長
保健・教育相談課長

１ 学力向上と３年生全員の第１志望校の合格を目指す。
２ 「文武両道」の実現と規範意識の育成により人間力の向上を図る。
３ ＰＴＡ・同窓会との連携や積極的な情報発信により地域から信頼される学校の実現を目指す。
自己評価結果

評価

分析・考察

次年度の改善策

①３年11月模試平均偏差値４８以上６１人（１・２年平均点偏差値54以上、1年44人、2年61人） 〇３年生国公立コースの学力を確実に伸ばす指導
〇３年進学審査会（7月上旬、9月中旬、11月末）、全学年模試検討会（7月中旬、12月初旬）
→学習ポイントを絞った目標設定および授業の工夫
〇３年次生「放課後自学」 4月から3月7日まで実施。国立コースの生徒の8割は参加する教科別
難関大受験指導の確立
講座を実施 。難関大を目指し、「個別指導」を実施 ～結果6名が九州大受験。
〇学力の客観的分析を踏まえた対策の実施
〇２年次生「放課後自学」の実施（毎日） ～ 学習目標と生活目標の確認～毎回約30名参加
→伸ばしたい力を明確にし、各教科の取組を具体化
アドバンストクラスを対象に、九州大学ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ参加、難関大セミナー実施
（現在の課題とこれから付けたい力を教員間で
〇１年次生「学習刺激」の取組 ～ 大学等の講師による出前講義「学部・学科研究」（１４講座）
共有し、授業改善との連動を意識した具体的な
アドバンストクラスを対象に予備校での自学自習プログラム、難関大セミナーの実施
改善策を策定）
〇「ｅポートフォリオ」の活用～総探・総学等の活動履歴入力を活用したキャリア意識を涵養
〇「ｅポートフォリオ」の積極的活用の強化

3

3
4

②授業アンケートの実施 「授業理解度」95.2% 「授業満足度」90.4%
〇第2回校内授業研究会に向けた取組
・授業改善職員研修（8月）(第1回授業研究会集約・学習習慣実態調査分析・「授業デザイン
シート」実践発表と研修）
〇第2回校内授業研究会（10月）
・研究授業（国・地歴・数・理・芸）、分科会、全体会（指導主事による講演）
〇2学期実施の「研究授業」（33回）、「図書館」を活用した授業（74回）

〇単元デザインシートに基づいた授業展開の工夫とシ
ラバスの改良
→次年度シラバスの作成
→シラバスに連動した「単元デザインシート」の作成
〇大学入学共通テストに対応した授業展開の工夫と、
新科目を視野に入れた授業改善

学校関係者
評価
〇授業では、ICT機器の活用
と板書の工夫が上手くできて
いる。生徒もノートやプリントの
記入に工夫がみられる。
〇授業デザインシートで単元
ごとのレポートで表現する力を
付ける取り組みは素晴らし
い。「書く力」「まとめる力」「伝
える力」の育成が期待できる。
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。
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、引き続き組織的
な授業改善に取り組んでほし
い。

3

③自主学習時間全体達成率 ７１．１％（１１月末現在）６月末より２７．８％増加
〇 「メリハリ」 と 「けじめ」 ある日常生活の指導
〇家庭学習時間調査実施（毎月） ～ 課題学習に必要な時間（目安）を教科別に提示・教科間調
～学習と部活動に係る時間管理の徹底
整の実施・自主学習の状況に係る特徴を分析
→ 担任や学年団・部活動顧問による生徒状況の
→ 学年別分析・今後の取組等を共有（各月、職員会議で報告）
確実な把握
〇担任・部活動顧問による「連絡協議会」は、年３回の「模試検討会」に組み込み、担任・教科担
→ 担任会議等の場を通じた検討、取組手法の改善
当・部活動顧問で情報交換を実施。（放課後の生徒指導の時間確保のため）

3

①部活動加入率 ８５．３％
○全校集会を毎月実施
→学校生活・部活動に対する心構えや学習との両立の意識付け
○メリハリのある生活指導 ～週１日および月に１日以上の週休日に部活動完全休養を実施

〇部活動終了後のメリハリある時間の有効活用
が身につく質の向上に努めて
〇部活動生の自主学習時間確保
ほしい。
→ 課題の質と量を一層精選
→ 個々の状況に関する情報共有、取組手法の改善 〇雄城坂でのあいさつは徹底

4

②「あいさつの励行」に係る保護者評価 ９３％
〇雄城坂でのあいさつは、生徒が自主的に継続
〇毎日の生徒昇降口等での声掛けに加え、昇降口での生徒のあいさつ運動を実施
〇通常の清掃活動に加え、必要に応じて入念清掃でさらに徹底

○生徒会主体で、雄城坂でのあいさつが、どんな場
所・場面でも自然とできる校風の醸成
〇清掃が行き届いていて、い
○日頃の清掃において、時間いっぱいを使った清掃を つも気持ちが良い。
教職員が共通意識を持って指導強化

〇部活動について、必ず月計
画表を作成して、計画的で効
率のいい活動をお願いした
い。
〇課題については、確実に力

されている。校内でのあいさつ
にもつながることを期待。

〇子どもへの熱心な指導に感
謝。担任が親身になって相談
に乗ってくれ、励ましのお陰で
学習にも意欲的になった。

③自転車事故発生総数３３件（前年３６件）、自損事故発生総数前年比６９％
〇教職員による登校指導・駐輪場指導を予定通り毎月実施
〇大分市、大分南警察署から自転車安全利用モデル校に認定
連携した登校指導を実施
〇県教委のヘルメットモニター事業で、県下最多の６３名のモニターが参加
〇新入生に対し、教育プログラムでの交通安全講話と４月中の自転車体験学習を実施
１学期の交通事故減少。昨年度９件→今年度７件（前年比７８％）

〇安全運転意識、交通法規遵守の徹底
→ 保護者との連携強化
事故分析を踏まえた取組方針・重点の提示
自転車事故の実情や運転マナーの情報提示
～自転車通学生集会に加え、全校集会や
学年集会でも注意喚起
教職員の危機意識強化、報連相・確認の徹底

3

④いじめの認知（７月４件、１２月１件）
学校の内外に相談相手がいる生徒の割合は、アンケート項目変更に伴い下記で評価
安心な学校に関する生徒評価 ９０％
相談体制に関する保護者評価 ８６％
〇「ＯＧＩメモ」コンクール１０月に１回目を実施
〇「いじめ発見のための先の先」を５月・７月に保護者宛てに配布
〇新生支援学校との生徒交流会を６月・９月に実施（生徒各30名ずつ参加）

○保健・教育相談体制の見直し
ケース会議を開き、きめ細かい支援体制を構築
〇 ＯＧＩメモの活用場面の設定強化
→ ＯＧＩメモを使う場面
活用できている生徒が褒められる場面
ＯＧＩメモコンクールの実施

①保護者アンケート（12月） 「学校満足度」 ９０％
○PTA総会の出席率は９３．１％
〇クリーンアップ雄城台の保護者の出席者は１６０名
〇職員とＰＴＡによる登校中の交通安全指導を１１月までに予定通り６回実施

○保護者への呼びかけを強化
○事故発生の多い危険個所を重点に登校指導

② 同窓会との連携事業２回実施
〇SDGｓ講演会を実施のため、職業人講話は中止
〇クリーンアップ雄城台３８４名参加（内、同窓会１０名）
〇里帰り講演会を11月に実施（同窓会・ＰＴＡにも案内し連携を深めた）

〇取組課題を検討
→ 同窓会事務局との連携・内容の充実
～ 総合的な探究の時間での連携を検討

③学校HP更新回数～ 計１９６回（３月６日現在）
広報誌「雄城坂」の発行及び中学校への送付（毎月）
〇校外掲示板の更新（毎月）

〇活気に満ちた生徒、落ち着きのある学習環境を広報 〇授業参観の機会をもっと設
→ 「学習状況や特別活動」 以外の生徒会活動、
けてほしい。
ボランティア活動情報も紹介

3

〇 本校教育活動への理解と連携の強化
～ ＰＴＡ総会出席率 （９０％以上）、クリーンアップ雄城台の保護者出席
数 （２００名以上）
職員とＰＴＡによる登校中の交通安全指導 （年６回）

ＰＬ 教育環境企画部長
人間力育成部長
ＳＬ 総務課長、生徒指導
課長

3

〇 本校教育活動への理解と連携の強化
～ 「職業人講話」 （１年次生・７月）、「クリーンアップ雄城台」 （８月）
「里帰り講演会」の実施 （全校生徒・１０月）

ＰＬ 人間力育成部長
ＳＬ キャリア教育課長

3

〇 地域から信頼される学校作り
～ ＨＰ （年間１５０回程度更新を目安）、広報紙「雄城坂」発行 (毎月)、
校外掲示板更新 （毎月）

ＰＬ 教育環境企画部長
ＳＬ 図書・広報課長

4

3

3

〇自転車マナーが悪いことが
見うけられる（スピードの出し
すぎや並進等）。マナー意識
向上に係る指導をさらに進め
て欲しい。
〇不登校傾向、仲間はずし
等、対処療法的な対応だけに
ならないように積極的な事前
の策が必要。
〇先生方も働き方改革が必
要。朝早くから夜遅くまで。しっ
かり休めるようにお願いしま
す。
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・満足感が高い
ことが素晴らしい。
〇保護者や同窓会ともよく連
携がなされている。この状態を
継続してほしい。

○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。次年度は、総合的な探究の時間と授業改善の連動により、ESDによる「持続可能な社会の構築に貢献できる資質・能力」を育成する指導と評価の研究を推進する。
○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、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を図る。
○文武両道の部活動や「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評価を受けることができた。引き続き文武両道を志し、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、人権教育やマナー教育などを通して、人権意識と規範意識の向上を図る。

