(別紙様式２）

平成２７年度学校評価
学校名

前年度評価結果の概要

○学校全体が落ち着き、服装・頭髪指導やあいさつ指導、校内の環境美化等が徹底しているが、自転車による事故の件数が多く、交通安全指導の一層の取組が必要である。
○本校の使命である「真の文武両道による人材育成」のあり方について再度共通認識を図り、達成に向けた協働の意識と行動をとれる教職員集団づくりが必要である。
○生徒の変化に対応し、高い目標を掲げ、主体的に努力し、達成していくことのできる生徒を育てるための、指導体制、方策を再構築していく必要がある。
○本校創立５０周年にむけて、今後の大学入試制度改革に対応できる指導体制をつくりながら、県下ナンバーワンの進学校としての基盤作りに取り組む必要がある。

学校教育目標

中期目標

重点目標

１ 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。
「誠実・自主・創造」の校訓のもと、混迷する社会において、逞しく生き抜
２ 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、尊敬される人間形成を推進する。
き、社会をリードし、積極的に貢献できる生徒の育成を目指す。
３ 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。

重点目標

達成(成果)指標

重点的取組

取組指標

①３年間を見通した進路達成計画の作成。
第１志望校合格に向けた進路意識・ ②各模試毎の第１志望校合格に向けた達成状況の分析会
学習意欲の向上、自主的・自発的な の開催。
③アドバンストクラスにおける進路指導、学習指導の一層の
学習力の育成。
推進。

ＰＬ 文武両道推進部長
ＳＬ 各課長、年次部主任、ＨＲ
担任
（③は主幹教諭の特任事項）

評価

重点的取組・取組指標の実践
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〇プロジェクトチームにより次年度以降のアドバンストクラス指導計画の改善策を検討し、10月の職
員会議で決定。
〇アドバンストクラスの改善策のうち実施可能な、1年次の九大オープンキャンパス参加、2年次の冬
季学習合宿、添削指導を前倒しして実施。
〇3年次部では模試結果と進路希望調査をもとに、志望校検討会議を7月、9月、12月に実施しなが
ら、大学入試センター試験に向けた学習指導を行ない、大学入試センター試験の成績を向上させ
た。
〇1,2年生についても対外模試結果をもとに分析会議を実施し、課題克服の対策を実行した。

3

〇生徒による授業アンケート第1回を6月、12月に実施。平均80ポイント（100点満点）以上をめざした
が、2回とも約75ポイントであった。教頭が個別面談の上各教員に返却、改善の助言を行った。
○互見授業については6月、11月に実施。管理職による授業観察も予定どおり実施。
〇大学入試問題研究報告書を8月末に作成、全職員に配布し成果を共有した。
〇今年度は県教委主催のＪＥＭＳ５に英・数から各1名参加。先進校視察に４名、夏季の教員セミナー
についても５名を派遣。職員会議で還流を行った。
〇雄城高模試については、第１回、第２回とも予定どおりテストと分析検討会を実施。次年度に向け
た問題作成に着手。
〇指導主事を招聘した研究授業は国語、地歴、数学、理科、芸術･英語･体育で実施。加えて英語科
は県外大学から講師を招いて2日間の校内研修を10月に実施。

家庭学習時間調査に基づく情報の
共有及び、学習の質と量の改善。

①家庭学習時間調査（毎月）の結果及び進路志望状況のク
ラス別、部活動別集計と職員への配布。
②５教科（国・地公・数・理・英）における習熟に応じた課題
（応用・基礎）の作成。

ＰＬ 文武両道推進部長
ＳＬ 学習指導課、部顧問、各課
長、教科主任 年次部主任、Ｈ
Ｒ担任

3

真の文武両道の達成に向けた、教
職員の意識統一。

①競技力向上のための効果的な練習計画の作成。
②部活動生集会を年間４回開催。
③終礼時間及び絶対下校時間の厳守。
④学校全体での家庭学習時間確保の体制づくりの推進。

ＰＬ 文武両道推進部長
ＳＬ 各課長、部顧問、年次部主
任
ＨＲ担任

3

「雄城坂はあいさつの坂」運動の継
続と、マナーの一層の向上。

①頭髪・服装検査をクラスで月１回、全校一斉を年２回実
ＰＬ 人間力育成部長
施。
ＳＬ 各課長、年次部主任、ＨＲ
②「師弟同行」の精神に基づく「あいさつ」「校内美化」の取り 担任
組み。

③文武両道を推進し、
生徒の部活動の加入
率８０％以上。

①全校生徒を対象に自転車安全運転教室を５月までに実
自転車通学生の交通ルール・マナー
施。
向上のための意識啓発や指導の徹
②職員と保護者の協力による登校中の交通安全指導の実
①学校の内外であい 底。
施（年6回）。
さつがきちんとできる
生徒。
②正しい身だしなみが
定着した生徒の割合 保護者と連携した、携帯電話・イン ①１年生を対象に携帯マナー教室を実施。
２ 高い規範意識を
（毎月の頭髪・服装検 ターネットのルールとマナーの徹底。 ②「親と子の携帯電話契約書」の活用の促進とネットパト
育む中で、生徒自身
ロールの実施。
査において、再検査ま
の自立を促す。
でに改善した生徒の
割合）１００％
③いじめ０、問題行動 OGIメモの活用による生徒のメモ力 ①終礼時、集会等でのＯＧＩメモを持参及びメモを指導による
メモの習慣の育成。
０、盗難０、交通事故 の養成。
②OGIメモコンクールの年2回実施。
０の安心安全な学校。

①「Q-U調査」の実施（7月）とそれに基づく相談活動の推
進。
「Q-U調査」等を活用した、いじめの
②「いじめ発見のための先の先」チェックシートの学年会議
ない安心安全な学校づくりの推進。
での活用。
③「自己改善シート」の活用による生徒への指導・助言。

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 高い規範意識を育む中で、生徒自身の自立を促す。
３ 県下ナンバーワン５項目（授業満足度、あいさつ、人材育成、PTA・同窓会との連携、地域に信頼される学校）の実現を目指す。

検証結果（自己評価）

ＰＬ 文武両道推進部長、管理
職
ＳＬ 各課長、年次部主任、ＨＲ
担任
教科主任

②生徒全員の自主自 生徒の学力向上を目指した授業改
１ 学力向上と３年
学時間、１年生２時
善。
生全員の第１志望校
間、２年生３時間、３
の合格を目指す。
年生４時間以上。

今後の改善策

●家庭学習時間の目標達成率は１年生が48％、2年生が25％にとどまった。担任、教科担当者、部
活動顧問の連携が十分に機能したとは言えない。
●習熟に応じた課題の作成については、一部の教科にとどまった。

〇クラス担任・部活動顧問で連携しながら、家庭学習時間の質
と量を高めるため、家庭学習時間調査の実施方法、活用方法
の改善を行い実行する。
〇習熟に応じた課題の作成について、教科会議を活用しながら
引き続き取り組んでいく。

〇練習計画については、各部顧問で作成されており、長期休業中の計画については特別活動課に
おいて集約している。考査前には放課後等の学習会を行う部もあり、学習時間の確保に努めた。
〇部活動加入率は８６．２％。部活動生集会については4月（新学年）、6月（県体後）、7月（夏季休業
前）、10月（後期）の節目ごとに実施し、学習との両立への意識喚起を行った。

〇部顧問会議を開催し、家庭学習時間の確保について、クラス
担任、教科担当との連携を再確認する。
〇練習計画、遠征計画などについて、特別活動課で早めに集
約し、学年や教科とともに生徒の家庭学習時間確保に取り組
む。
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〇頭髪・服装検査について全校一斉を1回、クラスに月1回実施。徹底を図っている。違反者も毎回少
数で再検査での改善率は100%である。
〇清掃について、監督教員相互の意識統一を図るため、生徒
〇「先のあいさつ」の呼びかけによって、生徒・教職員ともにあいさつを励行。
指導課から指導事項の再確認を行う。
〇通常の清掃の指導について、生徒指導課清掃担当から教職員に対して注意喚起をおこなった。

ＰＬ 人間力育成部長
ＳＬ 生徒指導課長、年次部主
任、
ＨＲ担任

3

〇大分南警察署との連携により、スケアードストレート技法（スタントマンの事故再現）による交通安
全教室を全校生徒対象に５月に実施。
〇ＰＴＡとの連携により、早朝の交通安全指導を実施中。その他自転車安全点検を１回、駐輪場指導
は毎月実施。
●軽微なものも含めて前期における1年生の自転車事故件数が増加している。

ＰＬ 人間力育成部長
ＳＬ 各課長、年次部主任、ＨＲ
担任

3

ＰＬ 教育環境企画部長
ＳＬ 各課長、年次部主任、ＨＲ
担任

3

〇「Q-U調査」は７月１０日に実施。学級生活満足群は65％と全国平均を結果分析にもとづき８月末
に県教育センター教育相談部の協力（分析）により、職員研修を実施。夏休み明けの面談週間で留 〇「Q-U調査」「いじめ発見先の先」等のツールを活用し、注意を
意すべき生徒の個別指導を実施。
要する生徒への早期発見･早期対応を、学年、分掌をはじめとし
〇「いじめ発見先の先（教員用）」は学年で毎月チェック、家庭用は定期考査後に家庭に配布して取り て組織的に行っていく。
組んだ。あわせて年2回の「いじめアンケート」により発見に努めた。１件を早期発見、迅速な指導で
解決した。
〇小さな問題行動においても「自己改善シート」によって、複数の教員が関わり指導できている。

ＰＬ 教育環境企画部長・文武
両道推進部長・人間力育成部
長
ＳＬ 各課長

3

〇部・課長会議の中で、運営委員会提案の検討を行い組織としての意思統一を図っている。

学校運営企画会議（月2限）→各部・課会議→運営委員会
各部・課の目標達成に向けた進捗状
（木4限）→職員会議（月1回）の円滑な実施と報連相の徹
況の点検。
底。

ＰＬ 教育環境企画部長・文武
両道推進部長・人間力育成部
長
ＳＬ 各課長

3

〇定例の各種会議をほぼ予定どおりに進め、行事の企画や実施計画、懸案事項の解決に向けた協 〇各種会議の流れの中で、学校運営計画の検証及び改善を確
議が行われている。
実に行っていく。

年次部主任協議会の開催。

ＰＬ 年次部主任 管理職

3

各年次部の取り組みの状況の確認と改善に向けた協議。

①オープンスクールの充実と積極的な高校説明会の実施。
②ＰＴＡ総会（報告会を含む）の出席率９０％以上。
ＰＬ 教育環境企画部長・文武
中学校、地域や保護者に信頼され、 ③学校ＨＰの毎週更新と広報誌（毎月発行）による情報の発 両道推進部長・人間力育成部
長
敬愛される学校づくりの推進。
信。
④「先輩と語る会」の実施（1年次生）及び里帰り講演会の実 ＳＬ 各課長
施（全校生徒）。
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◇進路意識や学習意欲、またマナーの向上
などの評価の際には値が必要でその際には
できるだけ定量的な指標を用い、取組もさる
ことながら、成果（数値化）を重視した学校評
価となるよう提言する。

〇安全指導や駐輪場指導を継続しながら、自転車の運転マ
ナーや施錠等について、新入生を対象として早期の指導を徹底
する。
◇あいさつや、身だしなみ、清掃の指導はよ
〇事故等が合った場合、迅速に該当生徒からの聴き取りや指
くできている。自転車事故の増加が気がかり
導を行うとともに、事例として全校生徒に周知し、事故防止の留
である。事故防止の取組は当然のことなが
意点の指導や安全運転への意識向上を図る。
ら、事故に遭遇した際の対応（警察への通報
〇ＰＴＡ研修委員会と連携し、１年生保護者全員と２，３年生保護者の希望者に対して外部講師を招
〇「親と子の携帯電話契約書」について、保護者と連携しながら 等）についても、平素から指導をしてもらいた
聘し「携帯マナー・安全教室」を実施。
い。
活用の促進を図る。
●携帯等の利用状況に関するアンケートを実施。携帯利用のルールを決めていない家庭が約３割あ
〇ネットパトロールについては実施方法を工夫しながら、後期に
ることが判明。
◇携帯電話、スマートフォンが普及する中、
計画している。
〇ネットパトロールについては可能な限りの方法で後期に実施。
安易な考えによる誤った使用によって、ネッ
●新入生オリエンテーションにおいて、ＯＧＩメモの利用について指導。終礼や、集会時の活用の指導 〇ＯＧＩメモ活用の指導計画について各分掌会議で協議し、新年 トトラブルを引き起こしたり、犯罪に巻き込ま
れたりする危険が高まっている。十分な啓発
を全学年で行っているが、生徒の活用に個人差があり、十分に徹底しているとは言えない。
度の指導計画を作成する。
を行ってほしい。
○ＯＧＩメモコンクールを前期末、後期末に実施し、生徒の意欲向上を図るとともに、すぐれた活用例
を全校生徒に紹介した。

3

①部課長会議における提案の促進。
②各部・課と各学年の連携・協力。

学校関係者評価

〇3年次生の進路目標達成を目指し、進路指導課、学年、教科
担当が連携して、大学入試センター試験に向けた指導を実施。
〇新規企画である2年次アドバンストクラス冬季学習合宿の成
功を目指すとともに、次年度の指導計画の確実な実施に向けた
準備を行う。
〇アドバンスト以外のクラスも含めて、生徒や学校の現状に対 ◇授業改善のための様々な取組が、確実に
応しながら進路指導計画の改善にむけて検討を行う。
実行されている。３年次生の成績も向上して
おり、第１志望校合格にむけて期待が持て
る。
〇次年度の校内共通の研究テーマを「効果的な発問によるアク
ティブ・ラーニング型授業の構築」と決定し、今年度中に共通理 ◇アドバンストクラスの取組の改善も、プロ
ジェクトチームによって綿密に検討されてい
解した。
〇英語科で実施した外部講師を招聘した授業改善の校内研修 る。今年度中に可能なものから、確実に実行
や、教科を越えて全教職員参加で実施する校内授業研究など、 してほしい。
効果の上がる取組の検討を次年度に向けて行っていく。
○雄城高模試の質の向上のため、教科内の検討会を充実を図 ◇雄城高模試については、対外模試との相
ることを目的に高校教育課の協力を得て、指導主事を招聘した 関等をふまえて検証しながら、より一層の質
の向上に努めてほしい。
検討会３月と７月に実施するように、作成手順を変更。

ＰＬ 人間力育成部長
ＳＬ 各課長、年次部主任、ＨＲ
担任

部・課長会議の充実と情報の共有。

３ 県下ナンバーワ
ン５項目（授業満足
度、あいさつ、人材
育成、PTA・同窓会
との連携、地域に信
頼される学校）の実
現を目指す。

ＰＬ
ＳＬ

①生徒による授業アンケート（7月、12月）の実施と結果を踏
まえた授業改善。
②全職員による互見授業週間の設定と実施（６月・１１月）
③管理職による授業観察と指導・助言。
④授業力向上に係る先進的授業視察、教員セミナー、研修
会等への参加。
⑤全教科での指導主事招聘研究授業の実施。
⑥大学入試問題の徹底分析と研究。
⑦雄城高模試の改善・充実。

①３年生全員の第１
志望校への合格。

①授業満足度ナン
バーワン。
②あいさつナンバー
ワン。
③人材育成ナンバー
ワン。
④ＰＴＡ・同窓会との
連携ナンバーワン。
⑤地域に信頼される
学校ナンバーワン

大分県立大分雄城台高等学校

〇原案作成段階における各課間や各学年次部間での連絡・調
整を徹底するよう、部長による指導・助言を継続していく。

◇同窓会との連携が充実している。特に修
〇学校全体の指導計画の中で、各学年生徒の状況に応じた指 学旅行における首都圏支部との「先輩と語る
導法の工夫改善につながるような議論を進めていく。
会」は、生徒にとって将来の生き方を考える
良い機会となる。継続的な取組として定着す
〇オープンスクールは6月27日に実施。中学生860名、保護者・教職員300名が参加。生徒中心の企
ることを期待する。
画に変更し、好評であった。高校説明会は中学校23校で実施。中学校ＰＴＡの来校は5校を受け入
〇オープンスクールの実施時期が早いため、本校以外の志望
れ。
者も含めて参加中学生数が集中し、受け入れの許容範囲を超
〇PTA総会出席率89.2％
え十分な対応ができなくなる恐れがある。そのため、中学生の
〇学校HPの更新197回（週あたり4.1回）。広報紙の毎月発行と近隣中学校等への送付。
志望がある程度固まる秋に時期を変更し、内容を充実させて実
〇同窓生による里帰り授業（1年次生対象）を7月15日に実施。同窓生による里帰り講演会は10月30
施する。
日に大分市長を講師として実施。修学旅行において2年次生が同窓会首都圏支部の協力により「先
輩と語る会」を実施。
○学校行事の地域貢献活動をはじめ、生徒会や部活動で地域の行事への協力を延べ11回実施。
〇週１回（火曜日６限）の学年次部主任会議において、管理職との間で生徒情報の共有、各学年次
部の取り組み状況の確認と懸案事項の解決に向けた協議を実施。

