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学校教育目標 中期目標 重点目標

実施時期　　　平成　30年　　１２月

平成30年度学校評価（　１学期末評価　・　中間評価　）
学校名　　　大分県立大分商業高等学校

前年度評価結果の概要

〇学習面において「生活記録表」は、生徒の生活習慣・学習習慣を把握することができ、面接時などで有効活用できている。授業と宿題を連携させ、学習意識を高めることにより、高度な資格取得を目指すなどの専門力を高める取組に発展させる。授業において、着任者提案授業（グリーン・プラン）互見授業は引き続き全職員で実施し、ICTの利活用を推進し新たな授業形態の実践と、より「わかる」授業を進める。各科目で身につけさせたい知識や
技術についてアクティブラーニングやジクソー法を活用した授業展開を研究し授業改善を重ねることで定着させる。
○商業教育では、「大商マルシェ」「インターンシップ」「大商青春市場」を開催し満足度は８０％以上を維持している。今後はＩＣＴ機器の積極的な活用及び科目に応じた実学的な要素を取り入れ、進路や仕事を意識した内容を指導する。また、商業の部活動において、簿記、珠算、ワープロ、情報処理、商業調査など全ての部で県大会優勝、九州・全国大会への出場を果たした。
〇進路指導において、企業訪問は今後も学年と協力して実施し、併せて卒業生徒の情報を収集する。外部講師による講演会は、保護者も参加できる内容を検討する。また、教職員研修では、面接指導と小論文指導の校内研修を実施したことで職員の意識が向上した。
〇生徒会活動では、計画的にリーダーシップセミナーを行い、専門委員会において課題を整理し、生徒会の活動内容案内や成果報告を行う。また、ボランティア活動は、社会的意義を踏まえて全学年で実施し、より主体的な活動にしていく。今後も地域スポーツ・文化クラブについては全校に呼びかけ，今後も積極的に出場を支援する。
〇生徒指導では、各種学校行事などで、声かけを繰り返し行い、全体の中の個としてのマナーやルール遵守に対する意識を高めさせる。校外での生活態度や服装、公共機関でのマナー等についても引き続き指導する。自転車事故に対しては、交通ルールの徹底を継続して行うとともに、校外指導をより強化する。
〇人権教育では、生徒の実態に合わせて、自尊感情の育成および人権尊重意識の涵養を図るＨＲＡや講演会を検討し内容の充実を図る。増加する教育相談件数に対しては、スクールカウンセラーとの相談日を増加して対応する。また、教育相談委員会を必要に応じて実施し、不測な事態にも組織的な対応を行う。

豊かな人間性と専門的知識を身につけ、地域社会に貢献し、２１世紀をたくましく生き抜く
実践力を有する人材を育成する。

１　専門高校の特性を発揮し、商業についての専門知識の習得並びに上級資格取得、基礎学力の養成により、就職力進学力の
　　一層の向上を図る。
２　家庭や地域との連携により、豊かな人間性を育成するとともに、積極的な情報発信を通して「開かれた学校づくり・魅力ある学校
　　づくり」を推進する。

１　主体的・意欲的な学びにより、ビジネスに関する専門性の深化を図る。
２　実践的・体験的な学びを通してキャリア教育の深化を図り、社会人・職業人として自立できる能力を育成する。
３　自主性・自律性・協調性に富み、社会人基礎力を身につけた心身ともに健全な人材の育成を図る。

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

検証結果（自己評価）
学校関係者評価

評価 重点的取組・取組指標の実践 今後の改善策

１　主体的・意欲的な学びに
　　より、ビジネスに関する
　　専門性の深化を図る。

①１日の学習時間について、
　全てのクラスで平均が（平日）
　１時間 以上、（考査前）２時
　間以上。 かつ、７０％以上
　の生徒が目標を達成。

②授業の内容がわかり（解る・
　判る・分かる）、学習を通して
　ビジネス活動への興味・関心
　が高まったと考える生徒が、
　ともに８５％以上。

③3年次、全商検定試験１級の
　3種目以上取得者が100名
　以上。全員が１種目以上１級
　を取得。

○「生活記録表」をもとにした生徒への個別
　指導を実施。担任・学年主任・教科担当・
　部活動顧問と連携し、状況を共有して
　指導する。

○学科の特色を出した教育課程により、
　専門力への意識を高め、計画的な資格
　取得と基礎学力の向上を図る。

○「生活記録表」を定期的に実施し（平日：各学期１回、定期考査前：
　５回）、データを個人ごとに整理、関係者間で共有しつつ、個別
　指導で活用し、主体的な学習習慣を確立する。

○ビジネス活動の実践をとおして専門力を高め、授業アンケートに
　よる学習意欲の興味・関心を持った生徒が80%以上

ＰＬ
　教務主任
ＳＬ
　研修・改革主任
　学年主任
　特別活動主任

〇生活記録アンケート結果に
　ついて、教科担当や部活動
　顧問にも把握できる工夫が
　必要。
〇面接週間を設けているが行事
　の準備や３年生の面接指導
　などと重なり十分でない。
〇補習や課題についてはもう
　少しボリュームがあっても
　よいと思う。

○授業アンケート（互見授業時）の分析や
　授業改善に関する各種取り組みを通し
　て、改善点や改善 方法を教科内で検討
　し実践する。

〇わかる授業の実現のため、授業改善
　検討会を年１回以上実施する。

〇ＩＣＴ機器の活用を推進し、タブレット型
　端末などの効果的な利活用を推進する。

〇「互見授業」旬間を年2回実施し（教員の実施100％）、教員間の
　情報交換や情報共有により授業改善を図る。
〇すべての教科において、「グリーン・プラン」、「研究授業」のいず
　れかを実施する。
〇生徒が授業内容を理解できたと実感でき（85％以上）、学習を通し
　てビジネス活動に興味関心が高まるための評価基準を各教科で
　策定し活用する。
〇知識・技能を活用して課題解決を行うアクティブ・ラーニング型の
　授業を各教科で取り入れる。
○ICT機器の効果的な活用方法を研修をとおして推進していき、
　授業アンケートによるICT機器活用項目平均3.5以上。

ＳＬ
　研修・改革主任

ＳＬ  教務主任
　　　商業科主任
　　　教科主任
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○着任者提案授業（校内名称：グリーン・プラン）は、１１名が実施。研究授業は、初任者研修（商業）を含め国語１名・
　数学１名・商業科６名が実施。
○選択教室の整備に伴い、電子黒板やiPadを利用した授業が増加。研究授業では８名中７名が活用。
　・授業外の文化祭（３年生ステージ部門、２年生大商青春市場）や部活動（商業調査部）で使用。
　・ＩＣＴ研修や互見授業を通じて、新しい授業の形に挑戦し研修を深めることが増えた。
　・生徒の思考力・判断力・表現力などの育成につながる授業が増える傾向がある。
○６月15日、岡山県立和気閑谷高等学校長　香山真一先生を招聘し、2年生で研究授業を実施。生徒の思考力・
　判断力・表現力の育成につながる授業実践及び検討会を実施。
○10月19日、佐賀県東明館中学校・高等学校の授業研究会に参加（地歴１名・商業１名）。
　・アクティブ・ラーニングを活用した授業取り組みから、繰り返し学習や基礎知識に有機的な繋がりを持たせる授業に
　ついて、本校の商業教育に適用できるか検討している。
○11月13日・14日に岡山県立和気閑谷高等学校及び岡山東商業高等学校を訪問。
　・和気閑谷高校では学力において学科間格差のあるクラスの授業展開について研修した。
　・岡山東商業高校では、地域との関わりにおける商業教育の在り方について研修した。

〇「ビジネス活動への興味・関心が高まったと感じる生徒」を増やすために検定試験にも取り組んでおり、
　将来「使える」ことを意識した授業についての研究を進める。

〇ＩＣＴ研修や互見授業を通じて、新しい授業の形に挑戦し、研修を深めることで、教員相互間の意識向上
　を図る。

〇各教科での取り組みを中心に授業改善を推進し、その取り組みを継続かつ深化させていく。それらの
　成果は12月13日の授業改善検討会で発表する。

〇ICTについて各学校の取り組みや便利な機能をＩＣＴ研修を通じて紹介し利用促進を図る。

〇会計の授業のように高い
　レベルの授業おいては更に
　改善の余地がある。
〇授業改善は進みつつあるが、
　生徒の学力向上が見えてこ
　ない。
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○生徒・保護者に対する資格取得と大学進学に係る説明会の開催
　・１、２年生の学年ＰＴＡにおいて、進路実現に即した選択科目の説明を実施。

○検定意識取得への意識の喚起
　・定期考査終了後、「科目検討会」を開催し授業進度の確認ならびに指導方法・情報を共有。
　・日々の学習を検定試験に対する習熟度から考察し、生徒の理解度、今後の指導体制について共有。

○高度資格取得に向けた支援
　・日商簿記２級取得に向けた朝学習会の開催（２年生の希望29名　10月開始）
　・基本情報技術者試験取得に向けた放課後学習会の開催（3年生の希望12名、９月開始、2名合格）

〇生徒へ検定試験に対する意識付け
　・クラス担任や授業担当者が「年間検定スケジュール表」を定期的に確認。検定合格のための取組を促し、
　　生徒の意識高揚を図る。
〇授業改善（「科目担当者会議」）
　・「科目担当者会議」を定例化し、生徒の理解度把握、授業方法や教材の設定方法などについて担当者
　　間での共通認識のもと、効果的な授業展開に資する機会とする。
〇計画的な指導計画
　・検定試験に関する現状分析を行い、補習に頼らない指導計画の元、生徒の自発的学習を促す。
〇基礎学力の定着
　・家庭での学習時間を増やし、科目への理解度を向上させるため「宿題」を定期的に課し、その評価と活用
　　を今以上の頻度、精度で行う

〇「生活記録表」１学期２回分の集計（平日調査、考査前調査　各1回）
　　　目標学習時間　→　通常期(6月)[１日平日１時間以上・休日２時間以上]
　　　　　　　　　　　　　　　考査前(5月)[１日平日２時間以上・休日４時間以上]
　　　通常期達成率(平日/休日)
　　　　　　  (１学期)　１年生:38.8%/16.3% 　2年生:19.9%/15.2%　 3年生:41.3%/34.8%
              (２学期)   11月実施
　　　中間考査期達成率(平日/休日)
　　　　　　  (1学期)　 １年生: 63.8%/40.0% 　2年生: 57.4%/37.9%　 3年生: 78.6%/38.0%
　　　　　　　(昨年度)   1年生: 74.2%/26.9% 　2年生: 89.2%/22.9%　 3年生: 83.9%/21.1%
              (2学期)   １年生: 60.0%/40.8% 　2年生: 48.7%/27.8%   3年生: 42.8%/22.1%
　　　　　　 （昨年度)　 1年生: 64.2%/38.4% 　2年生: 77.4%/30.8%　 3年生: 52.7%/17.2%
       期末考査期達成率(平日/休日)
　　　　　　　　　　　　 1年生: 67.1%/44.2%   2年生:80.0%/46.9% 　3年生:91.3%/57.9%
              (昨年度)   １年生: 78.1%/38.4%   2年生:80.6%/56.6%   3年生:----/----
　　※新しく通常期のデータを取り始めたことで、普段の学習時間の少なさを把握することができた。
　　　生活記録表を回収し、すべてのクラスにおいて担任からのコメント記入や状況把握が行われており、
　　　生徒へのアプローチが行われている状況は確認できている。
〇互見授業の生徒アンケートから、「授業がわかる」と回答した生徒の割合は、第１回８０％、第２回(集計中)。

〇職員会議などを通じて調査結果を公開し、全職員の情報共有を図るとともに、課題調査を実施し、生徒
　の学習の様子の実態を把握する。

〇第２回互見授業の生徒アンケートにおいて「授業がわかる」と回答した生徒が、全学年８５％以上を目指す
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〇生徒の希望に応じた進路実現について
　・進路指導部と3学年部が協力して、面接練習、小論文指導の計画を立案し進路に応じた指導を実施した。
　・学年ＰＴＡの際に保護者・生徒に対して各学年に応じた進路情報を提供した（3年5月・7月、2年10月、1年10月）。
　・3学年部と協力し、3学年の大分大学進学希望生徒を対象に「卒業生との情報交換会」を実施。
　・進路マップ（1年基礎力診断テスト、2年実力診断テスト、3年実力判定テスト）を実施。
　　データの活用について各学年を対象に説明会を実施。
　・企業、キャリア教育支援窓口と協力して、3年生の就職希望者60名を対象に「社会人はじめの一歩講座」を7月に
　　実施し、受験前の生徒の不安を解消した。
　・１、２学年の生徒の進路希望状況の把握のため、第2回目の進路希望調査を10月上旬に実施。集計後、クラス担任と
　　保護者へ情報提供した。
〇外部講師授業の実施について
　・進路選択に向け現在の社会状況を踏まえて、1年生2学期のＰＴＡ進路講演会を実施。
　・保護者、生徒へのアンケートの集計結果を踏まえ、今後の進路講演会の内容を検討する。

〇生徒の進路希望に応じた進路実現について
　・小論文指導は3年次からの取組では遅いので、今後は2年生での実施を検討する。
　・生徒や保護者への進路情報提供については、今年度の取組に加えて「進路の手引き」を充実させる。
　・「卒業生との情報交換会」は、大分大学受験の生徒には充実した内容であり、今後も継続する。
　・生徒の基礎学力の定着を図り、大学入試改革にも対応するため、外部模試を今後も実施する。
　・外部模試の結果（情報）を活用してもらうための説明会や研修会を実施する。
　・3年生対象の「社会人はじめの一歩講座」は、教員、生徒に高評価であり、今後も実施する。
　・進路希望調査は第3回目を1月に実施する。結果は進路指導に活用し、保護者にも知らせる。

〇外部講師授業の実施について
　・1年生対象の進路講演会は、1年次の進路意識の喚起にはとても重要であり、引き続き講師の選定と
　　内容を検討する。

〇ビジネスの力をつけるための
　アプローチとして要所でよい
　取り組みを行っている。
〇県下唯一の商業高校として
　部活動や資格取得に更なる
　取り組みを期待する。

２　実践的・体験的な学びを
　通してキャリア教育の深化を
　図り、社会人・職業人として
　自立できる能力を育成する。

①「地域みらい創造ビジネス
　チャレンジ事業」に関する
　取組を通して、自己の成長を
　自覚し、ビジネスの力が身に
　ついたと考える生徒、８０％
　以上
　
② 就職・進学決定率１００％、
　第一志望合格率９０％以上。

○地域みらい創造ビジネスチャレンジに
　関する諸活動（大商青春市場、商品
　開発、企業との連携活動、大商マルシェ
　等を通して、生徒の企画力・創造力・
　問題解決能力の育成を図り、総合的に
　ビジネスに関する専門力が身につくよう
　支援する。

○「地域みらい創造ビジネスチャレンジ事業」の実施計画等を明示
　し、各プラン終了後、生徒に対するアンケートを実施する。
○ジョブシャドウイングやインターンシップを通して実社会を体験し、
　生徒一人一人のキャリア教育を推進する。
○各プランの担当者間で、ＰＤＣＡサイクルを取り入れた会議を開催
　する（各学期１回以上）。

ＰＬ
　商業科主任

ＳＬ
　学年主任
  進路指導主任
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○「地域みらい創造ビジネスチャレンジ事業」の実施について
　・１期生対象の「基本セミナー」、２期生対象の「実践セミナー」の参加生徒を募り、夏季休業中のセミナー参加を経て、
　　ビジネスマナーコンテストへ出場。３部門上位入賞を目指し、継続的に指導、トレーニングを行う。事後のアンケート
　　調査で８０％以上の生徒がその成長を実感できる機会となった。
　・「第１回大分商業地域みらい創造会議」を開催し、外部サポーター６名への事業説明と実施計画の確認を得た。12月
　　20日の「大商教育フェア」における中間報告と２月末の創造会議で事業全体の総括を行う。
○「ＤＡＩＳＨＯマルシェ２０１８」の開催
　・販売実習だけでなく情報発信も含めた総合的実践活動の基礎が築けた。行事への参加、ビジネスマナーコンテスト
　　への出場を通して、「地域への熱意」や「チャレンジ精神」の育成を図り、アンケート調査で８０％以上の生徒がその
　　成長を実感できることを目指す。
○各プラン担当者間でのＰＤＣＡサイクルの確立
　・今後の行事開催、総括時にサイクルの運用を図る。行事開催と終了後までに最低３回以上の検討会を重ね、課題の
　　焦点化と解決策の模索を行う。

〇「地域みらい創造ビジネスチャレンジ事業｣
　・事業の主旨を捉え、商業の実践的な学びの場における活動を効果的に連携させる。その経験を「主
　体的」・「対話的」かつ「深い学び」に結びつけるための指導体制を再構築する。
○「ＤＡＩＳＨＯマルシェ２０１８」
　・販売実習だけに止まらず、情報発信等を通じて地域活性化・地域貢献に資する行事へと成長させる。
〇ジョブシャドウイング
　・実施方法な内容に対して新しいあり方を求め、業務計画を抜本的に見直す。（1学年部との連携）
〇インターンシップ
　・新規受け入れ先の開拓により生徒の希望に合致する実習先を確保する。事前指導の充実により、職業に
　　関する興味・関心を向上させ、事後学習の充実と併せて３年間のキャリア学習に役立てる。
○成果発表会「大商教育フェア」の開催
　・校外に会場を移し、拡大版ＤＡＩＳＨＯマルシェとの同時開催により、教育成果の確認と外部への発信に
　　資する。また、学習内容や成果の継承により、下級生の目的意識、学習意欲の向上につなげる。

〇商業ならではのビジネス
　活動の実践を今後も続けて
　欲しい。
〇大商青春市場では笑顔と明る
　さが、とてもよかった。
〇商業の実践的な授業に驚
　いた。社会に出た時にうろ
　たえることはないと思った。
〇外部への発信力が必要。
　大商マルシェは街中でPRして
　ほしい。

○学年・進路指導・学科が連携して、進路
　実現に向けた資格取得に対する意識付け
　を行うととも に、各資格において理解力に
　応じた学習支援を行う。

○生徒・保護者に対して、資格取得と大学進学の関連に係わる
　説明会を開催する。
○授業担当者・学年（クラス担任）を通じて、年間検定スケジュール
　を明示するとともに、授業や集会を通して学期毎に資格取得への
　意識を喚起する。

ＰＬ
　商業科主任

ＳＬ
　学年主任
   進路指導主任
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◯交通安全指導について
　・登校指導を９月に２日間実施。（３日間の予定が、台風のため１日中止）
　・生徒の通行状況の悪い場所を中心に登下校指導を実施。登校指導は、毎月不定期に実施。（100％）
　・駅周辺の下校指導に関しては、月４回程度実施。
　・自転車車体検査を11月1日に実施。
　・２学期の自転車事故発生件数　３件（昨年度　９件　３３％減少）
◯身だしなみの徹底及び風紀について
　・服装頭髪検査（月１回）を実施し、事後指導を学年・指導部で連携して実施する。（各月100％実施）
　・服装頭髪検査で指導を受ける生徒は、各学年とも８％以下の人数で、軽微な内容である。
　・指導連絡票により段階指導を行い、保護者との連携を図る。指導連絡票の活用を全職員が意識を持って実施する。

◯交通事故防止の取り組みを継続
　・登下校指導を継続して行う。生徒の通行状況が良くない数カ所の地域を重点的に巡回指導することで、
　　交通安全の強化を図る。
◯自転車の安全運転励行の呼びかけ
　・機会があるたびに交通安全運転に対する全校生徒への呼びかけやチラシ配布を行い、交通事故防止の
　　注意喚起と意識の向上を図る。
◯身だしなみの徹底を図るために、生徒指導連絡票を有効に活用する。
◯不審者対応について
　・不審者などについては、困りを感じたらその場で警察に連絡することを徹底させる。

〇面接指導や小論文指導では
　全職員が協力して丁寧に行っ
　ている。
〇社会に出て活躍するための
　トレーニングを段階的に進め
　ている。

３　自主性・自律性・協調性に
　　富み、社会人基礎力を身に
　　つけた心身ともに健全な
　　人材の育成を図る。

①学校行事・部活動等への
　自主的・意欲的な参加に
　ついて、生徒の肯定的自己
　評価、９５％以上。ボランティ
　ア活動や地域と連携した
　取組への参加延べ人数、
　全校生徒数以上。

② 挨拶や身だしなみ・立振舞
　等に関する生徒の肯定的
　自己評価、９５％以上。頭髪・
　服装検査に係る追指導実施
　率、各学年５％以下。交通マ
　ナーに関する生徒の肯定的
　自己評価、９５％以上。
  自転車事故発生数、対前年
　度比５０％減。

③ 自尊感情の保持率１００％。
　悩みを「相談できる」相手
　（友人）の存在率、９５％
　以上。

○各専門委員会の活性化を図り，その取組
　を目に見える活動として実施する。
○ボランティア活動を学校全体で推進
　する。
○新入生に対して部活動・課外活動への
　参加を奨励する。
○個人で取り組んでいる校外団体所属の
　部活動・課外活動を支援する。

○生徒会執行部と専門委員長によるリーダーシップセミナーを実施
　する。
○全校生徒の生徒会活動に対する意識の醸成と自主的参加を促進
　するため，全校朝礼時に取組内容の呼びかけや成果報告を行う。
○生徒会の放課後ボランティア，全校ボランティア，学年ボランティア
　を実施する。
○新入生を対象に「部活動見学・体験入部週間」を実施する。
○地域スポーツ・文化クラブを周知し，高体連・高文連各種大会出場
　を支援する。

ＰＬ
　特別活動主任

ＳＬ
　学年主任
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○生徒会活動について
　・全校朝礼の「無言集合」の取組、司会進行に加え、評議委員会・専門委員会より毎月の活動目標が伝達されている。
　・生徒総会の「学校への要望」でパン販売が実現できた。生徒会長が全生徒に取組成果と利用上の注意を伝えた。
　・生徒会役員選挙を経て新しい役員が選出され、新体制へ移行。
○体育大会の生徒会企画も成功を収め、各科・各クラスの団結を図ることが出来た。
○テーマ「CHARM」（魅了）、スローガン「平成最後の大翔祭」を掲げ、クラス、生徒一人一人が自分らしく輝き、新時代
　に向け平成を締めくくるにふさわしい文化祭が実施できた。
○放課後のボランティア活動は６月10月に実施。３年生のボランティア活動は10月29日、1年生は11月19日に実施。
　一方で、予定されていた全校ボランティアは「ラグビー観戦事業」のため実施できなかった。
○新入生への「部活動・同好会」参加の奨励。１年生の加入状況は７７．６％（前年度より6.6ポイント増）
○地域スポーツ・文化クラブの位置づけは１年生のガイダンスで説明。
　今年度高校総体にバドミントンで１名が参加。高校総体公開演技「ダンス」に２６名が参加。

○生徒会活動について
　・リーダシップセミナーの開催時期を検討する。
　・新生徒会役員は大翔祭の経験を活かし、新学期の活動をより活性化させたい。

〇ボランティア活動について
　・12月17日、２年生の学年ボランティアを実施予定。
　・生徒会による毎月1回実施の継続。
　・部活動を中心としたボランティアの実施（不定期）。

〇「地域スポーツ・文の化クラブ」の広報を更に促進し、街中の道場や各種スクールで活動している
　　生徒を支援することで部活動加入率を上げ、学校活性化に繋げる。

〇部活動率も高く活動は活発
　である。大きな声での挨拶
　は気持ちよい。
〇ボランティアや課外活動の
　場を広く取り込めるとよい。
〇部活動や同好会活動に対
　する環境整備を充実して
　もらいたい。

○企業訪問や求人依頼活動を通して、
　求人数の確保に努める。
○各学年と連携しながら、3年間を見通した
　進路指導の充実を図る。

○企業訪問計画に基づき進路・学年を中心に、組織的に企業訪問
　を行う　（目標１２０社以上）。
○学年に応じて外部講師による就職・進学対策講話並びに講演会
　を実施し、1，2年の早い段階で生徒の進路意識を喚起する。

ＰＬ
　進路指導主任

ＳＬ
　学年主任
  商業科主任

（教育相談）
○１学期４月16日～５月２日（12日間）、２学期8月27日～９月21日（19日間）に個人面接旬間を設定し、全校生徒を対象
　に各ＨＲ担任が個人面談を実施。
○全校生徒を対象に「教育相談に関する調査」（悩み・心配事アンケート）を６月、８月に実施。
　・学校内外で悩みを相談できる相手のいる生徒の存在率は、745人（94％）から752人（95％）に増加。
○スクールカウンセラーによるカウンセリングは原則月１回であるが、生徒・保護者の要望が多く、ほぼ月２回（4/5　4/19
　5/18　5/30　6/7　6/18　7/10　7/18　7/25　8/7　9/20　10/4）のペースで実施

（教育相談）
○ＨＲ担任と生徒の個人面談を効果的に進めるために、面談時間の確保について関係分掌との連携を図る。
○スクールカウンセラーによるカウンセリング後に、情報交換の時間を確保することで教職員間の情報共有
　を図り、今後の対応、対策を考える。

◯自転車事故件数は、減少
　傾向である。
◯生徒の身だしなみの徹底に
　対して、職員が共通化の
　意識を持ってほしい

○ 自尊感情の育成や人権を守ることに
　ついて、教職員・生徒の意識高揚を図る。
　自己を尊重し他者の大切さを認めること
　ができるようにする。

○「振り返りシート」(年２回)や研修会・講演会を通して，人権を
　意識した教育活動の啓発を図る。
〇平和学習の実施、人権標語の作成(提出100％)、実態に即した
　人権HRA（各学年，年間３回）内容の充実等により、生徒の自尊
　感情の育成と人権意識の涵養を図る。 ＰＬ

　人権教育主任

ＳＬ
　健康教育主任
  学年主任
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(人権教育)
〇職員に対して，８月に人権教育研修会、11月に第２回「振り返りシート」を実施。
〇平和学習(ひめゆり学徒隊)を８月２日に実施。人権標語を全員が作成し，各クラス優秀作を県と大分市のコンクール
　に応募。
〇１学期，２学期に各１回人権ＨＲＡを実施。
〇人権学習講演会を11月(命の大切さを学ぶ教室)，12月(多様な性に関するセミナー)を実施。

(人権教育)
○大分県人権教育研究大会，全国人権・同和教育研究大会等への参加によって職員の人権意識の高揚
　を図る。
〇講演会や研究会等案内を周知徹底し，多くの職員の参加を促す。
〇「振り返りシート」の内容，その趣旨を十分理解し日常の教育活動に活かす。
○講演会での感想をクラスに還元し，生徒の人権意識を高める。

(人権教育)
○研究大会に多くの職員が
　参加し人権感覚を身につけ
　て欲しい。

（教育相談）
〇生徒の悩み、困りや保護者
　への対応には組織で対応。
〇スクールカウンセラーが
　学校での面談のほか、家庭
　訪問での生徒面談、月1回の
　回数にこだわらず実施して
　いることに感謝している。

○悩みごと調査や個人面談により、生徒
　の悩み・困りの早期発見と早期解決に
　努める。
○ＳＣによるカウンセリングを、広く生徒
　保護者へ周知し、相談人数の増加を
　図ると共に、問題解決まで継続した支援
  を行う。

○悩みごと調査の実施、個人面接期間の設定とクラス担任による
　面談(1・2学期)の実施。
○クラス担任や学年、部顧問、教育相談部、ＳＣ等が互いに連携
　した教育相談活動を適宜開催する。

○ 全校集会等で交通安全意識の高揚を
　はかり、交通ルール の遵守・マナーの
　励行を呼びかける。
　
○月一度の服装頭髪検査と月６回の登校
　指導、各月６回の校外指導等を通じて
　生徒の意識改革を図り、社会で通用する
　身なりであるように指導の徹底を図る。

○各学期、全教員による通学路での登校指導を行い、交通事故
　防止・　ルールやマナーの励行を呼びかける。　毎月６回校外
　登校指導を　指導部で行う。　自転車点検を学期に１回実施する。
　交通マナー講座を１学期に実施する。
○毎月一度の全校朝礼で服装頭髪検査を行い、全教員が統一した
　基準で指導する。改善の必要がある生徒には、服装頭髪検査の
　時間に関わらず、繰り返し指導する。生徒指導連絡票を集計し、
　生徒一人ひとりに応じた指導を行う。週２回の昼休みを中心とした
　校内巡視を行う。

ＰＬ
　生徒指導主任

ＳＬ
　学年主任


