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学校教育目標 中期目標 重点目標

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
有する人間を育成する。

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。
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　ビジネスに関する専門性の深化と主体的学習意欲の育成を図る。
２　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　特別活動の活性化により、心身ともに健全で自主性・自律性・協調性に富む人材の育成を図る。

平成２８年度学校評価　（　年間評価　）
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

学習指導については、進路が決定した後の3年生や部活動生への対応が課題。平日の学習習慣を定着化させるため、引き続き宿題の内容や回数を吟味するとともに、担任や学年・部顧問・教科担当による連携した指導を進める。「生活記録表」を活用しつつ生徒への具体的指摘を踏まえた面接や、生徒自身による日常の振り返りを習慣化させる。

進路指導については、ジョブシャドウイングやインターンシップ等の体験学習をはじめ、全職員が関わる面接・小論文指導等による生徒の意識啓発や、科・学年・進路指導部の連携強化等により、一層のキャリア教育推進を図る。また、引き続き就職・進学の100％達成を目標とする。

生活指導については、校内では挨拶・服装・頭髪等に関し意識改革が見られるが、校外ではまだまだ不十分である。自転車事故は大幅に減少したが、さらなる安全確保のため、全職員による校外登校指導やＰＴＡとの連携、生徒会からの呼びかけ等、規範意識向上のため指導・対応の改善を図る。

特別活動については、生徒の手による自主的・計画的な行事運営が行えた。今後とも、生徒会を中心とした積極的活動に努めるとともに、各種行事に際し、地域社会との一層の連携を図る。

人権教育については、教職員の人権意識醸成をすすめるとともに、生徒の自尊感情育成に必要な環境作りに努めた。健康教育については、スクールカウンセラーの活用等、相談体制の充実を図ったが、今後も生徒の悩みや困りの早期発見・解決のため、担任や学年・部顧問との連携に努める。

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

１　ビジネスに関する専門性の
　深化と主体的学習意欲の
  育成を図る。

①1日の学習時間について、（平日）１時間
  以上（考査前）・ ２時間以上の生徒が、
　８５％以上。

②生徒による授業評価のすべての項目に
 おいて、平均「３」以上の教職員が８５％
　以上。

③授業アンケートで、「ビジネスの諸活動
 に興味・関心がある」 と回答する生徒の
 割合が、８０％以上。

④３年次、全商検定試験１級の３種目以上
 取得者が１２０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・教科担当等の連携に加え、部活動
  顧問とも状況を共有して指導する。

○「生活記録表」を定期的に実施（平日：各学期１回、定期
  考査前：５回）し、データを個人ごとに整理、関係者間で共有
  しつつ、個別指導で活用する。
○毎日課題や週末課題の実施状況を調査し、教科間で共有
 ・調整。適切な課題提供により学習習慣の定着を図る。

ＰＬ　主幹教諭
ＳＬ　研修・改革主任
       学年主任
       教科主任
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〇「生活記録表」をもとにした生徒への個別学習指導の実施　（平日:各学期1回、定期考査前：5回）
      学習時間目標　達成度  (平均1時間以上・考査前2時間以上)

　【クラス単位】［平　 日］＜１学期＞76.2％（75.5分）　＜２学期＞66.7％（69.3分）　＜３学期＞90.5％（113.8分）
    　　　　 　　　［考査前］＜１学期＞85.7％（162.8分）　＜２学期＞100％（176.7分）
  【個人単位】　全生徒の62.9％が目標達成　（1年67.8％　2年49.8％　3年71.2％）

　　・データを個人ごとに整理。担任・学年主任・教科担当者等の連携に加え、部活動顧問とも状況を共有して指導。
　　・３学期は、検定試験対策として、日々の課題及び朝補習に加えて放課後補習を実施することで学習時間を確保。

〇生徒がビジネス教育の有用性を理解しやすいように、
  ビジネス人材育成に係る諸活動を単元の学習に取り
  入れ、教材として活用する。

〇共有フォルダを活用し、教材をデータデース化。学習者に
  分かりやすい教材を作成。教科会議における紹介・検討を
  行う（月1回）
〇教科会議における授業研究の定例化（月１回以上）。専門的
  指導力の向上を図る。

ＰＬ　主幹教諭
ＳＬ　商業科主任 3

〇共有フォルダを利用して、教材やテスト問題等のデータの共有が図られた。
〇商店街等の販売実習、商品開発で参考とした資料や作成した資料を平素の授業教材として活用することで、生徒にとって様々な視点から多くの資料を共有
でき、
　 ビジネスの有用性を理解させることができた。

〇ビジネスに関する諸活動を、各科目（ビジネス基礎・簿記・マーケティング・課題研究・総合実践）の授業実践に取り入れるこことで、専門性の深化を図る。
〇教科会議や全職員での授業研究を通して、それぞれの実践内容をデータで共有し、専門的指導力を更に向上させる。

○データを共有するのは教材に限らず、アンケート結果
などの情報や各種研修内容もテータ化し共有すると活用
の幅が広がる。

〇「生活記録表」の更なる活用、結果の分析・情報共有
　　　全教職員による情報共有の促進　⇒「共通フォルダ」にデータを保存して共有。

〇生徒一人一人の生活実態および科目毎の学習時間の掌握。
　　　　・毎日課題や週末課題の実施状況や生活記録票から生徒の日常の把握
　　　　・クラス担任・科目担当者・部活動顧問などと連携強化
　　　　・適切な課題提供および学習習慣の定着推進（個人学習時間の増加）
　　　　・３学年の進路目標実現後の進路に応じた学習支援の充実

○生活記録表は、生活の振り返りができることから今後も
継続して欲しい。
○アンケートを活用する際には、授業を振り返るだけで
なく、生徒が抱える疑問や理解が困難な部分を明確に
する内容も含めて役立てて欲しい。

○授業アンケートの結果を吟味し、評価の低い項目に
  ついては、次回アンケートまでに改善点・改善方法に
  ついて教科内で検討し、授業改善を試みる。

〇「授業改善」の効果的実施のため、
＿・「授業アンケート」～科をまたいで２クラス（１・２学期）で実施
＿・「互見授業」～１００％の職員が年２回以上実施
＿・「公開授業・研究授業」～１００％の職員が年２回以上参観
＿・「ＩＣＴの活用」～座学において、８０％以上の職員が年１回以上
＿＿使用

〇 授業改善 の効果的実施
　　　「互見授業旬間」（第１回）6月6日～6月17日　（第２回）11月15日～11月25日
　　　　　・全職員が実施（自教科の授業を１回、他教科の授業を１回ずつ参観）
　　　　　・他の職員からのｱﾝｹｰﾄ・生徒からのｱﾝｹｰﾄ・自己評価ｱﾝｹｰﾄを実施、兼務職員以外の教員100％が提出
　　　「ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗﾝ」、「提案授業」、「研究授業」　（実施時期：7月中旬～12月上旬　　実施回数：41回　　参観者数：176名）
　　　　　・授業の改善点・問題点を見出すための事前公開授業を実施し参観者からの意見を集約。ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗﾝ、提案授業や研究授業の改善に活用。
　　 授業改善検討会の開催（12月19日）
　　　　 ・研究授業実施　3教科5名（理科１名・英語２名・商業２名）
　　　　 ・授業改善検討会　参加数76名（理科20名　英語19名　商業37名）、校外参加者16名含

〇授業改善検討会
　　　年２回以上、全教科において授業改善の研究・検討を実施する。
〇授業参観の強化
　　　「互見授業」「グリ－ンプラン」「提案授業」「研究授業」など、授業が参観できる機会を増やし情報交換や情報共有により改善を図る。
〇検定試験合格率の向上
　　　商業科目を中心に、担当者による検討会を実施。指導内容の研修、指導期間の調整、指導体制の確立により合格率向上を目指す。
〇生徒が主体的に取り組む授業の展開
　　　生徒が主体的に取り組む「アクティブ・ラーニング」などの研修および授業を促進し、教科会議を通して研修内容や情報を伝達・還元することで授業改善を推
進する。
〇ＩＣＴ機器の活用
　　　ＩＣＴ機器の活用を更に推進しタブレット型端末などの操作・活用に関する研修への参加を促進する。

○生徒が、授業を受けて内容が理解できたと実感できる
授業を行って欲しい。
○授業公開や学校行事について事前に案内してもらい
たい。

〇検定対策をもっと実施してほしい。
○資格取得の対策について各担当者で指導内容や課
題の量が異なっている。
○更に上級資格を目指すよう叱咤激励して欲しかった。
○検定試験の前は、学習時間が確保できるよう部活動と
の時間を調整してもらいたい。

２　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「ビジネス人材育成に関する諸活動に
 お いて、自分の役割や責任を自覚し,
 積極的に取り組んだ」 と回答する生徒
 の割合が ８０％以上。
　
②面接指導後に実施した職員アンケ
 ートにおいて、生徒が「明確な進路意識
 をもっている」旨の回答が７０％以上。
＿
③就職・進学ともに 希望進路１００％
  達成。

〇実社会と連携したビジネス人材育成に関する諸活動
  であるジョブシャドウイング・インターンシップ・大商
  青春市場・商業教育フェア・商品開発等を通して、
  生徒一人ひとりのキャリア 発達を支援する。

〇「ビジネス人材育成」年間プランを作成・提示。各プラン
  終了後、取組状況等を問うアンケートを実施するとともに、
  学期に1回をめどにPDCAを実施。修正を加えつつ、年間
  プランを推進する。

ＰＬ　商業科主任
ＳＬ　学年主任 3
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〇みらい創造ビジネスチャレンジ事業
　　【大商青春市場】　　　2年生10/21（大翔祭）
　　　　「学校での学びと活動を関連付けることができた」と回答した生徒の割合　94.4％
　　　　「意欲的に活動に参加できた」と回答した生徒の割合　95.6％
　　【大商マルシェ】
　　　　「活動に目標を持って取り組むことができた」と回答した生徒の割合　95.1％
　　【商品開発】
　　　　1年生の全クラス及び2年生の「マーケティング」選択者と3年生の「課題研究」
　　　　　大分大学経済学部主催「なるほどアイディアコンテスト」（応募総数1263作品）
　　　　　　最優秀賞1作品　　　入賞3作品（個人3名）
　　【商業教育フェア】　外部参加者　地域・企業・大学関係者（計30名）
　　　　発表：ジョブシャドウイング(1年)　インターンシップ(2年)　大商青春市場(2年)　商業調査部　「課題研究」シンポジウム形式発表(3年)

〇みらい創造ビジネスチャレンジ事業
　　・商業の実践的な学びの取組を、地域の課題を踏まえて作成・実施する。
　　・地域から求められる社会人基礎力の育成のための成果と課題を明確化する。
　　・大学や企業との連携を深め、社会で生きる実学としての商業教育を推進する。
　　・内容の整理統合を含めて商業科・学年・分掌の協力体制を確立する。
〇ビジネス人材の育成
　　【大商青春市場】　学年・特別活動・生徒指導・商業科との連携を強化。円滑な運営のため役割を明確化し業務を調整する。
　　【商品開発】【大商マルシェ】　開発商品や取扱商品の開発・販売に関する課題の明確化。「課題研究」「マーケティング」の科目連携を促進し担当者で協議。
　　【商業教育フェア】　発表準備やリハーサルに必要な時間を考慮し校内行事や検定試験を含め開催日程を検討。

〇実社会と連携したビジネス人材育成に関する諸活動
　　【ジョブシャドウイング・インターンシップ】
　　　・ジョブシャドウイング・インターンシップの受け入れ事業所の開拓。
　　　・できる限り生徒の希望を優先した割り当てを行い、職業に関する生徒の興味・関心を喚起する。
　　　・生徒の十分な事前学習と各事業所と綿密な打ち合わせを行う。
　　　・インターンシップでは、生徒の進路意識の喚起と意識付けとの意味合いが強いため該当学年と進路との連携を図る。

〇科・学年・部活動が連携して、生徒の検定試験に対
  する意識強化に努めるとともに、計画的補習に取り組む。

〇検定試験の年間スケジュール・対象生徒及び補習計画を
  明示する。
〇定期考査・単元テストにより、知識・技能の定着度を的確に
  把握しながら授業を進める。合格ラインに達していない生徒
  には、個別指導を行う。

ＰＬ　商業科主任
ＳＬ　学年主任
       特別活動主任
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〇各種検定試験結果
　　・全国商業高等学校長協会主催　1級3種目以上合格者　107名
　　　　（7冠2名　6冠10名　5冠16名　4冠31名　3冠48名）
　　・日商簿記検定　2級23名（全校55名）2/22現在　　ＩＰＡ（ＩＴパスポート）21名　　情報セキュリティマネジメント試験2名
　　・実用英語技能検定　準1級1名　準2級19名

〇検定試験の年間スケジュールを早期に周知したことで、補習を含めた指導計画が予定通り実施。（朝講座：簿記7:25～8:10　毎日　2年生46名）
〇定期考査、単元テストにより、定着を把握しながら、各学期末には知識理解の遅れている生徒に対して、補習や課題を与えるなど個別指導を実施。
○検定や各種行事（販売実習）等のＨＰによる予告や３９メールの活用が不十分であった。保護者が学校の様子や予定を把握できる手段を更に確保でき
  れば、学校と家庭の連携や家庭での支援や協力が得られる。

〇検定試験年間スケジュールの確認と活用
　　・検定合格のための取組について、スケジュール管理をさせながら生徒の意識高揚を促す。
　　・補習の実施には、部活動との連携・協力が必要であり、計画的な検定指導実施のための体制を検討する。
〇個別指導時間の確保
　　・個別指導の時間確保のため、学校行事の精選や家庭での学習時間確保の方策について教務を中心として全体で協議。
○迅速な情報の伝達
　　・商業科、学年、教務などの各分掌と連携をとり、迅速なホームページ更新の体制を確立。
　　・保護者等への連絡として「３９メール」の使用の活性化を図る。

○企業や外部団体との連携が良く取れており、有意義な
活動ができている。
○職場での体験では、生徒が希望する職種の体験がで
きるよう受入れる企業や事業所の職種の種類を増やして
もらいたい。
○販売実習には、多くの生徒に販売を経験してもらうた
めにも、特定の生徒に限らず、学科や授業科目を越え
て、多くの生徒に参加してもらいたい。

〇１年次のジョブシャドウイングでは、受け入れ事業所を
  さらに開拓するとともに、生徒による事前学習を徹底し、
  満足度８０％以上を目指す。終了後は、生徒・事業所へ
  のアンケートを実施し、成果と課題を明らかにする。

〇1年ジョブシャドウイング
　　　受入事業所30社。事前学習3回（外部講師による事前学習を含む）。
　　　　「ジョブシャドウイング中の自分の取り組みは良かった」と答えた生徒の割合　98.2％
　　　　「ジョブシャドウイングの活動に満足した」と答えた生徒の割合　74.7％
　　　　「ジョブシャドウイングで学んだこと」　1位 あいさつなどのマナー(30％)　 2位 人間性・チームワーク(16.5％)

〇２年次のインターンシップでは、生徒満足度８０％以上
  の実現を目指し、事前学習や事業所との打ち合わせを
  十分に行うとともに、進路講演会・進路ガイダンスなどの
  学習を通じて職業理解を深め、進路意識の明確化を図る。

〇2年インターンシップ　　　受入可能事業者100社
　　　「体験した仕事についてよかった」と答えた生徒の割合　89.9％　　　「取組に満足している」と回答した生徒の割合　79.3％

 

○年度当初から企業訪問計画を立て、管理職を含め職員
  全体で組織的に取り組む。
○年度当初から面接指導計画を立て、全職員で組織的に
  取り組む。

ＰＬ　進路指導主任
ＳＬ　学年主任
       商業科主任

〇希望進路実現のための諸対策
　　・就職内定率　100％を達成
　　・企業訪問計画を立て、管理職・各学年部と連携して実施。
　　・ビジネスマナー講習会・面接マナー講習会・進路講話・進路説明会（3年対象)
　　・管理職(校長・教頭)による面接指導
　　・キャリアコーディネーターによる面接指導(3年全体及びクラス毎)
　　・全職員による組織的な面接指導を実施。
　　・キャリアコーディネーター作成の「面接マナーＱ＆Ａ」および「面接応答手引」を全職員に配付・活用。
○面接指導後に実施した職員アンケート結果
　　「生徒は、自己の適性に目を向けているか」４２％　　「生徒は、今後、自己を伸ばしていくことを意識しているか」４６％
　　「生徒は、きちんと会社（学校）を調べて、理解したうえで志望しているか」５０％
　　「生徒は、具体的にどのような仕事をしたいか考えているか」５４％であった。

○各種活動の反省や改善すべきところを引き継ぎ、次年
度の参考にしてほしい。
○インターアクトクラブを中心とした活発なボランティア活
動の実現に取り組むこと。

○ボランティア活動を積極化する取組
　　・各クラスにボランティア広報係を設置。毎月のボランティア清掃への参加を促進。
　　・清掃ボランティア、水球部の小学生対象の水泳教室、吹奏楽部の保育園の慰問演奏会を実施。（参加者数　のべ２０５名）
○インターアクトクラブ
　　インターアクトクラブを立ち上げ、大分東ロータリークラブとの連携を図る活動を開始。調印式を実施（10月26日）。（加入生徒数３３名）。
○地域スポーツ・文化クラブを設置し生徒の自主的・個人的な活動を支援。（空手・剣道、のべ３名が高校総体および新人戦に参加）

○ボランティア活動の活性化
　・校内外のボランティア活動への積極的参加の推進。目標参加生徒数(のべ）：全校生徒数以上。
　・インターアクトクラブの組織強化および活動の促進。
○地域スポーツ・文化クラブの広報と各種大会参加の推進。
○部活動未加入者の新規入部の促進。

○バスや電車内でのマナーを含め、校外における規範
意識を高める指導について検討し実践して欲しい。
○服装頭髪検査の時はできているが、日々の生活で守
れていない生徒に対する指導を検討してもらいたい。

○職員及び生徒の人権意識の高揚のために、人権教育の充
実や各種研修会への積極的な参加、「パワーアップシート」の
活用を続けてほしい。

○面接や検査・調査を活用し、生徒理解の取り組みに工夫を
行うことで、問題の早期発見と対応をお願いしたい。
○健康教育の年間行事を保護者に対して事前に知らせ、保
護者も協力できる体制を作ってはどうか。

○進路意識の醸成
　　・客観的な自己分析・自己評価を行い、生徒の希望業種・職種の把握と明確な職業意識を醸成。
　　・生徒の進路意識の涵養をいっそう図るため外部講師による講話等の実施。
○希望進路実現のための方策
　　・生徒の希望業種・職種を踏まえ、企業と密に連絡を取り求人の確保・内定を目指す。
　　・綿密な指導計画のもと進路状況（合格状況や受験予定）の情報を全職員で共有し、受験先に応じたきめ細かい進路指導を展開。
　　・大学・専門学校に関する入試情報の収集・分析。
　　・全職員が共通理解のもと、小論文・面接指導・校内研修を組織的に行う体制を確立。

○希望進路１００％達成に向けて、きめ細かい進路指導
に努めてほしい。
○就職試験において1回目の受験に対する第１希望企
業への合格内定を多くして欲しい。

○登校指導６日間（学期に３日間）
　　・交通マナーを守れた生徒98.8％、指導された生徒1.2 ％ （５７名、１日あたり9.5 人）
　　・事故発生地区を中心に登下校指導を実施（月６回）。登校指導は毎月実施（100％）。下校指導　１学期５回、２学期５回　実施（18％）。
　　・不注意事故０％目指し、次年度の徹底を図りたい。
○自転車マナー講座　大分中央警察署来校、ＬＨＲ(5/6)で実施。
〇車体検査 1･2学期の中間考査時３日間実施（指導部提案）。　指導車両は、1学期46台（約6％）2学期16台（約2％）に減少。車体検査は生徒指導部
  主導で行い、社会人としての交通マナー、規範意識の向上などの効果が上がった。
○服装頭髪検査
　　・守れた生徒96％。指導された生徒197名。月あたり違反者４％（６回）。
　　・服装検査(月１回）の事後指導を、学年・指導部で連携して実施（各月とも100％）。指導連絡票により段階指導を行い保護者と連携を図った。服装検査
      は、指導連絡票を全職員が意識を持って継続実施する。（指導する先生が固定化し、全体の取組む意識を向上する。）

○登下校指導を継続して行う。年度はじめの４月・５月に自転車事故が多く発生しているので、交通指導の強化を図る。
○車体検査・交通マナー講座を４月中に実施する。
○全職員による交通指導を学期ごとに実施する。
○服装頭髪検査の充実を図る。
○指導連絡票を徹底する。
○校内巡視を全職員で定期的に実施する。

○生徒会執行部を中心とした各種活動
　　新たな取り組みを展開（全校朝礼等の無言集合、高校総体総合開会式での全体応援、新入生歓迎行事での全体レク、体育大会での各科の応援歌、
　　美化コンクールによる校内美化活動、大翔祭おける生徒会企画、百人一首カルタ大会など）
○部活動加入の促進
　　表彰伝達式の実施１１回（2月３日現在）運営は職員主導から生徒会執行部へ移行。学校全体でその取組を顕彰し、各種活動の意欲を引き出した。

○今後の運営に資するため、生徒会執行部と各種専門委員会を中心にして、これまでを振り返り、生徒会活動の問題点を洗い出す。
○担当顧問指導のもと、専門委員長・副委員長を中心に各種専門委員会の活性化を行い、「活動の見える化」を図る。

〇面接指導等に係る校内研修等を実施し、全職員が
  共通理解のもとで、勤労観・職業観の涵養につながる
  ような指導（受験指導）を行う。

○面接指導後に職員アンケートを実施。指導した生徒
  （７０％以上を目標）に客観的な自己評価や明確な職業
  意識が見受けられるようになったかについて、確認・検証
  する。

○生徒会執行部のリーダー研修を実施。各種委員会
 の活性化 を図り、生徒が学校行事を主体的に企画・
 運営できるように取り 組む。
＿
○生徒会専門員会に「ボランティア活動推進委員会
 （仮称）」を新設し、地域自治体やロータリークラブと
 連携した活動の構築を図る。
＿
○新入生に対して部活動・課外活動への参加を奨励。
  総合運動部を新設する。

○毎月の全校朝礼時に、生徒会執行部より「今月の活動
  方針・取組内容」を全校生徒に周知し、連帯感や協調性
  を育成する。
＿
○ボランティア活動推進委員会（仮称）より、月に一度「ボラン
  ティア通信」を各クラスに配布し、協力・参加を呼びかける。
＿
○新入生を対象に「部活動見学・体験入部週間」を設ける。

ＰＬ　特別活動主任
ＳＬ　学年主任 3

○ 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毎朝の登校指導、隔月の
  校外指導等を通じて生徒の意識改革を図り、社会で
  通用する身だしなみであるように指導の徹底を図る。

○交通事故防止・ルール・ マナーの励行
＿・全教員による通学路での登校指導（隔月）
＿・校外登校指導（指導部、６回／月）
＿・自転車点検（学期に１回）
＿・交通マナー講座実施（１学期）
○身だしなみの指導
＿・服装頭髪検査（月一度の全校朝礼時）
＿＿＿～全教員が統一した基準で指導
＿＿＿＿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
＿・生徒指導連絡票を集計・共有し、生徒一人ひとりに応じた
＿__指導を行う。

ＰＬ　生徒指導主任
ＳＬ　学年主任 3
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総合評価
次年度への展望等

○学習面については、授業内容のわかり（解る・判る・分かる）をさらに進め、ビジネスへの興味関心を高めることが必要となる。生活記録表は、生徒自身の生活の振り返りと生活習慣・学習習慣が把握でき、個別指導において有効活用できている。考査前の学習時間と部活動の練習時間では特別活動部との連携が必要となる。資格取得の取組みは、学習時間の確保、基礎基本の定着に繋がっている。

○進路指導について、3年面接指導では7割以上の生徒が明確な進路意識を持って望んでおり成果に繋がった。今後も面接・小論文・公務員指導では年度当初より体制を整え組織的な取組を進める。ジョブシャドウイングやインターンシップの生徒満足度は高く協力企業も確保できたが、組織的運営には商業科、進路指導部、学年の連携が必要である。大商青春市場、課題研究の販売実習では、学校での学びと販売活動の関連づけができているため、今後は組織的運営の体制づくりと参加生徒数の拡大が望まれる。

○生徒指導について、校内での挨拶・服装・頭髪については改善がみられたが、校外では未だ不十分である。自転車事故は４～５月に集中しており注意喚起と指導を強化した。年間を通して身だしなみや交通マナーを含めた規範意識向上のため、全職員による校外登校指導やPTAとの連携、生徒会からの呼びかけ等を推進する。

○特別活動について　創立100周年記念事業にともない生徒会活動が活性化し、生徒主導による活動範囲が広がった。部活動等の取組みでは、地域スポーツ・文化クラブを設置したことで個人活動に対する支援体制が整備された。インターアクトクラブの立ち上げはボランティア活動への意識啓発に繋がった。校内の活動を広げるとともに地域社会との連携を推進する。

○人権教育では、人権学習や人権標語を通じて人権意識や自尊心感情の醸成に取り組んだ。健康教育では、スクールカウンセラーの配置が週1回となり生徒・職員の利用回数が増加した。発達障害・合理的配慮に関する教職員研修の開催により生徒の困りに対する理解が進んだ。

○ 人権を守ることについて、教職員・生徒の意識高揚
  を図る。自己の大切さとともに他者の大切さを理解する。

○職員が研修や「パワーアップシート」の活用を通して意識
  改革を図り、自尊感情を有する生徒の育成に努める。平和
  学習の実施、人権標語の生徒全員提出、各学期の人権
  LHRの充実等により、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、健康教育合同の職員研修会を実施(1月)　・「パワーアップシート」2回実施（7月・1月）。
　　・平和学習を実施(8/4)、感想文と人権標語の取組（生徒100％提出）
　　・人権標語入賞（大分県教育委員会１部、大分市教育委員会1部）。自尊感情の育成や人権意識の涵養を図るため人権LHR実施（全学年）。

○人権教育のLHRについて、さらなる内容の充実を図る。
　また、人権教育研修会への職員の参加を推進し、職員の人権意識の高揚を図る。

〇生徒の「悩み」・「困り」の早期発見と早期解決に努め、
 生徒理解を深める取り組みを積極的に行う。

〇生徒の「悩み」に対応するため、各種検査や調査結果を
  参考に、担任や学年・部顧問が互いに連携。スクールカウ
  ンセラーとも協力しつつ、面接や相談を行う。
〇スクールカウンセラーによる教育相談活動を、月４回の
  ペースで計画・実施する。

○生徒の「悩み」「困り」に対する対応
　　・「悩み・困り」についての検査調査の実施→　全校「悩み事、心配事調査」を全校実施(6月・2月)。　「シグマ検査」実施（１学年6月）。
　　・クラス担任による面談の実施→ 面接旬間の設置（1学期・2学期）（4月～5月100%完全実施）（8月～9月100%完全実施）
　　・スクールカウンセラーによるカウンセリングの実施→ （週１回）実施延べ回数  生徒(43件)、保護者(12件)、教職員(40件)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生徒保護者のスクールカウンセラーへの相談件数→前年度比20％増加。

○丁寧な個別指導の実施～面接旬間の活用、「聞き取り調査」や「アンケート調査」を活用した個人面談の取り組みの見直し。
　・（面談時間の確保）関係分掌（学年部・教務部）と十分に調整。
　・スクールカウンセラーと教職員・保護者との連携強化。→ 保護者の相談件数を増やす取り組みが必要。（「こころの窓」相談室だよりの発行、HPの充実）
　・関係者間の意識共有と対応に関する改善の実施。→ 不登校生を減少させる。(欠席年間30日以上生徒) 昨年比50％減。

３　特別活動の活性化により、
　心身ともに健全で自主性・
　自律性・協調性に富む人材
　の育成を図る。

①「部活動・課外活動・学校行事に自主
 的、意欲的に取り組んだ」とアンケートで
 回答する生徒の割合を８５％ 以上。
 校内・校外におけるボランティア活動に
 参加した延べ人数が、全校生徒数以上。

② 登下校中の自転車事故件数を､年間
　１０件以内。毎月の服装頭髪検査に
  おいて追指導を受ける生徒の割合が、
  各学年とも５%以下。

③ 心身の悩みや不安・心配事について
　生徒が相談できる体制をつくり、アンケ
  ートで他者に「相談できる」と回答する
  生徒の割合を95％以上に する。
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