
(別紙様式２） 実施時期　平成３１年３月

① 4

○2年生は、7月に大学出張講座を行い、学部学科についての知見を深めた。１年
生は卒業生によるウェルカム先輩講座を開催し、進路選択や職業観の育成の一
助となった。
○校内実力考査、各種模擬試験等の結果を分析し、東京大学や難関大学志望者
層の発掘及び育成を進路検討会や面接等を通じて実施した。
○「進路だより」を予定通り発行した。内容は、入試動向･進路選択情報等や実力
考査の意義・意識付けや各教科による講評をまとめたもので、生徒の学習意欲を
一層喚起した。
○３年生対象のBｺｰｽ、文Ｃｺｰｽ、医学部希望者に、ｺｰｽや志望の特性に応じ集会
を複数回実施した。

〇進路HRや進路だよりを通して、入試動向や受験手続、文理
選択・コース選択についての適切な情報の提供を行う。
○1・2年対象の進路講演会については､学年ごとの進路選択に
係わるﾃｰﾏを設定して実施する。
○「進路だより」の内容の更なる充実を図る。
〇2学年での東大志望者を増加させるために、オープンキャン
パスや講演会等仕掛けづくりの精選をする必要がある。
〇探究活動のプロセスを教科横断で共有することで、論理的思
考力・批判力を育成し、未知の課題に対応できる人材の育成を
図る。

② 4

○定期的な学習時間調査を受け、学年部と進路指導部で学習状況の分析を行
い、教科ﾊﾞﾗﾝｽ等を検討し調整した。
○進路検討会を全学年で実施し、学年団で共通理解を図りながら、3者面談や家
庭訪問を実施した。9月以降、1･2年生はｺｰｽ選択、3年生は進路決定の面談を随
時実施した。
○実力考査の作問及び授業での活用のため、各教科で東大、九大等の入試問題
研究を実施した。
○2学期以降、放課後学習や休日登校する3年生が増加した。

〇1･2年次には、英数国を中心に、学年･教科で共通理解をは
かりながら教科バランスや課題量の調整を進め、効果的な知
識・技能の習得を図る。
〇3年生は、放課後の自主学習に加え、冬季休業中や３学期
の休日登校を勧める。
〇１年生で最難関大学説明会を実施し、進路に対する高い意
識を持った生徒集団の育成を図る。
○模試や校内実力考査、家庭学習時間の結果を分析し、個に
応じた学習指導、進路指導の在り方を検討する。

③ 4

〇(1)基礎基本の定着（95.1％）、(2)基礎基本の活用と思考力の育成（91.5％）、(3)
対話的学びによる思考力の深化（93.2％）の徹底を図り、全職員共通認識のもと授
業改善に取り組んだ。
○7教科のべ25名が研究授業を行い、指導主事を招聘し授業研究会を実施した。
また、11月に全職員による教科横断型の授業研究会を実施した。
○互見授業や授業アンケートの分析等を行うことで、ワンステップアップのための
授業改善に組織的に取り組んだ。
○授業改善検討委員会を設置し、３回会議を開き研究授業や授業研究会につい
て協議した。
○年間を通じて模試反省会や校内実力考査の分析会を実施し、各教科の抱える
課題を明らかにし、その対応について職員の共通理解を図った。

○研究授業、授業アンケートを振り返り、毎週の教科会議で更
に協議を深め、組織的な授業改善に取り組む。
○大学入試問題研究に継続的に取り組み、進路指導や作問、
授業改善に活用する。
○実力考査の分析を教科全体で行い、大学入試問題研究とリ
ンクさせることで、生徒に付けたい資質・能力を共有し、授業改
善に活用する。
○2学期以降の模試分析会では、全国の状況と比較し、各学年
の課題を明確にすることで組織的な対応を行う。
○校内考査の結果を積極的に活用した進路分析会を行う。
○文理やコースの特性、個の志望に応じた授業、土曜講座、セ
ンター試験後の講座、添削を実施し、きめの細かい指導を行
う。

④ 3

○生活委員が中心となり挨拶運動を実施した。また、教職員が率先して挨拶を行う
ように呼び掛けた。校内での挨拶は概ね行えているが、挨拶をする生徒の固定化
がみられた。
○環境委員がポスターを作成するなどして清掃の呼びかけを行い、概ね主体的に
清掃へ取り組めたが、学年やクラスにより差がみられた。
○生活委員が2週間に1回の割合で自転車の二重ロック点検を行った。一学期は
二重ロックの割合が高かったが、二学期は低下した。
○登校時の自動車送迎に関しての苦情が多かったため、一学期に各クラスに配布
した注意事項を、全学年PTAで保護者に配布し、後日全生徒にも配布し周知徹底
を図った。
○5・7・10・11・2月の定期考査時に教職員による下校指導を実施した。歩きスマホ
や並進などの違反はなかった。
〇自転車事故は、４５件➝３６件（1月末対昨年度）と２０％減少している。

○挨拶運動の意義・目的を確認することで、生活委員を中心に
意識の向上を図り、全校生徒が進んで挨拶できる気風を醸成
する。教職員が率先して挨拶を行い、生徒の意識を変える。
○環境委員長を中心に清掃時間中の見回りを行い、現状を把
握し、気づいた点をクラスに連絡してもらうなどして、生徒発信
型の主体的な清掃活動の実践を行う。
○自転車盗難防止のため、生活委員を中心に二重ロックの啓
発活動を継続する。また、交通マナーアップに向けた取り組み
も新たに考えて行う。
○並進禁止など下校時の交通マナーアップのために、定期考
査中だけでなく、適宜下校指導を実施する。

⑤ 3

〇図書館で授業を行うことは現実的ではなく、各教科にも依頼しにくい。
○「大分上野丘の必読図書30選」から春期・夏期の読書感想文を書かせ、各学年
最優秀賞1編、優秀賞2編、優良賞3編を決定した。
〇「クラス文庫」を作り、各クラスに数冊ずつ一定期間貸し出す取り組みを始めた。
図書委員の活動としても大変よく機能している。
○図書館通信である「上高ライブラリー」、「新着図書案内」等は広く読まれており、
読書に関心を持たせる大きな手段となっている。貸出冊数は昨年度1年間の冊数
を超えており（個人貸出冊数 1925→3829 １月末対昨年度）、多くの生徒に活用さ
れている。
〇芸術文化体験教室を通じて、感性を磨く機会を設けることができた。

○生徒の欲求に合わせた書籍を入れ、図書館を一層親しみや
すい空間にするよう、工夫・改善をする。時間を限定して西側の
入り口からも入退場できるようにする。
○「クラス文庫」を一層充実させ、一定期間ごとに書籍をロー
テーションする中で、生徒へ読書喚起をする。
○教科と連絡を取り、図書館の書籍を授業の中で活用しやす
いような仕組みを作る。
〇来年度以降も芸術的文化的体験をする機会を設定する。

⑥ 3

〇部活動への入部率(113%[兼部を含む]）、学習との両立（80.5%）、部活動などを通
じた自主性の育成（71.2%）。
〇校時の変更に伴い活動終了時間が早まったが、どの部も規定を守り、短時間で
効果の上がる練習をこころがけた。
〇高校総体や新人戦等ではどの部も力を発揮し多くの部が上位入賞を果たした。
〇文化部発表会ではどの部も充分な準備を重ね質の高い発表を行った。
〇文化部において全国総合文化祭に出場する部が増え、出場部数は県下でもトッ
プレベルとなっている。
〇集会時の整列指導や校歌指導、挨拶運動などで、団長をはじめとする団スタッ
フが主体的にリーダーシップを発揮した。
〇生徒会、専門委員会は年間に４つ以上の新しいプロジェクトを実施し、積極的に
活動したが、教員による指導も必要な部分もあった。
〇丘友祭のＨＲ企画については、各クラスの企画審査会を２回行い適宜アドバイス
を行った。

〇休養日を設けることや練習時間を確認し、生徒の健康管理
や学習時間の確保に努める。
〇文化部には文化祭において積極的に発表に参加できるよう
に支援する。
〇部・同好会などの各種大会の成績をタイムリーに周知させる
方法を検討する。
〇団活動が団長のみの活動にならないように、団集会や活動
の在り方について提案する。
〇生徒会、専門委員会の新しいプロジェクト成果を半期終了時
に検証し、より良いものへと改善し継続的な活動を目指す。
〇丘友祭のＨＲ企画においては活動ルールを守らせ、適正な
審査が行われるように努める。

⑦ 3

○ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰと連携しながら、教育相談の充実を図っている。生徒だけでなく保
護者にもｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを実施した。
○１１月に生徒・職員向けのストレスマネジメントの校内研修を実施した。
○保健活動は、養護教諭を中心に周到な準備を行い円滑に実施できた。
○不登校対策は、早期の実態把握を行い、教育相談の班会議（定例）やケース会
議（２３回実施）で原因の分析や対策を協議し、関係者との密な連携に努めた。
○「保健だより」を定期的に発行した。
○生徒アンケートを実施し、HR担任・学年に還元した。

○学年と連携しケース会議を効果的に行う。家庭訪問や保護
者面談、学年会議にも教育相談班が立ち会い、今後の指導方
法などについて積極的に関わるようにする。
〇初動において不登校の兆候を見逃さないように、学年部と連
携して未然防止に向け情報の共有を図る。
○3学期以降も保護者向けの情報発信を継続する。
○ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄ研修を継続して実施する。

(4) ⑧ 4 4

〇3年生の課題研究発表会を7月末に、１・２年生の成果発表会を1月末に実施し
た。代表生徒の英語によるプレゼンを通して研究成果を発信することができた。生
徒アンケートによると「論理的思考力を身につけることができた」（3年生95%、1年生
82%）、「ＡＰＵ国際学生とのディスカッションで英語力が向上した」（3年生83％、1年
生82%）との回答を得ることができた。
○大分大学との連携を開始し、実際にキャンパスを訪問し1年生32班に対してレ
ポートの指導をして頂いた。
〇夏季休業を利用して、県内フィールドワークを実施した。研究対象となる地域や
施設を実際に訪問することで、生徒のレポート内容が一層充実した。
〇2年生SGHコース生徒は11月にAPUで、フィールドワークとレポート指導を受け
た。各班とも修正点を指導して頂き、レポート作成に反映させた。　また、英語表現
Ⅱの時間をベースにした授業では、高いレベルの表現活動ができている。
〇県内英語ディベート大会において、本校代表チームが大分県予選で2位となり、
九州大会への進出を果たした。
〇SGHの活動の様子をHPや通信を通じて外部に発信できた。
〇学校ＨＰの更新は210回（1月末現在）で、学校の様子や連絡を適宜行うことがで
きた。

〇新1年生を対象とした「総合的な探究の時間」において、SGH
で取り組んできた問題解決型の授業スタイルを継承し、教科横
断型の指導を更に進める。
〇レポート作成において、班内での役割分担を明確にし、一部
の生徒に負担が偏らないような体制を作る。
〇校内発表会を通じて、日本語及び英語のプレゼン力の質の
向上を図る。
〇生徒の論理的思考力や英語表現能力の向上のため、ディス
カッション型授業を更に推進する。
〇次年度の「総合的な探究の時間」の次のステップである「進
路別専門分野の研究」の指導計画を策定する。

「生徒は、世界に目を向けると同時に、日本や大分
のことを学ぼうとする意欲を身に付けている。」
（Ｈ29 3.4→3.1）
「学校は、ホームページや授業公開等により、適切
かつタイムリーに学校の情報を発信している。」
（H29 3.5→3.7）

○フィールドワークやＡＰＵ学生との英語ディスカッ
ションやレポート作成に楽しみながら真剣に取り組
んでいる。
○生徒の活動を見ると一部の生徒だけでなく誰も
がグローバル・リーダーになれる資質があると思い
ました。また、そのような機会や体験を行う機会を
提供することはとても大切であると思いました。
○修学旅行で現地の学生と英語でたくさん会話が
でき貴重な体験ができた。日々の活動の積み重ね
の成果であると思う。
▲1年生のＡＰＵ学生との交流はメモをとることに必
死な生徒がいた。「話す時間」と「まとめる時間」と
を分けるとよいと感じた。
□海外留学や海外大学進学にも一層目を向けて
ほしい。そのため、海外留学やその後の具体的な
職業選択などの情報を提供していくことも重要であ
る。

総合評価
次年度への

展望等

学校教育目標及び、重点目標を達成すべく、各分掌主任が中心となり全教職員で取り組んだ。その結果、本校の使命の１つである生徒の進路達成に向けて、学校関係者からの評価は、非常に高いものであった。また、ＳＧＨの活動については、文科省指定の最終年度を迎えたが、前年度の取り組みを深化発展させることができており、課題研究の質や成果発表会のパフォーマンスへの評価は非常に高かった。ＳＧＨで取り組
んできた問題解決型の授業スタイルを継承・発展させ、深い学びの実現に向けた授業改善につなげることや、読書活動や奉仕活動等の充実、交通マナーのアップなどに更に取り組むことで、「実力と気品とたくましさ」の体現に向けた取り組みを深化させることが次年度の課題になっている。保護者・地域の協力を得ながら、さらなる改善・向上を目指す必要がある。

「生徒は、自己の進路目標を設定し、そ
の実現に向けてよく努力している。」
（H29 3.4→3.4）
　
「学校は、生徒の進路希望達成に向け、
全教科で高い水準の授業を行ってい
る。」
（H29 3.6→3.6）

○土曜講座や課題は学校で指導されて
いて努力している。
○朝学習が中止になっても高い意識を
持って早く登校し学習に取り組んでい
る。
○進路便りは各教科の講評が詳細でよ
い。１年生が同じ目標の大学を目指す３
年生と交流できる機会があると更に意
欲が喚起されると思います。
○本人が進路に悩んでいるとき、いつも
担任の先生が相談にのってくれていま
す。気軽に声がかけやすい雰囲気を
作っていただきありがとうございます。
○学校での指導を担任やその他の先生
方がとても真剣に取り組んでいる様子を
子どもからよく聞きます。
▲部活動と課題に追われ自主的な学習
にとれる時間がないのが現状です。

□知識伝達型の授業だけでなく、アク
ティブ・ラーニングの視点を取り入れた
授業改善及び教科横断型の授業研究
が行われている点がよい。

「生徒は、学校家庭や地域において、あい さつ
がよくできている。」    （H29 3.3→3.1）
「生徒は、学校や家庭において、積極的に清掃
に取り組んでおり、環境整備ができている。」
（H29 3.0→3.0）
「生徒は、学校図書館等を活用し、積極的に読
書に取り組んでいる。」
 （H29 2.7→2.5）

○あいさつや振る舞いにとても気品のある生徒
が多いと思う。
○校内は一昨年、昨年に比べ清掃が行き届い
ていると感じます。
▲登下校時に、下り坂を右側通行で自転車で下
る姿を見かけることがある。ＰＴＡが地域と連携
し通学路に立って声かけの活動などを行っても
よいと思う。イヤホンなどを着用した運転もよく
見かける。
▲素晴らしい図書館なので、今後も積極的に活
用してほしい。
▲子どもが本を読んでいる姿を見たことがない。
□表現力・深い読解力・論理的思考力の育成や
人生に迷った時などに読書をする習慣を身につ
けていることは大切である。
□必読書30選は、在学中だけでなく人生の様々
な段階で深い学びと気づきを与えてくれる。

「生徒は、部活動に積極的に取り組み、部活
動における時間が充実している。」
（H29 3.6→3.5）

「生徒は、ボランティア活動に積極的に取り
組むなど、利他の精神を身につけている。」
（H29 2.9→2.9）

「学校は、高いカウンセリングマインドをもち、
教育相談機能を充実させている」
（H289 3.4→3.3）

○運動部も文化部も活動が積極的であると
思った。
○校内の至る所に文化部の作品や発表の
掲示物があり、活動の様子がわかってとても
素晴らしいと感じた。
▲帰宅後の時間の使い方に改善の余地が
ある。

□スマホ利用と生活習慣、学力については
因果関係があると思われるので、小・中・高
の各段階でメディアリテラシー教育などの啓
発活動をする必要がある。

PL：生徒指導主
任
SL：特別活動主
任
SL：教務主任
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◇深い教養につながる読書の奨励
→入学時図書館オリエンテーションの実施、読書感想文コンクールの実施、「図書館
だより」の発行（年3回以上）。
◇「上野丘必読図書30選」の奨励（課題図書の指定）
◇図書館を利用した教科指導（授業）の充実（各教科1回以上）→自ら文献を用いて学
習する習慣の定着
◇感性を育む取組の強化→全校生徒対象の芸術文化体験教室実施（本年度 観劇）
（年1回）

「生徒は、自己の進路目標を設定し、その実現に向けてよく努力し
ている。」
（H28　３．４）→（H29　３．４）→３．５以上
　
「学校は、生徒の進路希望達成に向け、全教科で高い水準の授業
を行っている。」
（H28　３．６）→（H29　３．６）→３．５以上の維持

(1)授業を通じて基礎基本が定着していると感じる生徒８０％以上。
(2)基礎基本を使って応用問題を解いたりすることで思考力を鍛え
る機会があると感じる生徒７０％以上。
(3)自分の考えを発表したり、お互いの意見を聞きながら学び合うこ
とで、自分の思考が深まっていると感じる生徒７０％以上。
(4)東大志望候補者　…　1年次：70名、2年次：50名、3年次：30名

(1)
キャリア教育の充実と志を達成
するための学力の育成

◇進路講演会（年2回）、ウェルカム先輩講座（1年2学期）、大学出張講座(2年1学期)
等、系統的な学部学科研究の実施
◇志望に応じた細やかな進路ガイダンスの徹底
→進路だより【入試動向・学問領域、進路選択情報の紹介】（各学年5回以上）、コース
別集会の実施、進路検討会の実施(年2回以上）
◇教科指導を通してのキャリア教育とグローバル人材育成の実践（1･2学年の「課題
研究」及び全教科で実施）
◇保護者対象の進路講演会の実施（1・2年生各1回）

◇研究授業及び授業研究会の実施（1・2学期で計2回）、相互授業観察・評価の実施
（年2回）
◇授業アンケートを活用した授業改善　（年2回、6月：授業の課題改善点の設定　10
月：成果検証）
◇大学入試問題研究や作問力向上への取組（各種研究会・教育セミナーへ各教科か
ら参加）
→大学別講座、難関大個別添削に対応した教科指導力の向上と進路指導に活かせ
る実力考査問題の作成
◇教科・学年の模試分析会の深化・充実　（年3回以上）

「生徒は、学校家庭や地域において、あい さつがよくできている。」
（H28　３．２）→（H29　３．３）→３．３以上
「生徒は、学校や家庭において、積極的に清掃に取り組んでおり、
環境整備ができている。」
（H28　２．８）→（H29　３．０）→３．０以上
「生徒は、学校図書館等を活用し、積極的に読書に取り組んでい
る。」
（H28　２．５）→（H29　２．７）→３．０以上

・自転車事故件数前年度比２０％減。
・図書館利用者数前年度比１０％増。

(2)
あいさつ、清掃、ルール・マ
ナーの徹底と教養の醸成

平成３０年度学校評価（　年間評価　）

    学校名　　　　　　　　        　大分県立大分上野丘高等学校

前年度評価
結果の概要

学校教育目標及び、重点目標を達成すべく、各分掌主任が中心となり全教職員で取り組んだ。その結果、本校の使命の１つである生徒の進路達成に向けて、学校関係者および第三者からの評価は、非常に高いものであった。また、ＳＧＨの活動については５年目をむかえたが、前年度までの取り組みを深化発展させることができており、課題研究の質や成果発表会のパフォーマンスへ
の評価は非常に高かった。保護者・地域からの本校への高い期待もあり、読書活動や奉仕活動等の充実も次年度の課題になっている。保護者・地域の協力を得ながら、さらなる改善・向上を目指す必要がある。

学校教育目標 中期目標 重点目標

「質実剛健」の伝統ある校風に立脚し、「実力と気品とたくましさ」を養い、自由と平等を尊重し真理と正義を愛
する、自主的精神に富む心身ともに健全な人間の育成に努める。

キャリア形成に向け校訓「実力と気品とたくましさ」を体現するとともに、多文化共生の視点をもって主体的
に考え発信のできるグローバル･リーダーとして活躍できる資質を持ち自己を確立した生徒を育成する。

１　「実力と気品とたくましさ」の体現を図る　　　２　「グローバル・リーダー」の育成を図る

重点目標
達成(成果)指標

(上段：外部アンケート評価項目による：４点満点）
（下段：学校の達成指標）

重　点　的　取　組 取　組　指　標
ＰＬ
ＳＬ

学校関係者評価
分析・考察評価

自己評価結果
次年度の改善策

１　「実力と気品とたくま
しさ」の体現を図る

「生徒は、部活動に積極的に取り組み、部活動における時間が充
実している。」
（H28　３．６）→（H29　３．６）→３．７以上

「生徒は、ボランティア活動に積極的に取り組むなど、利他の精神
を身につけている。」
（H28　２．８）→（H29　２．９）→３．０以上

「学校は、高いカウンセリングマインドをもち、教育相談機能を充実
させている」
（H28  ３．３）→（H29　３．４）→３．５以上

・学習と部活動の両立（文武不岐）を達成していると感じる生徒８
０％以上。
・部活動や生徒会活動を通じて自主性が身についたと感じる生徒
７０％以上。

(3)
部・生徒会活動の充実とリー
ダーシップの涵養

◇文武不岐を目指す部活動の加入推進　（加入率90％以上）
◇短時間で効果的な練習への改善（改善の共有：学期2回）
◇文化部活動の成果発表の改善・充実（年2回：文化部発表会、文化祭）
◇団活動による学校行事の推進（年10回以上）
◇生徒会執行部・専門委員会の活性化→新プロジェクト開拓（2つ以内）
◇担任会・部顧問会議を通してのＨＲ及び部活動のマネジメント（担任会毎週、部顧問
会学期に2回以上）
◇丘友祭のＨＲ企画の充実を図る。

◇学習時間調査および面談の計画的かつ効果的な実施（長期休業・考査前後）
◇志望に応じた細やかな学習ガイダンスの徹底
→進路だより【学習状況分析及び学習指針の提示（各種模試・各校内考査毎）】の発
行(年3回以上）
◇自学のすすめの徹底（放課後、自学ｽﾍﾟｰｽでの自主学習に参加する3年生徒の割
合70％以上）

◇「上野丘のあいさつ運動」【生徒会・部同好会・教職員参加で心を込めたあいさつ奨
励】（定期的）
◇「考えて行う清掃・自らが気づき動く 校内美化活動」の徹底→生徒会の美化意識高
揚企画の実施（年3回＋適宜）
◇トイレクリーンアップ作戦等、生徒主体のボランティアによる美化活動実施
◇地域清掃活動年2回以上。
◇生徒会（生活委員会）主導の「交通ルール遵守・交通マナーアップ」推進運動実施
（年3回＋適宜）
◇自転車交通安全教室を自動車学校で開催（1年生1回）。
◇全校一斉下校指導の実施（定期考査時・年4回）
◇全職員による登校指導（４・５月＋適宜）

２　「グローバル・リー
ダー」の育成を図る

「生徒は、世界に目を向けると同時に、日本や大分のことを学ぼうと
する意欲を身に付けている。」
（Ｈ28　３．２）→（H29　３．４）→３．４以上
「学校は、ホームページや授業公開等により、適切かつタイムリーに
学校の情報を発信している。」
（H28　３．４）→（H29　３．５）→３．５以上の維持

・グローバル人材としての素養を身につけたと感じる生徒７０％以
上。

論理的思考力・批判力を育成
する課題研究の充実

◇ディスカッション型授業を単元に1回以上実施。
◇英文による探究型研究レポートの作成。
◇ＳＧＨ事業の成果を外部へ発信（ＨＰ随時掲載、発表会年2回開催）。
◇海外教育旅行団の年1回以上の受け入れと交流。
◇グローバルコミュニケーション部を中心とした、各種英語大会への積極的参加。
◇グローバルに活躍する企業・人材による講演会年3回以上。

PL：SGH推進主
任
SL：教務主任
SL：広報・庶務主
任

PL：特別活動主
任
SL：生徒指導主
任
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◇「合理的配慮の提供」を遺漏なく実施。
◇教職員に対して教育相談研修の実施。
◇教育相談活動の保護者のへ発信。
◇ピアサポート研修を関係機関と連携し年5回実施。
◇ウエサポルームを5～3月開設。
◇不登校生徒の早期把握、ケース会議の随時開催。
◇スクールカウンセラーとの情報共有（ＳＣ勤務日に開催）。
◇「保健だより」を月1回以上発行（自己管理能力や行事における保健活動の充実）。

PL：進路指導主
任
SL：教務主任
SL：SGH推進主
任
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