
(別紙様式3）

総合評価
次年度への展望等

・中学校等地域からの充分な信頼が得られずH30年5月には460人まで落ち込んだ生徒数が、本年度Ⅰ・Ⅱ部で始まった「準学年制」への期待からかH31年5月には500人にまで回復した。
・年間を通しての単位修得率が、3年続けて7割を超え、本年度の73.4％は開校以来最高水準となった。指導教諭をPLとして取り組んだ授業改善も功を奏したと推察できる。
・毎週定期的に分掌会議が開催され、各分掌のチーム力がアップした。また、卒業年次ラボ担任会がタイムリーに開催されたことは、進路支援の充実化につながった（私大推薦、国公立大入試等進学や就職で成果が見られた）。
・10周年記念行事が成功裏に行われ、文化祭等の従来の学校行事も更に活性化され本校の魅力がアップした。県の生活体験発表大会で３年続けての最優秀賞を獲得する等、特活面での成果も顕著であった。
・以下の部分について分掌やPTを中心に改善を図る。
　●初めて出来る「中間年次」での総合的な探究の時間等ラボの活性化を更に進め、総探が入る「卒業年次」の準備も進め、「準学年制」のメリットを生かした生徒育成を確立する。
　●受講指導や事例検討等、生徒指導・支援に係る教員の専門性を高めるために、職員研修を更に充実させる。

学校名　　　大分県立爽風館高等学校　３部制（定時制）課程

令和元年度学校評価（　年間評価　）

１．授業等をとおして人と関わる力をつけ、人の役に立てることに喜びを感じる生徒を育成する。（自己有
用感の醸成）
２．しっかりした生活習慣と健康を管理する力をつけ、社会で自立できる生徒を育成する。（自己管理能
力・規範意識の育成）

生徒一人ひとりの個性や能力を伸長し、調和のとれた豊かな人間性を育み、社会に有為な人材
を育成する。

中期目標

・28年度からの「ビジョン再構築」が、29年度の「教務内規の改定」30年度当初「部課長制から分掌主任制への移行」を経て、３１年度Ⅰ・Ⅱ部「準学年制」の導入までが決まりハード面では再構築の方向性が定まった。・年間を通しての単位修得率が、２年続けて7割を超えた（70.7％)。授業に関連した資格取得やコンクール参加で顕著な成果があった。・文化祭や生徒総会
等の学校行事が更に活性化され、生徒自ら本校の魅力を中学校へ伝えたいという意思表明があり、それが具現化した。文化祭の中学生への公開→体験入学→入試説明会という流れで、中学生等に本校の魅力やシステムを効果的に周知できた。県の生活体験発表大会で２年続けて最優秀賞を獲得できた。・本年度から本格実施の「通級による指導」が適切に運用され、
中学校からの本校への関心が増した。来年度からⅢ部生も受講出来るようになった。SCやSSWとの連携等も含め「困り」を持つ生徒への支援の充実化が進んだ。人間関係が苦手な生徒の適応を考慮した新入生向けの「総合的な探求の時間」のプログラムが完成した。・単位修得率や学校生活満足度等、全体としての数値目標は、僅かながら達成できなかった。以下の部
分について分掌を中心に改善を図る。
　●県が転編試験の位置づけを変更したことにより「０単転入」が可能になったことや、準学年制による入学生徒の質の変化に対する、職員の対応力（ソフト面）の充実。
　●１０周年記念行事等の行事による活性化とガイダンス機能（特に進路指導）の充実化等により、生徒の満足度が上がり地域の信頼を更に強くする。

前年度評価結果の概要

学校教育目標

重点目標
ＰＬ
ＳＬ

達成(成果)指標

１．新学校システムの定着・発展を図り、組織的取組を充実させ、生徒一人ひとりの自己実現をめざす。
２．生徒指導の３機能を活かした指導方法の工夫・改善に取り組む。
３．周年行事を含む特別活動や、校内外のネットワークを活用した生徒支援の更なる充実を図る。

重点的取組 取組指標
分析・考察評価

自己評価結果

重点目標

学校関係者評価次年度の改善策
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・進学希望者に対して進路情報を的確に発信し、推薦及びAO
入試を受験させる。
・令和3年度より実施される共通テストに対して情報収集と対
応を進める。

・進学、就職とも個々の生徒の進
路支援に成果が見られる。
・地元の中小企業の方をキャリア
コーディネーターとして招聘しては
どうか。

・いじめや問題行動については、TwitterやLINEなどのＳＮＳへの書き込みに
関するトラブルが多かった。ＳＮＳの利用の仕方や情報モラルについて、理
解し実践できるように取り組んでいく。
・スクールガイドハンドブックは、常に携行させ、事あるごとに確認させて、定
着率を上げ、マナーや規範意識の醸成を図りたい。

〇出席率が2/3以上である生徒の割合が７６％であった。
〇新入ラボについて、月１回以上の定期的な新入ラボ集会や様々な協働的学習を
通じて、文化祭やラボ研究発表会を成功させることができた。
〇新入ラボ生について、自分の考えや思いを伝えること、協働すること、課題解決に
向けて意欲的に取り組むことができたと答えた生徒の割合が50%を超えた。
○来年度の中間年次ラボに向けて、受講指導に早く取りかかった。
○卒業率は83.5％であった。

〇スクールエンジン及びグループウエアの導入により、生徒情報の共有が図られ、
支援・生徒指導に活かすことができた。
○適宜ケース会議や個別相談が行われ、適切な生徒指導が行われた。

・分掌間の連絡や調整を、分掌主
任が中心となって行っている組織
改善がうかがわれる。

○文化祭テーマも含めて10周年記念式典へとつながる企画・運営がすすめられた。内容の見直しにより
来校者は250人を超え、内部・外部双方から、肯定的な感想が多く出た。
○中学校だけでなく、保護者、近隣の住民にも、通知文や横断幕の設置などを通して、アピールを継続し
て行うことができた。
○部・同好会において、表彰者の数は、のべ17分野（27名と3団体）に上り、生徒により活動の活性化を図
ることができた。

○週１回の教育相談会議を実施。11月まで3回の教育相談委員会・合理的配慮検討委員会を
実施。○7回のケース会議を実施。〇16回の外部機関とのケース会議を実施。（就労、実習
等）〇5回の保護者相談
●進路指導部を含めたケース会議や情報共有はできなかった。今後は進路指導部と協議し、
早い段階で卒業ラボ生会議に参加し就労支援に努めたい。
●「教育相談委員会兼合理的配慮検討委員会」「いじめ対策委員会」等SC,SSWがメンバーに
入っているが、日程が合わず不参加のままで会議が行われた。今後はできる限り参加できる
日程を調節したい。

・昨年度に引き続き、計画に基づいて、次の３点を着実に実施する。
①各ラボ担や部での共通理解と情報交換
②全生徒の学校行事との関わりの定着化
③学校行事に全職員で指導にあたるためのシステムづくり

○各ラボで進路学習を随時実施した。
○夏期補習と個別指導の計画・実施し、模試の受験者も１５名程度と安定してきた。
○随時、就職希望者の就職試験への応募と受験にラボ担任を中心に指導をした。

○分掌会議が毎週火曜日に定期的に実施され、分掌内の意思疎通が充分とれて
いる。
○学校行事の精選については、今年度も各学部、各分掌と連携して取り組むことが
できた。文化祭などは、全体の取り組みとして、役割分担が適切にできた。

・学校行事や生徒会活動を通じ
て、生徒が人と関わる力をつける
ことが大切。
・もっと学校の活動を、外部にア
ピールしてほしい。

・授業参観記録用紙を工夫改善の具体がわかるような記入欄に変
更し、共有しやすいようにする。
・教科内での互見授業を必ず実施するようにし、授業改善の具体的
手法を共有、検討、改善できるようにする。

ＰＬ：事務長
SL：衛生管理者
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ＰＬ：健康教育主任
SL：各部総括主任、進
路指導主任（主幹教諭）

・保護者・教職員会懇談会や研修等を各学期１
回以上実施。
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・学校アンケートの生徒の記述「自
分が愛されている。この学校でよ
かった」に見られるように、生徒一
人ひとりを認め居場所をつくる指
導・支援の成果が出ている。
・準学年制を導入した事による、有
用性や効果などを検証し、来年度
につなげてほしい。
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・各ラボチーフを中心に各分掌との連携を強化する。
・来年度の受講指導を実施しながら、今年度の改善点を明ら
かにし、次年度へつなげる。

PL：生徒指導主任
SL：各部総括主任
　　生徒指導副主任

ＰＬ：授業改善PL
　　（指導教諭）
ＳＬ：教務主任、
　　各教科主任

PL：主幹教諭
SL：指導教諭
　教務主任
　生徒指導主任
　特別活動主任
　健康教育主任
　各部総括主任
　新入年次チーフ
　情報システム担当

ＰＬ：授業改善PL
　（指導教諭）
ＳＬ：教務主任、教務研
究担当、通級担当

○保護者・教職員会の講演会・懇談会を前期に２回実施した。加えて、保護
者間のつながりの場として「Sofu café」を昨年に引き続き4回実施した。

・今後も保護者の要望や意見を聞きながら「Sofu café」の充実
を図る。
・メール配信利用家庭数の増加に向けた方策を練る。（現在
59％）

・メール配信率から、多様な家庭
の在り方が推察できる。大変だと
思うが家庭との連絡の充実化を願
う。

・分掌会議をさらに活用し、円滑な組織的活動に活かす。
・学校行事の精選を継続して進める。

・学校アンケート（保護者）に見られる
「生徒が自分で気づき自ら行動できる
ようになった」は、多くの保護者が感じ
ており、爽風館の存在意義を強く感じ
る。

・教育相談会議、委員会は現状通り実施し、SC、SSWと連携しながら
生徒理解のための話し合いを適宜行う。
・ケース会議も部や担任と連携しながら必要に応じて迅速に開催す
る。
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ＰＬ：特別活動主任
ＳＬ：各部総括主任

PL：総務・図書館主任、
総務担当

・「ねらいの明示」「振り返り」を重視し、「発問の
在り方」を改善できたとする講座の割合が対象講
座全体の2/3以上に達する。
・「かかわりあい、認め合い、学び合い」を重視し
た授業展開をした講座の割合が対象講座全体
の2/3以上に達する。
（※常勤教員が担当する講座を集計対象とする）

PL：教務主任
SL：主幹教諭、指導教
諭、生徒指導主、特別
活動主、総務・図書館
主、新入年次チーフ　各
部総括主任

・30年度より多くの生徒が参加し楽しめる内容で
の実施
・30年度より多くの中学生が文化祭の見学に来
るように周知し、見学に来た中学生が楽しんでも
らえる文化祭の企画運営

・'各学期に１回以上、新入ラボ集会を実施する。

・「スクールエンジン」の機能を生かした情報共有
システムを構築し情報共有の徹底化。情報共有
会議、ケース会議を必要に応じて実施。

・維持管理が行き届いており、瑕
疵箇所等は見受けられない。

○施設設備の安全対策については、週5回の定期巡視と併せて、集中豪雨や台風
接近時の臨時対応を確実に行った。

・安全点検を継続するとともに、危険箇所については早急に修
繕などで対処する。
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〇ラボ指導計画について、（新入ラボ）新入ラボチーフ、（中間ラボ）各ラボ担任、（卒
業ラボ）進路指導部、（Ⅲ部ラボ）Ⅲ部を中心に、今年度の実績から検討し、次年度
の計画をたてることができた。

・新入ラボ活動内容の組織的な継続を行う。中間ラボ活動内
容を探究的な過程を重視した工夫改善を行う。R３年度「卒業
ラボ」における探究的な活動の指導計画作成に向けて、職員
研修を行う。

・卒業生や実際に働いている人を
招聘して講演会などを実施しても
よいのでは。

・「ねらいの明示」と「振り返り」を授業に組み込み、「発問」の改善は
継続して取り組む。
・自己選択、自己決定、他者との意見を交流させる場面をすべての
講座で意識的に取り入れる。

・授業中の生徒の表情がよい。意
欲的に授業に参加している。

〇年間単位修得率が７３．４％であった。後期の単位修得率が７割を超え７３．０％であった。
〇「ねらいの明示」「振り返り」を重視し、「発問の在り方」を改善できたとする講座の割合は対
象講座全体の84％。「かかわりあい、認め合い、学び合い」を重視した授業展開をした講座の
割合は対象講座全体の85％。
〇定期的な教科会議等で意識統一を図られ、取り組みが推進された。また互見授業が定着
し、授業改善意識が高まった。
〇学習評価に関する校内研修は７月に実施できた。

〇校内外の巡回指導を予定通り実施した。
〇前期末までは、問題行動による特別指導が無かった。年間の特別指導件数は、昨年度に
比べて、半減した。
○入学直後に行ったスクールガイドハンドブック確認テストではで、平均点が72.1点であった。
後期に再度行った確認テストでは、平均点が78点であった。

・スクールエンジンの機能をさらに活かして生徒情報の共有を
進める。
・来年度の受講登録に向けて、スクールエンジンを活用し、ラ
ボ担任の負担を減らす。

・１０周年記念式典に参加している
生徒の態度がよかった。

・スクールエンジンやグループウエ
ア等のソフトを活かした業務効率
化は評価できる。

・ライフスキルトレーニングの授業
参観者が多いのはよい。
・授業中の生徒管理をするととも
に、授業の「めあて」を明示するこ
とも重要ではないか。

〇後期は30名、42講座の互見授業参観が行われ、特に教科内の授業参観を奨励。教科内の
授業改善の取り組みが進んだ。
・年間では延べ63名、125講座の授業参観があった。自分の授業改善に繋げようとする雰囲
気が醸成された。
○「ライフスキルトレーニング」の授業は互見授業をした教員すべてが見学した。

・施設設備の定期的な安全点検と事故の未然防
止

１．新学校システムの
定着・発展を図り、組
織的取組を充実さ
せ、生徒一人ひとり
の自己実現をめざ
す。

・出席率（出席日数／授業日数）が2/3以上
である生徒の割合が70%以上になる。
（ただし、集計から退学者及び休学者は除
く）

・卒ラボ生の卒業率が90％以上になる。

・Ⅰ・Ⅱ部で始まる準学年制に対応した下記
の学習指導計画が実施・改善される。
　(1)年次進行に沿ったホームルーム活動学
習指導計画
　(2)年次進行に沿ったキャリア教育実施計
画

・緊急対応、支援を要する生徒の情報共
有の徹底を図り、生徒支援の充実進化を
図る。

３．周年行事を含む
特別活動や、校内外
のネットワークを活用
した生徒支援の更な

る充実を図る。

・学校アンケートによる学校満足度88％以上

・文化祭見学・体験入学・入試説明会等の一
連の入学前ガイダンスのシステムが確立し、
本校の支援システムや魅力等が地域の中
学校等に周知されている。

２．生徒指導の３機能
を活かした指導方法
の工夫・改善に取り
組む。

・年間単位修得率が７1％以上になる。
　（ただし、集計から退学者及び休学者は除
く）

・迷惑行為・問題行動の前年度比５０％以上
の削減。

・スクールガイドハンドブックの理解率９０％
以上。

・「通級による指導」を授業改善や総
学（総探）の内容充実に反映させる。

・通級で実施される「ライフスキルトレーニング」
の内容の充実化。授業改善等の為に、教育職が
年間最低２回は授業参観をし、そのうち１回は通
級の参観をする。

・発達段階に応じた進学指導体制（国
公立大学、私立大学、短大、専門学
校等）を確立する。
・就労意欲を高める就職指導

・準学年制の導入に伴い、学校行事
に係る組織・運営体制の見直しを「働
き方改革」も踏まえながら実施する。

・準学年制（新入ラボ）導入を受け、新入
生の学校適応を図る入口指導の体系化と
充実化。

校外諸機関の情報を収集・蓄積し、必要に応じて
利用できる体制の構築

・年間を通してラボ活動による進路学習を実施。
新入生は「総合的な探求の時間」におけるキャリア教
育。在ラボは年間５回、卒ラボは前期で３回の進路学
習を実施。
・進学希望者への模試参加の呼びかけ。
・個別指導や補習を効果があがるように実施。

・各部において、特活担当者が特活主導行事をリード
できるように、分掌会議を毎週（最低月３回）行い、情
報の共有を行う。

・学校行事に関し、効果的なスクラップビルドを行う為
の委員会等を開催する。従来の行事の企画・準備・運

・生徒にとっても職員にとっても、安
心・安全な学校空間の創出

・家庭・保護者との連絡・相談を密に
行い、連携強化。

・「ねらいの明示」と「振り返り」を授業に組み込
む授業展開を進め、生徒の深い思考を促す
「発問」の在り方を改善する。
・「かかわりあい、認め合い、学び合い」がある
学習活動を重視した授業展開をさらに進める。
・学習評価に関する職員研修・協議を行う。

・１０周年を念頭に置いた文化祭の企
画・運営

・スクールガイドハンドブックの内容につい
ての全教職員の共通理解を前提とした諸
指導。校内外の巡回指導の継続実施し、
問題行動の未然防止及びマナーアップ

・年次ラボ（新入・中間）活動の内容の
検討、改善

・定期的に分掌会議が行われ、意見が組織的に
集約され、検討できるようにする。

・校内外の巡視を毎日ポイントを絞って実施す
る。
・スクールガイドハンドブック理解度確認テストの
実施（各学期１回）

・困りをもつ生徒に対して、SC・SSWと
の連携の下校外諸機関とのネット
ワークを築き、支援の充実化、進路指
導部と連携した就労支援の強化。


