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総合評価
次年度への展望等

重点目標１については、「表現力」の向上を目指した授業を行うことにより、授業改善を進めることができた。ただ、学習習慣の定着が十分でないことについては今後の課題である。重点目標２については、校内のみならず地域でも元気な挨拶ができ、
学校生活の満足度も高いことが成果と言える。しかし、「システム手帳」の利用は十分でなく、次年度はオリエンテーションの方法などを再検討する必要がある。重点目標３については、高い朝食摂取率は十分な成果だが、体力の向上やスマートフォ
ン使用状況の改善について、来年度は新たな方策の検討が必要である。

2学期から定期考査に「表現」の問題を出題するようになり、授
業でも表現活動が実施されている。アンケート結果より①「授業
は全般的によく理解できている」85.2％（保護者62.8％）③「考査
ごとに試験勉強を計画的に行っている」74.5％（保護者55.8％）
コースごとに合わせた授業展開や問題作成、考査平均点を設
定したことが成果となった。考査平均点については、概ね60点
～75点の範囲で作問できていたが、平均点の低い科目があっ
た。

定期考査前後の教科会議での協議が定着した。各教科で研究
授業が実施できた。指導主事を招聘した研究授業も6教科で実
施された。また、アクティブラーニングを取り入れた授業が提案
されたり、研究授業後の研究会では、「表現力」向上を目指した
授業展開に関する協議が行われ、授業改善がすすんだ。

家庭学習は課題を中心とした学習になるが、アンケートでは
「家庭学習の習慣ができている」60.0％（保護者45.1％）と保護
者が十分であると感じていない。コースによって課題の量や予
習・復習の必要性が異なるためである。年度当初に学年・教科
で課題の出題日や量を調整し、週末に偏らないようするなど工
夫が必要である。

「学習時間調査」は予定通り実施できた。定期考査前１
週間の実施なので、目標である２時間以上はどの学年
も達成できた（３年国専は平均ほぼ６時間）。集計結果も
各学年で面談等で活用できた。
「人権を尊重し行動している」割合は90％以上であった。ある程
度良好な友人関係が構築されていることが伺われ，「高校生活
に満足している」が80％以上（84.7%）であることにつながってい
ると考えられる。
公開授業では，授業の目標設定や，事前の教材の準備，理解
をより深めることが必要。それにより，授業研究もより具体的な
討議ができると思われる。

総合的な学習の時間や教育合宿での挨拶・マナー指導は計画
通りに実施した。校内外において、挨拶については、来訪者や
外部からの評価も大変高く、大変よくできていると評価できる。
アンケート結果でも生徒・保護者共に９３％が「挨拶ができてい
る」と回答しており、意識の高さもうかがえる。停止礼に取り組
む生徒も増えた。

総合的な学習の時間でのキャリア教育「大人度を上げ
る」という統一した取り組みのため、学校行事や講演会
等についてとりまとめを試みたが、初年度ということもあ
り、各分掌でのこれまでの取り組みを一本化するという
ことがなかなか軌道に乗らなかった。

アンケート「システム手帳を有効に利用できている」は37.8％と
低い結果となった。今年度よりの導入ではあったが、4月には活
用講座を実施し、毎月初めに行事予定を配付し、記入するよう
指導を行った。1月8日にシステム手帳活用講座を行い、各学年
の生徒代表が自分の手帳を見せ、活用例を紹介した。また、手
帳の機能を再度確認し、できるところから取り組んでいくよう促
した。

体育の全授業において「補強運動」を実施した。アンケート結果
により、昨年度より体力が向上したと答えた生徒は９３％以上
であった。しかし「体力診断ﾃｽﾄ」における「校種別達成率（全国
平均以上の割合）」は２５％であった。

１学期に食育講演会を実施した。アンケート調査は６月と１２月
に実施した。朝食の摂取状況や欠食理由や「食と健康」に関す
る記事をほけんだよりに掲載し、食への関心を深めるようにし
た。アンケート結果より、朝食摂取率は６月の８７%から１２月の
９４%に上昇した。あわせて、健康に関する自己管理ができてい
ると答えた生徒は87.9%であった。

・スマートフォンは、２１時以降の使用自粛だけでな
く、生徒による利用方法の改善策の策定などを取
り入れてはどうか。
・スマートフォンのアンケートは「利用度」よりも「内
容」について聞くべき。

・挨拶は校内だけでなく、地域でもできており、評価
も高い。

・特になし。

・システム手帳について、生徒が使う必要性を感じ
られるような工夫をしてほしい。

・特になし。

・特になし。

・「表現力」を向上させる取組の意義を生徒だけで
なく保護者にも理解させるべき。そのために講演会
などを開催し「表現力と社会との結びつき」を保護
者が理解できる方法を考えてはどうか。

・「アクティブラーニング」による授業はわかりやす
いという生徒の声がある。

・特になし。

・特になし。

・アンケート項目「悩みや困ったことを先生に相談し
やすい」数値がやや低い。背景を探ってほしい。

次年度の改善策
学校関係
者評価

(別紙様式２）

前年度
評価
結果の
概要

○PDCAｻｲｸﾙによる、各定期考査と授業の改善を推進した。特に、数学科においては「学習ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究会」を軸にした実践研究に取り組み、大きな成果を上げた。
○いずれの学年も学習時間は増加傾向であり、教科担当者やｸﾗｽ担任の指導が奏功していると言える。
○「体力の強化」については、昨年度より補強運動の強化を始め、本年度の校種別達成率は、大分県の16.7％に対して、本校は27.1％となり、大きな伸長を遂げた。

●より組織的にPDCAｻｲｸﾙを機能させるとともに、観点別の達成目標に沿った考査問題作成のさらなる充実が必要である。
●授業においては生徒の活動量や、思考の時間を増加させ、思考力・判断力・表現力の強化をさらに図る必要がある。
●教科会議における教員間の議論や協議の質と量を確保するとともに、指導の観点を共有し、授業改善を図ることが必要である。
●学習態度、学習方法徹底月間の強化、各科目における予習・復習や課題についてのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの充実が必要である。
●「朝食の欠食」、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・携帯電話のﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞについては、ともに保護者との連携による取組の深化がさらに必要である。

学校教育目標

「気力・気節・気尚」の“三気の校訓”のもと、志高く、
高潔な人格と見識を備え、心豊かで自主的精神に
あふれた、心身ともに逞しい人間を育成する。

1.授業改善を推進するとともに、生徒の主体的学習態度を育成する。

2.自尊感情や他者を尊重し協働する姿勢、社会の一員としての自覚や自律の態度を育成する。

3.規律ある生活態度を育成するとともに、体力、活力を向上させる。

学習活動の充実、キャリア教育と人権教育の推進、部
活動や学校行事等の充実により、知・徳・体のバラン
スのとれた生徒を育成する。

重点目標中期目標

　学校名　　大分県立高田高等学校

　実施時期　平成28年　3月

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
自己評価結果

Ⓓ年間5回以上「学習時間調査」を実施し、結果を職員
全体で共有するともに、生徒の個人面談等で活用する。

Ⓐ人権ﾎｰﾑﾙｰﾑ活動の校内公開授業研究会を年３回
実施する。

1.授業改善を推進
するとともに、生徒
の主体的学習態度
を育成する。

①「授業は全般的によく理解
できている」生徒を80％以上と
する。

②学校全体での平日の平均
学習時間を２時間以上とす
る。

③各定期考査において、全ｺｰ
ｽ・全教科の平均点を60～75
点とする。

㋑教科会議・研修によ
る授業改善を推進す
る。

㋐観点別の達成目標に
沿った考査問題を作成
する。

㋒生徒の学習時間を増
加させる。

㋑生徒のあいさつやｿｰ
ｼｬﾙｽｷﾙの向上を図る。

PL：人権・同和教
育主任

SL：学年主任

Ⓑ「ﾏﾅｰ研修会」を１年生については教育合宿で実施
し、２．３年生については、５月までに総合的な学習の時
間内に実施する。各学年でも学年集会等で年間を通じ
て指導する。

ＰＬ
ＳＬ

Ⓐ各定期考査においては、授業担当者間で「達成目
標」を明確にした上で考査問題を作成するとともに、考
査後には「考査問題報告書」を作成し、次回の考査実施
の資料とする。

Ⓑ毎週、教科会議を実施し、授業担当者間の協議を活
発化することで、授業・定期考査・課題をｾｯﾄにした学力
向上対策を洗練させる。また、各教科で「思考力・判断
力・表現力」育成を重点にした研究授業を年1回以上行
うとともに、指導教諭による公開授業研究会を３回実施
する。

Ⓒ学習態度・学習方法徹底月間を各学期始めに実施
し、各科目における予習・復習や課題についてのｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮﾝを充実させる。

Ⓓｼｽﾃﾑ手帳を有効利用させ、生徒の目標管理能力やﾒ
ﾓを取る能力、傾聴する力を向上させる。４月までに生
徒へのﾚｸﾁｬｰを実施するとともに、総合的な学習の時
間等で継続的な指導を行う。

㋐人権ﾎｰﾑﾙｰﾑ活動の
充実を図る。

㋒ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・携帯電話
の使用方法の向上を図
る。

㋑生徒の生活習慣を向
上させる。3.規律ある生活態

度を育成するととも
に、体力、活力を
向上させる。

①「体力診断ﾃｽﾄ」における
「校種別達成率（全国平均以
上の割合）」を30％以上とす
る。

②「生活習慣が確立し、健康
に関する自己管理ができてい
る」生徒を85％以上とする。

Ⓑ生徒の朝食摂取の状況調査を年２回以上実施する。
また、欠食の背景を探るとともに、PTAと連携して保護
者への啓発活動を行う。

Ⓒｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・携帯電話の使用方法の改善について、生
徒（総合的な学習の時間）・保護者（PTA総会時）に呼び
かけるとともに、PTAと連携して保護者への啓発活動を
行う。生徒の実態調査を年２回以上実施する。

㋐「青鷹ﾁｬﾚﾝｼﾞ」（体力
向上に向けた「一校一
実践」）の充実を図る。

Ⓐ体育の全授業において、実技種目の特性に応じた
「補強運動」を毎時間（10分程度）実施する。

2.自尊感情や他者
を尊重し協働する
姿勢、社会の一員
としての自覚や自
律の態度を育成す
る。

①「高田高校における学校生
活に満足している」生徒を
80％以上とする。

②「元気な挨拶ができている。
高田高校生としてのﾏﾅｰを
守っている」生徒を90％以上と
する。

③「ｼｽﾃﾑ手帳を有効に利用
できている」生徒を80％以上と
する。

㋒総合的な学習の時間
を軸にしたｷｬﾘｱ教育を
推進し、「大人度」を向
上させる。

Ⓒ月２回、「総合的な学習の時間推進委員会」を開催
し、ｷｬﾘｱ教育の質的向上を達成する。

PL：保健主任
SL：総務主任

PL：生徒指導主
任

SL：総務主任

PL：教務主任
SL：各教科主任

PL：教務主任
SL：各教科主任

PL：進路指導主
任

PL：生徒指導主
任

SL：学年主任

PL：教務主任
SL：学年主任

PL：教務主任
SL：各教科主任

PL：保健体育科
主任

PL：教育研究主
任

SL：学年主任
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生徒に対する自粛の呼びかけ、保護者に対する協力・指導の
呼びかけは計画通り実施した。その結果、７８％がスマートフォ
ン等の使用の仕方について家庭で話し合う場を持ったと回答し
ており、ある程度の効果はあったと考える。２１時以降の使用自
粛については、生徒の４３％（保護者は３７％）が「守っている」
と回答した。強制力はないので、それほど高い割合は期待でき
ないが、十分に意識付けができているとは言いがたい結果であ
る。

教科会議は次年度も時間割に組み込み、実施する。指導教
諭により研究授業の年間計画が年度当初に作成され、計画
通り実行されたので、継続していく。他教科の取り組みを参考
し、学校全体で「表現力」向上に努めるため、研究授業の時間
の調整をし、他教科の職員が参加できる環境を整える。

課題の量や出題日など細かな調整を年度当初に行
い、オリエンテーションで伝える。課題の内容や難易度
について教科で協議し、単年度ではなく教科で統一す
る方向にする。また、課題考査の扱いを検討し、長期
休暇の課題を充実させる。

定期考査前以外の調査も実施し、常日頃からの学習習慣の
定着につなげたい。さらに、調査結果を学年でしっかり分析
し、学習時間の増加につながるように活用したい。

人権が尊重された環境づくりのためのチェックリストによるチェックを
引き続き行う。
人権学習については，年間の見通しを立てて授業を計画し，早めに
題材を設定していく。分掌としても教材の紹介や，スケジュールの調
整などに関わっていく。

家庭で注意しやすい環境を作るという点では、効果があるので、次年
度以降も２１時以降の使用自粛を呼びかけて行く。生徒に対しては、
年度当初だけではなく、各学期の始業式や終業式、学年集会等でも
呼びかけて行きたい。保護者に対しては、ＰＴＡ総会時だけではなく、
メールニュースや学年通信等でも話題に取り上げ、使用自粛の指導
をお願いすると共にフィルタリングの設定についても引き続き訴えて
行きたい。

次年度も引き続き、元気な挨拶と停止礼の励行を進めていく。特に入
学直後の指導は、意識改革という点からも効果が大きい。学年やＨＲ
での活動、教育合宿等を通して、取り組む姿勢をしっかりと身に付け
させたい。また、授業の始まりや終わりの挨拶についてもきちんとした
形でできるように、年度当初から全校で取り組んで行きたい。

キャリア教育は進路指導であり、行事や授業、日常生活全て
においての意識付けが必要なため、今後も各分掌同士の連
携、協力のため検討を継続していく。

年度当初のオリエンテーションを実施するとともにHR活動や学校行事
で利用させる。1年生は教育合宿に持参させ、その場で活用させてみ
る。朝礼・終礼で記入させる。また個人面談の際に、学習状況や生活
習慣を把握するなど、クラス担任のチェックの機会を作る。

個人で自分の体力のどこが平均より下で、伸ばしたいところはどこに
あるかを把握させた上で、自分の弱い部分を向上させるような計画を
立てさせるなど、自主的に自分の体力を向上させるよう取り組ませて
いきたい。

継続的に、ほけんだよりで「食と健康」に関する情報を
掲載し、食に関する関心を深めるようにする。PTAなど
で保護者に対して、朝食の大切さについて話す。

「表現力」を向上させる取組は授業、定期考査で実施できたが、「表現
力」を向上させるためには、グループ活動など時間が必要となるた
め、授業や単元構成を検討する。また定期考査の「表現」問題の配
点・平均点にばらつきが見られた。考査問題についても、平均点が範
囲に収まるように更なる工夫をする。今後授業研究や研修等で「表
現」活動の充実を図るとともに、職員の意識統一を図る。


