
前年度評価結果の概要

分析・考察

・３年間を見通した的確な進
　路指導による学習意欲の
　向上

・年５回の学習時間調査で、生徒の学習状況を把握し、問題点を
　各教科担当で分析してきめ細かい学習指導を実施する。
・年３回外部模試分析検討会を実施する。
・外部模試を活用した学習指導のための研修を実施する。

  PL 進路指導主任
  SL 教務主任 ３

・学習時間調査については予定通り実施できた。模試反省会、学年ＰＴ
Ａなどでもデータを活用することが出来ている。生徒の実情が改善した
かどうかが課題である。
・模試反省会は計画通り実施できた。その後の教科の取組にも活用さ
れている。

学業面での成績の伸びは素晴らし
い。「的確な進路指導」に対する分
析等があるとよい。

・主体的な学習者へ転換させ
　るための授業改革の実施

・考査範囲の発表に合わせて学習計画を立てさせ、その実施状
　況を学習時間調査で確認し、指導することで、計画→実践の習
　慣付けを図る。
・重点的取組を目標にした研究授業を各教科１回以上実施する。

  PL 教務主任
  SL 進路指導主任 ３

・学校生活アンケート（１２月実施）によれば、「計画的に家庭学習に取
り組んでいる」と答えた割合が53.3％で、昨年度同時期より5.6ポイント
アップした。また、「授業に充実感を感じる」と答えた割合が86.6％で、
昨年度同時期より5.8ポイントアップした。
・授業改善のスクールプランとマイプラン（職員）のもと取り組んだ成果
がアンケート結果からうかがえる。

自己評価のとおりである。

・体験的な学習を実施し、主
　体的に自己の将来を考える
　生徒の育成

・体験型、主体的行動を促す「総合的な学習の時間」をとおして、
　職業観を育成し、社会と自分の関わりを考えさせ、また自分の
　意見をまとめ発表する力をつける。

  PL 進路指導主任
  SL 教務主任 ３

・1年の臼杵市内企業訪問による社会体験、および2年の出前講座な
ど、職業観、将来の進路展望など身につけさせることが出来た。1年の
最終的な研究発表「臼杵いきいきプラン」もうまくまとめることが出来
た。

「臼杵いきいきプラン」は、地域を
巻き込みながらの取組がすばらし
い。

・生徒のコミュニケーションス
　キルの向上と分掌連携によ
　る相談支援体制の強化

・構成的グループエンカウンターやピアサポートなどの取り組み
　による仲間・集団づくりの推進。
・いじめアンケートや教育相談アンケート・心理検査等の結果か
　ら、支援が必要な生徒を早期に発見し、職員間で情報を共有
　しながら協力して支援にあたる。

　PL 保健相談主任
　SL 生徒指導主任
　　　人権教育主任

４

・今年度より1年生対象の心理検査（ＱＵテスト）を年2回実施し、より効
果的な集団づくりに役立てるとともに、生徒の心の変遷を把握し、次年
度の担任への引き継ぎ資料とした。
・面接に役立つよう、面接旬間前に「教育相談アンケート」を年２回実施
した。
・不登校傾向の生徒の欠席等の経過を把握し、スクールカウンセラーと
共に保護者やクラス担任、学年への支援を行った。

様々な取組が退学・転学者の少な
さにつながっている。

・人権意識の高揚による情報
　セキュリティモラルの向上

・各学期１回の特設人権HRA、および全校一斉人権学習講演会
　を通じて、生徒と職員がともに人権について学び、理解を深め
  る。
・情報セキュリティモラル研修会を、生徒・保護者・職員に対して、
　年度初めに実施する。

  PL 生徒指導主任
  SL 人権教育主任 ３

・年３回の人権ＨＲＡは、各学年とも入念な事前打ち合わせにより実施
され、目標は十分に達成できた。
・２学期に保健相談部と共催で「薬物乱用防止講座」を実施した。アン
ケート結果から、すべての生徒がこの問題を他人事ではなく自分の問
題として捉えており、興味・関心も極めて高い。

自己評価のとおりである。

・PTA、生徒会、教職員協働
　による啓発活動の実施

･臼高だよりやPTA広報紙(年２回)、ホームページを利用し、協働
　による啓発活動を行い、帰属意識の高揚を図る。

　PL 総務主任
　SL 特別活動主任 ４

・ＰＴＡ新聞は予定通り年2回発行。行事に関する写真を多数掲載する
など、保護者のニーズに配慮した誌面の充実を図ることができた。また
別途職員紹介号も発行した。さらに臼杵市広報誌に「臼杵高校通信」を
年6回掲載し、地域の方々へも広報することができた。
・ホームページの更新回数も600回を越えるなど昨年度よりさらに増加
し、全校生徒のいきいきとした活動の様子を発信できた。

PTA活動が盛んで素晴らしいので
PTAに関する取組項目を設けてみ
てはどうか。

・進路通信の発行と地域の方
　や同窓生を招いての進路
　講演会の開催

・年10回「楠若葉」を発行し、卒業生の活躍なども紹介しながら生
　徒の進路意識を高めるとともに、保護者に本校の進路指導に
  ついて理解してもらう。また、ホームページに掲載し、地域の方
  や中学生にも情報を発信する。
・1年総学「職業人に学ぶ」「臼杵いきいきプラン」で同窓生や地域
　の方に講演や説明をしてもらう。また、地域愛を育むために、生
　徒が「臼杵」について深く調べ知る。

  PL 進路指導主任
  SL 教務主任 ３

・進路通信は発行回数は目標に至らなかったものの、内容的には進路
啓発につながらせることが出来た。
・「臼杵いきいきプラン」は、臼高の総学のスタイルとして、定着しつつあ
る。今後とも継続していきたい。

自己評価のとおりである。

・地域行事への参加や中高
　交流活動の実施

・生徒会役員を中心に地域行事への積極的な参加や学習サ
　ポーター、清掃活動等を通して中学校との交流を推進する。

　PL 特別活動主任
　SL 教務主任 ３

・生徒会役員を中心に多くの有志による「うすき竹宵」に参加（オブジェ
作成・観光ボランティア等）を通して地域行事への積極的参加ができ
た。
・臼杵駅周辺清掃活動や鎮南山清掃登山等のボランティア活動に多く
の生徒が参加した。

地域行事への参加が積極的であ
るので評価が４でもよい。

・地域と連携した防犯体制の
　確立と、交通安全指導の実
　施
・継続した防災教育の実践

・地域住民との連絡を密にして、生徒の安全・安心な学校生活を
　推進する。
・月に一度のペースで、地域・近隣小中学校とともに、交通安全
　指導と挨拶の励行指導を実施する。
・昨年度確立した「防災避難訓練」や「防災講演会」に継続して取
　り組む。

  PL 生徒指導主任
  SL 特別活動主任 ４

・昨年度から始めた抜き打ちの防災避難訓練を昼休みに実施するな
ど、様々な状況下を想定して、より実践的な訓練ができた。防災アドバ
イザーとして、板井幸則氏のサポートを受けながら、教職員と生徒の意
識の高揚が図れた。
・文部科学大臣表彰を受けて、学校全体でさらに防災に取り組む意識
が高まってきた。
・交通安全指導は、予定通り実施することができた。
・「防災講演会」を年間行事に組み込むことができた。

「抜き打ちの防災訓練」など取組が
大変すばらしく、他の学校の模範と
なっている。

総合評価
次年度への展望等

学校全体の「個」と「集団」を大切にするさまざまな取組の成果により「学校が好き」の割合は90%超。生徒の頑張りを前面に出す、学校ホームページで学校の様子をリアルタイムに伝えるなどの取組により、保護者・地域からも厚い信頼をいただいている。
生徒が地域の人材に学び、地域の人々と交流する機会をさらに充実することで、地域との連携を一層推進し、臼杵高校でしかできない教育を工夫していきたい。

平成２７年度学校評価　（　年間評価　）
　　学校名　　　大分県立臼杵高等学校

　○ 習熟度別クラス編成や英語・数学の習熟度別授業等により、生徒の多様な学力レベルや進路希望にきめ細やかに対応し、授業の満足度も高まっている。
　○ 学校行事や生徒会活動等の特別活動や部活動が充実してきており、帰属意識の高い集団づくりを進めることができている。
　● 生徒の自主性をはぐくみ、学習に対しても主体的に取り組む姿勢を育成するための指導をさらに工夫していく必要がある。
　● 地域との連携をさらに深め、地域の人材に学び、資源を活用することで進路意識や人間力の向上を図っていきたい。

学 校 教 育 目 標 重 点 目 標

達成（成果）指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

学校関係者評価

中学校・地域・保護
者とのさらなる連携
強化

○進路情報の共有化
  ・進路通信を年１０回発行
  ・進路講演会や「総合的な学習
　　の時間」で学期に１回は地域
　　や同窓会の方の話を聞く機
　　会を設ける。

○満足度指標（アンケートによる）

 ・参加生徒及び参加中学生が
　　「参加して良かった」と答え
　　る割合が８０％以上。

・進路通信に関してはさらに内容を充実させてい
きたい。
・「臼杵いきいきプラン」は、さらに地域との連携
をはかり臼高のスタンダードとしていきたい。

・生徒会主導での活動は次年度も継続・発展さ
せていきたい。
・地元中学校との共催活動が増やせるよう努力
したい。

・防災教育に取り組む最初の２年間は成功し
た。３年目に継続させるとともに、日常的に防災
意識を高めることに取り組みたい。
・道路交通法の改正により、自転車に関する交
通安全意識が高まっている。法規の改正に遅れ
ないように、安全指導を徹底したい。

中 期 目 標

　（１） 学力の向上による進路希望達成
　（２） 自主・自律による豊かな人間性の育成
　（３） 中学校・地域・保護者との連携による魅力ある学校づくり

所属感の強い集団
づくりの推進

○満足度指標（アンケートによる）

　・「臼杵高校が好きだ」「学級が
　　好きだ」と答える生徒の割合
　　が増加する。
　・研修会や講演会等の事後の
　　アンケートで「良かった」と答
　　える割合が８０％以上

○努力指標（職員向け）
 　・学校でのあらゆる場面を通
　　して、生徒理解に努め、サポ
　　ートができている。

・来年度以降も1年生対象の「ＱＵテスト」を年2
回実施し、2回目の資料を次年度へと引き継ぎ、
担任が面談する際の一助としたい。
・不登校傾向の生徒については、引き続きクラス
担任や学年と情報交換を密にし、改善に向けて
の支援を行っていく。

・ＨＲＡを実施する上で、他校の指導案も参考に
して、より効果的な資料作成を検討したい。
・薬物乱用防止講座の事後アンケートの内容を
次年度の講座で活用していただきたい。

・ＰＴＡ新聞に関しては、引き続き保護者のニー
ズをよくリサーチして、ニーズに対応した誌面の
充実を図りたい。
・ホームページに関しても、引き続き学校行事や
部活等での生徒の活躍などを広報することで帰
属意識の高揚を図っていきたい。

自律的・主体的な
学習態度の育成

○満足度指標（アンケートによる）

　・「計画的に家庭学習に取り組
　　んでいる」と答える生徒が５０
　　％以上。
　・「総合的な学習の時間を通し
　　て、進路意識が増した」と答
　　える生徒が７０％以上。

○外部模試指標（１・２年は３教
　　科、３年は５教科）
　・各教科の平均偏差値が右肩
　　上がりである。
　・階層別偏差値分布で下位層
　　が減り、上位層が増える。

・学習時間調査を実施することが、生徒の学習
時間や動機付けの材料となるよう工夫していき
たい。
・模試反省会は今年度同様、実のあるものとし
て継続していきたい。

・授業改善の促進に向け、本年度末に検証を行
い年度当初にスクールプランを提案する。
・個々の授業改善の充実に向け、生徒による授
業アンケートのさらなる促進を図る。

・次年度も同じ方向で実施していきたい。

評価

「誠実・勤勉」の校訓のもと、自主性・創造性にあふれ調和の
とれた個性豊かな人間を育成する。

　① 自律的・主体的な学習態度の育成
　② 所属感の強い集団づくりの推進
　③ 中学校・地域・保護者とのさらなる連携強化

重点目標
検証結果（自己評価）

次年度の改善策

３

４

３


