
(別紙様式３）

○授業改善スクールプラン・マイプラ
ンを通して「授業耶馬溪スタイル」の
確立

PL：教務主任
SL：教科主任
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・振り返りシートによる授業の振り返りの実施により、授業のめあて・ねらい・課題・
評価へとつなげることができ、授業評価アンケート結果では、該当項目の評価推
移：92.5%→95.2%と上昇。
・授業評価アンケート結果の授業理解度に関する質問項目の平均推移：97.1→
98.0%、学習意欲の向上に関する質問項目の平均推移：87.5→90.6%。
・生徒の実態にあった授業スタイルの確立へとつながったと考えらる。

・耶馬渓校スタイルの確立にむけて、授業振り返りシートの改訂、互見授業や研究
授業の実施内容のさらなる充実化を図る。具体的には、授業観察シートの内容や
活用の見直し、研究授業後の授業研究会の内容の充実化、指導方法改善につな
げる。
・ＩＣＴ機器を授業に効果的に活用するための教材づくりや機器操作の研修を実施
する。

授業アンケートの中に「授業中私語でうるさい
時がある。」と素直に書いている生徒がいた。
本当の気持ちを書けるアンケートは、素晴らし
い。先生方に改善しなければならないことがす
ぐわかる。

○家庭学習等自ら勉学に励む生徒を
育成する。

PL：教務主任
SL：教科主任
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・学習時間調査の結果１時間未満の家庭学習時間推移：　44.8→34.4%と１学期に
比べ減少した。また、生徒の家庭学習時間の実態把握及び生徒に対して改善ポイ
ントを提示した。
・1学期の反省をふまえ、10月中間考査後以降国語・数学・英語の課題の実施、学
習時間調査の実施により、家庭学習の定着へと繋がったと言える。

・家庭学習時間の確保・自学力育成を図るために、授業担当者会議を定期的に開
催し、各調査等のデータ分析、課題・改善策の検討を行う。特に、全職員共通認識
のもと、平日・休日課題の実施内容の充実化を図る。
・来年度も考査前・期間内10日間の学習時間調査の実施、長期休業中の学習・生
活計画・記録については、目標を持って学習活動に取り組む事ができるように、内
容・方法を検討・改善を行う。

○学校設定教科「マルチベーシック」
及び放課後補充学習の充実

PL：教務主任
SL：教科主任
SL：進路指導主任
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・マルチベーシックでは、国語、数学、英語の基礎基本事項の定着を目指し、少人数制
（各教科７名）によるきめ細かい指導を実施。また、放課後補充学習では、効果的なグ
ループ編成、担当者の事前打ち合わせの実施及び教材の精選。
・学校生活アンケートの結果、学び直しにつながった生徒の割合：91.1%(1年：83.3%
2年：96.3%)。
・生徒の状況に応じた教材・指導方法の充実が生徒の学習意欲の向上→学び直しに
つながったと考えられる。

・放課後補充学習の開始を5月からとし十分な学び直しにつなげる。また、内容の
充実化に向けて生徒が興味・関心を持って取り組むことができる教材の精選・開発
や指導法について、指導者間の連携を密にしていく。
・成績上位者を対象とした個別指導の充実に向けて、学年や教科と連携して体制を
整える。

ICT機器は、どんな物を使用しているのか。義
務制の学校では、どんどん新しいものが導入
されている。高校も機器の更新をして、更なる
充実を希望する。

○全教員共通認識のもと、その場指
導の徹底を図る。

PL：生徒指導主任
SL：特別活動主任
SL：保健主任
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・重大いじめ件数０件、問題行動件数８件
・授業アンケート「挨拶を正しい動作と大きな声で励行している」90.0→92.0％。
・授業アンケート「校内美化を図り、きれいな学校づくりに取り組んでいる」
  87.0→100％。
・多様な生徒が多くいる中、１年生で生徒間の人間関係による問題行動が多く発生
いるので相手のことを考えれるように指導が必要と考えられる。
・挨拶・校内美化は、全職員の指導により取り組めているといえる。

・多様な生徒が多くいる中で、機会があるたびに規範意識について考えさせ、より
一層に全職員共通認識を持ってその場指導を徹底して行っていく。
・挨拶のできていない生徒への指導を継続して行っていく。
・校内美化の意識づけはできているので普段の清掃活動の範囲を広げるなどの改
善を行っていく。

○地域の関係者・関係機関との連携
のもと、地域についての理解を深める
活動を通して、地域に貢献する人材を
育成する。

PL：特別活動主任
SL：生徒指導主任
SL：庶務主任
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・10件の地域行事のボランティア活動に参加した。全校生徒が参加した地域一斉美
化活動や、生徒会が中心となってよびかけを行い参加を募った地域イベントの運営
補助など、様々な活動を通して地域に貢献することができた。
・ボランティアの参加要請は年々増加し、地域との連携も深まっているが、同時期
への集中、学校行事との日程調整、引率者の確保などが難しく、対応できない活動
もあった。交通手段等の問題もあり、参加生徒も次第に固定化する傾向にある。

・より多くの生徒が意欲的に地域ボランティアに参加加できるようにするため、生徒
会が自主的に計画して放課後に行った地域清掃活動（今年度は3回実施）の回数
を増やし、内容やよびかけを工夫するとともに、ボランティア表彰や活動記録表の
作成などの取り組みを行う。

色々なボランティア活動に取り組んでいる様子
がよくわかるが、先生方の負担はすごいもの
があると思われる。軽減できる方法も考えた方
がいいと思う。
紅葉祭の学校での開催は、学校生活を見ても
らう意味でも意義は大きかった。

○部活動を活性化させる。
PL：特別活動主任
SL：体育科主任
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・部活動の入部率は65.2％である。このうちの4分の3は文化部に所属する生徒であ
る。運動部で活動している生徒は少ないが、総合運動部を創設し、2名の部員が県
高校総体の個人戦や県新人戦に出場した。
・新たな部の創設については、本校の生徒数や施設設備、下校手段等の課題が多
く、難しい状況にある。

・アンケートによって生徒の希望や考えを十分に把握しながら、既存の部活動を充
実させ、生徒の部活動への関心を高めることで、部員増を図り、部活動の活性化に
つなげていく。

生徒・学校に活気を持たせるためにも団体競
技の運動部がほしい。

○学校情報発信を推進する。
PL：庶務主任
SL：教務主任
SL：情報担当者
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・学校広報誌「ヤッホー」、科学部情報誌「ホタル」毎月発行、市内の各中学10校等
へ配布。その結果、保護者アンケートの学校情報発信の充実に対する評価は90％
であった。
・学校広報誌には生徒の成果（検定試験合格や進路状況）について掲載、各行事
のホームページ更新により、中学校側や地域に向けて本校の効果的な現状発信が
できたと言える。

・学校の取組や行事の様子の効果的な発信につなげるために、学校情報誌、科学
部情報誌やホームページの内容の充実化を図る。
・各種学校行事への参加率アップや行事の理解・関心を高めるために、保護者や
地域と一層の連携を強化する。

交通指導をしているときに、バスで日田方面に
通学している生徒をみる。あの生徒たちが、耶
馬溪校に来てくれたらと思う。

○HRA等を活用して早期から進路意
識を持った生徒を育成する。

PL：進路指導主任
SL：教科主任
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・どの学年の生徒も1年間で進路意識が高まった。（「進路アンケート調査」より全学
年進路意識の向上率100％）意識向上は進路行事取組の成果である。
・3年生については、入社難関企業をはじめとして全員、希望・適正に応じての進路
決定を果たした。（上級学校進学者5名、就職内定者14名）また就職については、全
員、正規雇用での就職を果たす。進路決定率100％は４月よりの朝学習・組織的な
面接練習・受験先別の補習等の成果といえる。

・各学年での進路にかかわる目標を提案し、目標に沿って段階的にキャリ
ア学習を取り組ませる。

就職率１００％は、素晴らしい。中学生を持つ
知人も耶馬溪校への進学を考えている。
3年生の夏休みの指導の充実をお願いした
い。

○コミュニケーション能力（発言力）を
身につけた生徒を育成する。

PL：進路指導主任
SL：生徒指導主任
SL：教科主任
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・ほとんどの生徒が、1年間で伝える力を向上させた。
　アンケート調査より、伝える力が向上した生徒の割合：
　　　1年： 89.0％、2年： 80.0％、　3年： 89.0％
　アンケート調査より、相手にわかる伝え方ができている生徒の割合：
       1年： 94.0％、2年： 88.0％、3年： 84.0％
スキルアップセミナーが他者に対して、伝える力の必要性の意識付けに大きな効果
をもたらす。

・コミュニケーションを向上させるための行事企画のみでコミュニケーション
力があがるものではないため、平素の授業等をはじめとして、あらゆる活動
を通じて、適切に伝える力を高める取り組みを工夫する。

外部講師を招いてのコミュニケーションスキル
アップを図っていることは非常に良い。今後も
続けてほしい。

○資格・検定等の組織的指導を実践
する。

PL：教務主任
SL：教科主任
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・各検定試験への合格率：家庭科技術検定：57.4 %、漢字検定: 20.7 %、全
国商業高等学校協会検定：69.3  %。
・目標を達成したのは商業検定のみであり、来年度に向けて検定前補習の
実施方法の見直し、検定結果の掲示・始・終業式での表彰等を充実させ、
検定合格への意欲の喚起へ繋げる必要がある。

・検定受験者の総数を増やすために、検定受験の意義の周知徹底を図る。
特に、進学コースでは他の２つのコースより受験生・合格者が少ないので、
検定試験内容の見直し等を図っていく。
・検定前補習・検定自主課題の内容の精選と充実化を図る。

・進路希望調査（毎学期）、進路面談
（毎学期）、進路行事（年8回）、3年生校
内模試（年4回）。3年生への面接指導
（全職員で14回以上）。

・コミュニケーションスキルアップセミ
ナー（１・２年生２回、３年１回）。YBノー
トの活用（毎月１回）。インターンシップ
（２年生全員１１月）。

・全教科が、授業振り返りシートを用い
て、授業のめあて・ねらい・課題・評価を
記録、点検（単元毎に１回以上）。

・教務が家庭学習時間調査を実施し、
生徒の家庭学習の実態を把握するとと
もに、実施後のデータ分析をもとに生徒
に適切な課題を提供（毎学期２回）。

・全教職員指導体制のもと、放課後週１
回補充学習を実施し、学びの振り返りと
して、その日に家庭で行い、翌日提出
できる簡単な課題を作成。

中期目標

（ア）規範意識が定着し基本的生活習慣が確立した「当たり前のことを当たり前に取
り組むことのできる生徒」の育成を目指す。
（イ）「耶馬溪校ならではの教育」により、生徒一人ひとりが主役となれる活動を通し
て何事にも主体的に行動できる生徒の育成を目指す。
（ウ）学力の向上と充実した進路指導により、個々の生徒に応じた進路の保障を目
指す。

・担任、副担任で生徒の様子観察と服
装等の確認（毎朝　朝礼時）。

・生徒会役員による地域行事のボラン
ティア活動紹介と参加呼びかけ活動
（毎月１回）。

・コース担当者が、ホームページの「学
校からのお知らせ」に、情報会計コー
ス・生活福祉コースの行事報告を掲載
（年６回以上）。

前年度評価結果の概要

総合評価
次年度への展望等

 今年度は、耶馬溪校ならではの教育活動を全職員の共通理解の下に推進した。分校ならではの特性を生かし、県指定の「地域の高校活性化支援事業」を活用することで、地域から信頼される特色・魅力ある学校づくりに一定の成果を上げた。次年度については、更に特色ある学校づくり、
魅力ある学校づくりに取り組み、その実践を地域や各中学校に情報発信していきつつ、定員確保に繋げたい。また、職員一丸となって、基本的生活習慣の確立、進路目標達成率100％の実現、資格取得者数の増加を目指しながら、学校教育目標の達成に取り組んでいきたい。次年度は、授
業改善を徹底してICT機器を十分活用し、生徒にわかる授業の展開を推進する。

平成３０年度学校評価（年間評価）

次年度の改善策 学校関係者評価

２．規範意識の涵養と地域や自
他を愛する心豊かな人間性を育
成する。

学校名 　大分県立中津南高等学校耶馬溪校

３．キャリア教育を充実させ、生
徒一人ひとりの希望進路を達成
させる。

分析・考察

１．生徒を知的に鍛え、思考力・
判断力・表現力を育てるととも
に、主体的な態度を育成する。

重点的取組
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価

学校教育目標

○成果
○県指定の「地域の高校活性化支援事業」の取り組みにより、体験学習やスキルアップセミナーを通して、コースの専門力
及び人間力の向上が図れた。
○放課後補充学習時間を設定し、生徒の基礎学力向上に取り組んだ。
○今年度より２年生全員のインターンシップを実施できた。
○進路については本年度も全員が希望通りに進路達成ができた。
○年間３回の節目オリエンテーションの実施により、「耶馬溪スタイル」の確立ができつつある。

●課題
●「地域の高校活性化支援事業」が、今年度より無くなる。行事の精選の必要がある。
●規律違反をおこす生徒に対して粘り強い指導を行う。
●成績上位層の放課後指導を充実させる。
●より一層の基礎学力の向上を図る。
●入学定員の確保

○学習に対する興味・関心・意欲
が向上したと実感している生徒の
割合７０％
○家庭学習時間１時間未満の生
徒の割合５０％未満
○基礎学力の再獲得（学び直し）
ができたと実感している生徒の割
合７０％

○重大いじめ件数０件、問題行
動件数５件未満
○挨拶、清掃に主体的に取り組
んでいる生徒割合９０％以上
○地域行事のボランティア活動
参加件数１０件以上
○部活動への加入率６０％以上
○「学校は情報発信に積極的に
取り組んでいる」の外部評価８
０％以上

○希望進路達成率１００％
○自分の事を語れる生徒６０％
以上
○各種検定試験合格率６０％以
上

・大会出場を目的とする総合運動部を
創設、および特活主任や部員による全
校集会での参加の呼びかけ（月１回）。
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3

3

校訓「礼儀・誠実・進取・向上」のもと、「知・徳・体」の調和のとれた全人教育を推進し、心身ともに健やかで
心豊かな人間を育むとともに確かな学力を身につけさせ、これからの社会を担うにたる人材を育成する。

重点目標 達成(成果)指標

１．生徒を知的に鍛え、思考力・判断力・表現力を育てるとともに、主体的な態度を育成する。
２．規範意識の涵養と地域や自他を愛する心豊かな人間性を育成する。
３．キャリア教育を充実させ、生徒一人ひとりの希望進路を達成させる。

取組指標

重点目標

・各教科による検定前補習（各検定毎１
回以上）。合格者表彰の定例化（始業
式・終業式）。


