
(別紙様式２－１）

平成２４年度学校運営計画 

平成23年度　○成果 ●課題 学校教育目標

重　点　目　標 具 体 的 方 策 の 分 野
◆成　果　指　標
◇取　組　指　標

担当領域

・教科書、YBノート教材の音読書写を基盤にした、語彙力増
強と、読み聞かせ、文章作成、プレゼンテーションをとおし
た学力向上

◇文化祭、学習発表会等の実施とその事前指導の徹底
◇志望理由書の作成・面接への対応の指導（３年生）
◆言語力（書く力･話す力・聞く力・考える力）の向上のためのＹＢノートへの取
り組み（毎月１回）
◇生徒が主体的に活動する授業の構築（NIE教育やグループ学習の活用）
◇教科書の精読と音読
◇読み聞かせ講座の実施（職員研修・生徒研修）

PL:進路指導主
任
SL:教務主任
教科

・資格取得を通した学習内容の定着とキャリアアップ

◇漢字検定試験の受験の推奨
◆生活福祉類型型選択生、訪問介護員２級100%合格を目指す。
◇生活福祉類型１３２時間の講義、演習、及び校外実習の実施
◇コース類型ごとの取得可能資格の紹介と全体及び個別計画・目標の作成と明確
化
◆情報会計類型選択生，資格所持率100%

PL:コース類型

・家庭学習、教科「マルチベーシック」、長期休業期間の工
夫による学習力の向上

◇共通到達度テスト等の実施と結果検討会による職員全体での共通理解
◆家庭学習時間2時間以上　50％
◆課題提出率　８０％
◇「マルチベーシック」での教材の工夫と効果的な活用の検討・実施

PL:教務主任
SL:各学年
　教科

・外部模試や調査を利用した学習のPDCA促進

◇自宅学習用の課題実施状況の教職員間での把握の共有。
◇教科書の持ち帰り指導と教科書を利用した課題の活用
◇家庭学習に関するPTAへのアンケートや資料等の提供 PL:教務主任

SL:各学年
　教科

・部活動・同好会活動の充実

◇地域の特色を生かした部活動、同好会の充実
◆部活動等の加入率増加による学校の活性化（部活動加入率7０％）
◇部員数の増加を図る部活動紹介のいっそうの充実と体験入部機会の設定。
◇関係機関との連携を密にする。

PL:特別活動

・「ホタル授業」の継承、深化、発展

◇ホタル授業の推進による城井小学校との連携の強化・合同実施
◆ホタル幼虫飼育講座等で連携の強化
◇他地域との交流の拡大

PL：理科
SL:特別活動主
任
総務主任

・準備段階の充実をとおした学校行事の活用

◇紅葉祭、下郷農協まつりでのパウンドケーキ販売
◇生徒全員による紅葉祭への積極的な参加を全職員で指導していく。
◇紅葉祭はクラス企画・生徒会企画・文化部などによる展示や発表を通じて、本
校の文化度を上げる機会とする。◇クラス展示・生徒会企画・全体行事などの各
企画・準備に関する役割分担の明確化と均等化

PL:特別活動主
任
SL:コース類型
学年、理科

・プレゼンテーションのある学習成果発表会の実施

◇日常の学習活動にプレゼンテーションに関する学習・実習の機会を取り入れ
る。（調べ学習やケーススタディの機会を意識的に取り入れる）
◇プレゼンテーションのある紅葉祭や学習成果発表会の実施（保護者への参加呼
びかけ）
◇プレゼンテーション講座等の実施
◇文化祭、学習発表会の実施とその事前指導
（各類型、「耶馬溪学」等）
◇３年生による受験報告会の実施（1･２年）

PL:教務主任
SL:コース類型
理科
各学年
進路指導主任

・積極的静聴力と自学力を高める授業展開

◇プレゼンテーションの場（発表・聴講）を通したホスピタリティの醸成
◇生徒が主体となる授業づくり（生徒の発表や聞く場面を増やす）
◆授業公開の推進（年２回の相互観察期間の実施）
◆生徒による授業評価の充実（年３回実施）

PL:教務
SL:教科

・「調べる」方法とその楽しさを知らせる授業

◇調査・考察・発表およびケーススタディを学習活動に取り入れた授業展開の検
討
◇教室設置ICT機器の積極的活用の促進
◇各教科でのインターネット等を利用した調べ学習の実施

PL:教務主任
SL:教科

・「廊下ライブラリー」を活用する生徒の増加

◇「廊下ライブラリー」を活用するために、新規書・購入。
PL:教務主任
SL:理科

②生徒がアカデミックな主役と
なる教育活動の推進

①キャリア教育を基盤にした1
年次導入期から３年間の学習歴
と学力の蓄積で達成する「国公
立大学合格も含む一人ひとりの
進路目標」

・1年次から学習歴を蓄積させる組織的系統的なキャリア教
育全体計画の実施（キャリア教育の４つの力の育成）

◇キャリア教育全体計画（全体構想）の推進による基礎的・汎用的能力の育成
◆職業観および汎用的能力を育成するYBノートの活用(毎月１回）
◇全職員による「総合的な学習の時間」の企画・運営・実施の体制の構築
◇授業担当者会議の実施と各教科での対策検討
◇2年次中の進路方向の決定とそれに対する個別の対策開始（添削等）
◇自己の進路を考えさせる個人面談・面接指導の実施
◇学年部と進路指導部の連携強化による各生徒の進路方面の模索
◆進路ガイダンスの実施（１年１回、２年１回、３年２回）
◆外部講師による進路講話の実施（１年１回、２年１回、３年２回）
◇企業見学（２年）の実施
◆３年生、卒業生による進路講話の実施（それぞれ１回）
◆３年生校内進路模試の実施（毎月１回）
◇キャリア教育の視点を踏まえた１年生オリエンテーションの実施

PL：進路指導
主任
SL:教務主任
各学年

学校名　　　大分県立中津南高等学校　耶馬溪校

中期目標
○各種商業検定1級や漢検準2級等合格
者の増加
○学年部と進路指導部の情報を共有に
よる、個々の生徒の目標や課題に対応
した進路指導の実施
○文化祭や学習成果発表会での言語活
動学習の充実。
○節目教育オリエンテーションの実
施。
○進路講話（ＰＴＡ総会、学年ＰＴ
Ａ）の実施、総会参加者の増加
○「環境講座」を実施。全校生徒・職
員一人ひとりが「エコ宣言」
●服装違反等の改善しか見られない一
部の生徒指導の徹底。
●外部講師を招いてのマナー講座の実
施。
●生徒会等、生徒から発信するよりよ
い学校づくり
●就職試験に対応した基礎学力の定着
と向上を図る指導体制の構築。

「礼儀・誠実・進取・向上」の校訓のもとに、伝統と独立自
尊、敬愛と信頼の精神を尊ぶ明朗で剛健な校風を確立し、継
承するとともに、生徒一人ひとりのすぐれた能力を啓発し、
知・徳・体にわたって調和のとれた全人教育を目指す。

１　「社会的マナ－の確かな力」の育成をとおしてキャリア教育を推進し、「当たり前の
こと　を『一生懸命』当たり前に取り組む学習者」を育てる。
２　「耶馬溪校ならではの教育」により、言語力向上と資格取得を目安とした「基礎の充
実し　た学力」を身につけさせ、確かな進学力・就職力を育てる。
３　保護者・地域と連携をした行事や研修会等をとおして、生徒の「環境保全活動」や
「地　域に学ぶ活動」及び「プレゼンテーション力」の発展を促進し、地域の誇りとなる
学校づく　りを行う。

重点目標

①キャリア教育を基盤にした1年次導入期から３年間の学習歴と学力の蓄積で達成する「国公立大学合格も含む一人ひとりの進路目標」
②生徒がアカデミックな主役となる教育活動の推進
③道徳教育の推進と人権尊重の安全・安心の協学・共生環境づくりの推進
④保護者・地域等との連携の強化発展
⑤「耶馬溪校ならでは」の教育の更新と新たな教育課題への取組



重　点　目　標 具 体 的 方 策 の 分 野
◆成　果　指　標
◇取　組　指　標

評価領域

 ・人権教育の推進

◇クラス担任・副担任による人権ＨＲＡ活動の実施（各学期１回）
◇職員研修会の実施、人権講演会の実施
◇６月に対話会の実施
◇平和授業の実施
◆校外の人権研修会への１人１参加100%
◇PTA総会や学年PTA等での情報提供

PL:人権教育
SL:総務主任
特別活動主任

・教育活動全体でのオフィシャルマナーの醸成
　（挨拶、身嗜み、時間管理、言葉遣い、リーガルマイン
ド）

◇身だしなみを整えた後の授業開始・終了および職員室・保健室・進路指導室入
室の習慣の徹底。
◇毎月頭髪服装検査、登校指導・あいさつ運動を実施。
◇毎学期始めに、節目オリエンテーションの実施し、オフィシャルマナーの向上
を図る。
◇日常的・継続的な指導を積み重ね、家庭との連絡を密にし、協力を仰ぐ。
◇外部講師によるマナー講座・面接指導の実施。◇頭髪・服装や遅刻について改
善が見られない生徒にはイエローカード方式を導入し、より細やかな指導を行っ
ていく。

PL:生徒指導
SL:進路指導主
任
各学年

・食育、心身の健康増進と保健、衛生

◆食育だよりの発行（年３回）
◆気になる生徒の調査および生徒情報交換会（月１回）
◆保健だより、教育相談だよりの定期的発行（年６回以上）
◆健康講話の実施（年１回）
◇校内安全点検を各学期に実施（学校医招聘）

PL:総務主任
SL:各学年

・安全教育の推進による防災避難、防犯、事故防止

◆年１回の原付バイク実技講習会に参加。
◆毎月の全校朝礼時に必要に応じて交通安全・防犯指導を行う。
◇交通講話、防災避難訓練の実施
◆毎月の登校指導を実施する。

PL:生徒指導

・学習環境美化行動の定着と「一振り返り」の美化意識の高
揚

◇学校周辺の地域の環境美化運動の実施。◇掲示物，生徒ロッカーの整理
◇職員全員による毎日の授業や清掃時の校舎内の美化状況確認の実施
◆校舎内のガムの吐き捨てゼロ、菓子パッケージのポイ捨てごみゼロ。
◇環境美化委員会主導の美化コンクールまたは校内ごみゼロ運動の実施。
◇毎日の清掃時間の徹底指導。
◇校内外のゴミのポイ捨て禁止ポスターの作成。

PL:生徒指導
SL:特別活動
各学年

・全体計画に基づく道徳教育の推進

◇次年度全体計画の９月までの作成
◇道徳教育の全体計画を意識した指導の工夫
◇道徳教育の全体計画の分掌・教科によるPDCAのある実践

PL:教務主任

・PTA活動との連動によるキャリア教育の推進

◇地域・保護者との連携強化のための、ＰＴＡ総会及び学年ＰＴＡでの進路講話
の実施と保護者参加の進路ガイダンスの実施。
◆PTA総会の参加率６０％以上

PL:総務主任
SL:進路指導主
任

・情報の発信と共有化による開かれた学校

◇新学校ホームページ作成及び更新の役割分担とその実動
◇学校ホームページの適宜・定期的な更新。
◇情報発信者相互の情報共有
◆PTA新聞耶報の定期的発行（年２回）
◇行事等の積極的な取材依頼

PL:総務主任
副校長

・小中高連携

◇異校種の研究授業・研究大会への積極的参加
◇生徒情報の共有と効果的な活用の模索。（情報交換会の実施）
◇母校の中学校への近況報告活動の実施（１年生）
◇高校説明会での内容の充実
◇ホタル授業の充実

PL:教務
SL:理科
　１学年

・学校評価システムの活用

◇学校評価の中間評価の充実と総括評価の早期着手及び評価結果の活用の改善
（学校評価委員・職員）
◇アンケートや聞き取りを生かした学校関係者評価委員会の充実
◇PTA総会や学校ホームページでの学校評価の公開

副校長
PL:学校評価推
進委員会

・「耶馬溪学」等と連動した地域活動の推進

◇学校と地域の特色を生かした取組の推進と地域との交流の場の設定
◇耶馬溪学の積極的な広報の促進
◇地域の実態調査と地域調べの充実
◇先進校等視察、地域への学校公開の推進

PL:理科
SL:教務主任
総務主任

・「地域を教材・地域に開き・地域に貢献」教育の研究

◇地域の教育資源の積極的活用（下郷農協見学、中津市の漁協による魚料理講習
会等）を図るとともに，交流する機会を設定する。
◇環境教育を軸とした学習プログラム・教材開発の年度内早期の開発

PL:教務主任
SL:理科
総務主任
教科主任

・アカデミックな実学としての「耶馬溪学」の構築

◇学校と地域の特色を生かした取組の推進と地域との交流の場の設定
◇耶馬溪学の積極的な広報の促進
◇地域の実態調査と地域調べの充実
◇先進校等視察、地域への学校公開の推進 PL:理科

SL:教務主任

・新学習指導要領の実施と研修と教育課程編成
◇教育課程検討委員会の定期的な実施と、進路達成、資格取得に向けた教育課程
の編成
◇新入生オリエンテーションでの高校教育への円滑な橋渡し

PL:教務主任
SL:進路指導主
任、生徒指導
主任

・中学校の学習を補強する科目の活用と充実

◇「マルチベーシック」の活用による国語・数学・英語の基礎力アップ
◇各教科の導入時における中学校までの学習の、振り返り教材プリントなどの工
夫 PL:教務主任

SL:各学年
　教科

・関係機関との連携、先進校訪問、職員研修PT等

◇関係機関からの講師招聘による職員研修の実施
◇参加体験型の研修会の実施
◇先進校訪問の実施
◇危機管理研修会の充実・関係機関との連携

副校長
PL:教務主任

・生徒の学校生活基盤力の啓発、更新、充実のための「節目
オリエンテーション・プログラム」の実施

◇各学期始めに全校集団研修（節目オリエンテーション・プログラム）の実施
◇毎学期始めの教育オリエンテーションを実施することで、全校生徒がオフィ
シャルマナーを確認し、学校生活基盤力の啓発・更新・充実させる。

PL:生徒指導主
任
SL:教務主任

③　道徳教育の推進と人権尊重
の安全・安心の協学・共生環境
づくりの推進

④　保護者・地域等との連携の
強化発展

⑤　「耶馬溪校ならでは」の学
校ビジョンの更新と新たな教育
課題への取組


