
(別紙様式３）

○毎月の頭髪服装検査及び校門
指導をとおして、着こなしの徹底
を図る。

ＰＬ：生徒育成部長 2

・今年度より校門指導のやり方を見直した。その中でも、服装整備週間を設けて、複数の教員で
の指導を行ったことは、生徒の意識を少し変えることができ一定の放課を得ることができた。
・違反をする生徒が各学年とも固定化され、いつも指導を受ける生徒が同じでその対象生徒の意
識の変化を起こすのに苦労している。
・奉仕活動をさせる取り組みについては、どうしても放課後に会議がはいるケースが多く実施でき
ないのが現状である。

・今年度は駅の無人化もあり、生徒指導が校外指導に重点を置くようになっていた。そ
のため、校内指導に意識が向いていなかったかもしれない。校内での服装の乱れ、授
業妨害、器物破損などが多発した。次年度は、もっと校内指導を中心に取り組んでい
く。
・違反者が固定化させたと感じた時点で、保護者を含めた指導ができるように検討し
ていく。

・生徒の校内・郊外の様子が比較的見える環境にいますが、何処にだ
しても恥ずかしくない高校生だと思います。
・由布高のイメージは良くなっていると思うが，少しスカートが短い生徒
も見かける。元気な挨拶がもう少しあるとよい。

○授業改善の取り組みをさらに
推進し、授業アンケートの結果を
踏まえながら、自発的な学習態度
の育成に向けた授業改善を図
る。
○授業規律の徹底を図る。

ＰＬ：教育企画部長 3

・授業アンケートについて、1学期末、2学期末を比較すると、「グループ学習の機会」「わかりやす
さ」など、多くでは変化がなかったが、「ＩＣＴ機器の利用が増えた」、「主体性が出てきた」について
は、2学期末の評価が若干上昇している。このことから、ＩＣＴ機器の利用、グループ学習など教員
の指導方法の工夫が以前より改善され、生徒の授業に対する意欲も若干高まったと思われる。
全教科での研究授業・研究協議の実施も一因となっていると思われる。一方で一部の生徒はまだ
授業態度について十分でない。このような生徒に対しては、授業担当者、ＨＲ担任が個別に指導
を継続し、教育企画部長、教頭、部活動顧問など多くの教員が関わることで、改善されつつある。

・指導方法について、研究授業・協議の機会を利用しながら、さらに「わかりやすい」
「意欲のでる」授業に向けての授業改善を図る。グループ学習やＩＣＴ機器の利用の機
会を適切な場面で展開し、授業への意欲、内容の理解を高めるようにする。その結果
を、授業アンケートで検証しながら、学期ごとに各教科授業改善策を検討していく。
・授業管理について、始業、授業中の生徒の取り組みの改善を図る。そのために、授
業中に個々の生徒に気を配り、指導すると同時に、必要な生徒については、ＨＲ担
任、学年など多くの教員が関わり、多面的に指導をしていく。

・グループ学習をもっと取り入れて、個性の発揮と学力の充実をさせて
頂きたい。
・研究協議を重ねて授業改善を図っている先生方の姿勢は素晴らしい
と思う。生徒に学習意欲が生まれ充実した高校生活を送るには「授業
がわかること」「授業が楽しいこと」が第一だと思う。

○教育相談に関する研修、情報
交換を行い、生徒理解を深め、生
徒が生き生きとした学校生活を送
れるような教育環境の整備・支援
に努める。

ＰＬ：生徒育成部（保
健教育相談主任）
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・年度当初に全職員による生徒情報交換会を実施した。また、教育相談係会議を定期的（週に一
度）開催し、生徒の情報交換を行った。
・2学期に不登校傾向が出始めた生徒については、学年部と連携して対応し、ＳＣによる面談や、
別室登校などの支援を継続して行った結果、全ての生徒が教室復帰することができた。
・外部講師による「性と生」に関する講話を全校生徒を対象に行い、命の大切さやデートＤＶにつ
いての学習を深めることができた。
・合理的配慮については、保護者面談や由布支援学校との連携をすすめ、次年度の支援のあり
方について対応を検討している。

・合理的配慮については、保護者理解をすすめるために、ＰＴＡ総会等で説明をすると
ともに、クラス担任と連携して保護者面談等を行い、グレーゾーンの生徒への対応を
検討していく。
・教育相談については、次年度も引き続いて教育相談連絡会を定期的に行い、早め
の情報収集に心がけるとともに、今年度実施した心の健康調査を活用しながら、生徒
の状況を全体的に把握するとりくみをすすめていく。
・不登校傾向ではなかったが、年度末に、みずからの意志で進路変更をした生徒が数
名あった。今後は、個々の生徒の学校生活上抱えるさまざまな課題について、分掌内
で出た情報を、職員間で共有しながら、他の分掌と連携して生徒が意欲的に学校生
活を送るための環境作りに役立てていく。

・スクールカウンセラーや教職員全員の声かけ、観察により、丁寧に生
徒の心に寄り添ってもらいたい。
・入学時は、高校生活への不安が親子ともに大きかったが、学校生活
において担任の先生、部活動の先生の指導により，目標を持ち，充実
した時間を過ごすことができました。一人ひとりに合わせて接してくれ、
前向きに物事をとらえることができるようになった。

○人権学習や人権講話、職員研
修、いじめアンケートを行い、生
徒・職員の人権意識を高め、すべ
ての生徒の人権が尊重される環
境づくりに努める。

ＰＬ：生徒育成部長
（人権教育担当）
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・年間計画に基づき、人権学習２～３回、人権講話１回、職員研修(障がい者問題)１回、平和学習
１回（オバマ大統領広島訪問）、いじめアンケート２回を実施した。人権学習・人権講話に対する生
徒アンケートでは、初めて知った内容などに対し考えを深めたと言う回答が多かった。
・いじめアンケートは実施計画どおり、結果に対して対象生徒に聞き取りを行い、いじめ対策検討
委員会を開いて生徒の状況を共有し、対応を協議した。

・教育相談やいじめアンケートなどの生徒の状況から、本校の生徒の課題を分析し、
人権学習につなぐ連携が出来るシステムを作る。(育成部内で検討中）
・いじめの訴えやアンケートでわかった事象についてはほぼ対応できた。全職員が窓
口となれるよう、職員の研修をし、問題解決後も、加害生徒や被害生徒については教
育相談と連携し、継続して声かけ等続けていく。

・いじめ、震災後の対応について、実態の把握後、早急に対応できて
いる。
・いじめには「早期発見、早期対応」「初期の丁寧な対応」が大事だと
考える。アンケート実施後にはすぐに集計を行い、現状の分析に努め
てほしい。

○課題にしっかりと取り組むこと
をとおして、学習習慣を身につけ
させるとともに、家庭学習時間の
確保につなげる。

ＰＬ：教育企画部長
SL：各学年主任
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・課題の提出状況は十分とはいえず、事後指導についても、各教科、授業担当者の取り組みは
行ったが、学年全体や学校としての指導体制が十分できなかった。
・長期休業の課題について学年での課題提出の集約や課題への取り組みの指導を行ったが、生
徒の自主的な取り組みにまでは至らなかった。学習に対する意欲喚起と課題へ取り組む意義を
理解させる必要があると思われる。

・課題提出については、その取り組みの意味をわかりやすく理解させるとともに、家庭
学習の習慣付けが必要である。課題内容についても、取り組みやすいものを与える、
意欲を喚起する内容など工夫をしていく。また、取り組みが考査の結果や成績評価に
反映されることを実感させるような工夫をしていく。

・学習指導や生徒とのコミュニケーションも取れており、安心していま
す。
・子どもを自発的にさせるきっかけづくりはやはり授業力だと思いま
す。「子どもの心に火をつける」授業をお願いします。先生と生徒と共に
努力をお願いします。

○社会に出てから必要とされる基
礎学力の向上・定着を図り、生徒
一人ひとりに明確な進路目標を
持たせる。

ＰＬ：キャリアデザイ
ン部長
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・模試データ分析検討会を４回実施し，生徒やクラスの学力定着度を確認する機会を設定でき
た。
・生徒の各資料を活用し，全学年２回の個人面談を実施した。３年生については，進路相談を中
心に適宜２回以上の面談を実施。

・模試データの分析資料として，「学校間」「学年間」「設問ごと」など提供資料を随時改
善する。
・「進路希望調査」資料なども面談材料に活用できるように，資料作成時期を改善す
る。

・強いていえば更に学力向上対策を進めてもらいたい。
・センター試験に向けての学習の取り組みが遅いように思われる。
・子どもたちのやる気を引き出してほしい。
・進路の達成のため、学校内のマニュアルを充実させてほしい。

○各研究班による中高の連携を
深め、全職員が一体となって連携
を推進する。

ＰＬ：キャリアデザイ
ン部（中高一貫教育
主任）
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・各研究班の研究内容は職員会議で全職員に周知することができた。各会議の出席８５％から１
００％、研修会等には９７％の参加があり、共通理解が得られている。
・キャリアデザインシートは、総合的な学習の時間を利用し、全学年記入、活用することができて
いる。

・研究内容の報告の資料はよりわかりやすいものを工夫し、引き続き職員会議等で報
告をする。
・また報告の際は、担当の教員が分担して説明する等、さらに多くの先生方に携わっ
てもらう機会を増やし、中高一貫教育に対する理解と意識を高める。

・進路について適切なアドバイスをして頂き、ありがたく思っています。
課題への取り組み方については家庭でも声をかけていく必要があると
考えています。
・子どもの夢の実現に向けて三者が一体となって進めていってほしい。
・読書についてもう少し読書量を増やしてほしい。先ずは一人あたり年
間貸出数５冊以上をめざしてほしい。

○進路保障の観点から、「言わな
い書かない取り組み」を行い、違
反質問に対し組織的に対応す
る。

ＰＬ：生徒育成部長
SL：各学年主任
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・３年間システム整備を行ってきたが、ほぼ完成しつつある。職員研修ー人権学習ー保護者への
連絡ー応募前職場見学の取り組みー就職試験時の取り組みー合格者提出書類の取り組みが予
定通り行えた。違反事例についてはキャリアデザイン部長、管理職と連携しスムーズに対応が出
来た。（違反質問のうち高校教育課への報告事例３件、そのうち労働局への報告２件、行政指導
１件。）

・違反質問への対応をよりスムーズに行えるよう、フローチャート化したものを作成し、
全職員で共有する。昨年度までの違反事例を教材化し、人権学習に生かす。システム
を継続可能な状態に出来るよう、より見えやすいものにしていく。違反質問を許さない
姿勢を学校全体で共有し具体的な行動を行っていく。

・少人数だからこそできる丁寧な学習指導が由布高校の強みである。
進学だけでなく、語学や検定の学習を通して、目標を持って努力し生き
生きとした学校生活を送っている生徒の姿が浮かびます。

○自主的、自立的な生徒会活動
の充実を図るとともに、各専門委
員会が生徒会執行部と連携する
ことによってそれぞれの機能の充
実を図る。
○各委員会の活動計画に、ボラ
ンティア活動・自治活動を積極的
にとりいれる。

ＰＬ：特別活動部長 3

・５月に生徒会役員リーダー研修会を実施し、生徒会執行部・各専門委員長にリーダーとしての自
覚を持たせ、学校を自分たちで前進させていこうとする姿勢を養った。また、生徒会執行部と各専
門委員長が連携していく態勢をつくり、年間６回の専門委員会を開催し、生徒総会を通じて活動を
練りあげ取り組んだ。特に９月の１０周年記念大龍祭は、こうした態勢・姿勢が実を結び、成功裏
に終了することができた。後期にも生徒会役員リーダー研修会を実施し、校内の自治活動を進め
ていった。「何事にも全力で取り組む学校文化」づくりがゆっくりと確実に進み始めたといえる。

・本年度より専門委員会の担当にすべての教員を配置し、活性化することができたた
め、次年度も全教員担当制を継続していきたい。その際に、学年所属を考慮し配置す
ることで、学年単位での動きもとれるように改善していきたい。また、生徒会執行部・各
専門委員会の取り組みを、生徒総会の場だけでなく、全校集会や学年集会を活用し、
生徒に報告していくことで、さらに活性化を進めていく方向で検討したい。
・全校ボランティアや学年ボランティア、有志を募る校外のボランティア活動について
も、準備・計画・活動・報告のサイクルを確立して、学校全体で地域に貢献していく態
勢を固めていきたい。

・生徒や保護者から「由布高に入学させて良かった」「卒業できることが
誇り」といった意見が一人でも多くいることが、今後の由布高の発展に
つながると考えます。時間をかけて着実な取り組みを重ねてきたことを
感じます。
・ボランティア活動、自治活動に参加することは、地域からも生徒達の
顔や学校の様子が見えて信頼につながると考える。是非継続をしてほ
しい。

○部活動加入率の向上を目指す
とともに、部活動において対外試
合やコンテスト等に積極的に参加
させ、技能の向上・仲間との協力
関係の構築に努めさせる。

ＰＬ：特別活動部長 3

・４月の「部活動体験入部期間」が地震の影響により、余儀なく短縮されたため、６月の県総体終
了後に、再度「部活動体験入部期間」を設定した。各部が活動を活性化し、日々の練習を充実さ
せた効果もあり、徐々に部活動加入率も向上し、目標としていた７０％には及ばなかったものの昨
年並の66.8%を実現した。また、各部が各種大会で優秀な成績をおさめ表彰を受けたり、大龍祭で
文化部が活動成果を発表したりする取り組みにより、多くの部員が真剣に取り組む姿を全校に見
せることができ、「仲間づくり」を進めていくことにも効果があったと思われる。

・例年どおり部活動の顧問にすべての教員を配置し、活性化することができた。次年
度も全教員顧問制を継続し、さらなる充実・発展を目指したい。生徒数が減少している
中で、部活動予算・遠征費の削減が求められる中で、現状を維持し発展させていくた
めに、校内内規の見直しを進め、各部の取り組みを支えていきたい。

・「由布高は部活が少ないからちょっと・・・」という声を聞くことがありま
す。今ある部活も部員が少なく活動しにくいところがあるようです。もう
少し部活に参加する生徒が増えるとよいと思います。

○中学生とつながり、由布市中高
合同生徒会活動の活性化に取り
組む。

ＰＬ：キャリアデザイ
ン部（中高一貫教育
主任）
SL：各学年主任
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年間2回の中高合同生徒会を開催し、由布市内４校の取り組みについて、情報交換を行った。ま
た、中高合同生徒会新聞を発行し、各校の取り組みを全校生徒に知らせることができた。11月に
は中高合同生徒会ボランティアを実施し、各校生徒会役員だけでなく、多くの有志が参加し、由布
市内３駅の清掃活動を展開し、地域に貢献することができ、高評価を受けた。今までの活動の集
約や反省をしっかりと行い、より生徒を主体とした活動につなげることができている。

地道な活動により、由布市からボランティア用ゴミ袋の支給を受けることができた。多く
の市民が取り組みを見守ってくれていることを実感できるように工夫をし、さらに「手応
えのある活動」を展開したい。中高合同生徒会で継続して取り組んでいるペットボトル
キャップ回収については、回収した量やワクチンの供給数などを生徒に知らせたりし
て、より「見える活動」化を進めていきたい。

・地域活動への参加を更に積極的にしてはいかがでしょうか。
・由布市内３中学校との合同ボランティア等をこれからも充実させてい
くことは大切だと思います。

3

○ 地域に信頼される学校づくり 3

○前、後期各３回の定例専門委員会を、生
徒自身が主体的に運営できるように、担当
教員がサポートを行う。

○新入生に対して、４月に「部活動体験入
部期間(2週間に拡大)」を設けるとともに、
県総体終了後もキャンペーンを展開し、部
活動への加入促進を図る。

○由布市３中学校との間で、ボランティア
活動をはじめとする交流活動を、年間に複
数回企画・実施するとともに、ボランティア
活動の拡充を図る。

○自発的な学習態度を養い、課
題提出の徹底を図る。未提出者
への指導による提出も含め、課
題提出率１００％をめざす。
 
 
○国公立大学を含めた大学への
合格率の向上を図るとともに、就
職（学校紹介）・進学の進路達成
１００％をめざす。

　
 
 
○中高6年間を見通したキャリア
教育の在り方を研究し、明確な
進路希望を示すことができる生
徒９０％以上をめざす。

○放課後の活動を活性化し、部
活動加入率７０％以上をめざすと
ともに、生徒会活動を充実させ
る。

〇諸活動をとおして、生徒の「仲
間づくり」をすすめ、何事にも全
力で取り組む「学校文化」を構築
する。

○生徒会活動において、由布市
３中学校との合同ボランティアを
さらに充実・発展させるとともに、
年間５回以上のボランティア活動
を行う。

〇学力向上、地域貢献、対人マ
ナーアップ等の学校活性化の取
り組みを保護者に理解してもら
い、年に一度は学校行事に参加
を促す。

○各教科担当者と学年部が協力して、放
課後の課題完成作業に取り組ませる。

○「生活と学習の記録」や模試データ等を
活用し、年間2回以上の個人面談を行う。

○生徒・保護者には、人権学習および学年
ＰＴＡを通じて周知を図り、違反質問が行わ
れた際には直ちに報告するよう呼びかけを
行う。

○各研究の結果から見える課題を共有し、
中高の連携をより推進するために、月１回
の職員会議で担当が報告し、検証の機会
を設けるとともに全職員の共通理解を図
る。
○キャリアシート，キャリアデザインノートの
活用度１００％をめざす。

○進学から就職に至る生徒の幅広い進路希望に応える工夫を行い、自己の進路を選択する能力を養うなど、キャリア形成を図った。
○４つのコース制（国公立大学進学重点・総合進学・情報ビジネス・観光）により、多様な教育課程を編成するとともに、少人数指導をはじめきめ細かな教科指導を実施した。
○共同学習をメインテーマとする授業改善の取り組みにより、授業に対する「生徒の満足度」が向上した。
●授業規律の徹底が図れず、十分な学習効果につながらなかった。
●あいさつ、身だしなみ指導に全教職員で取り組んだが、違反率５％以内を達成することができなかった。
○ＰＴＡ・保護者。地域との協働や「由布高だより」等の発行により、、家庭・地域との連携による中高一貫教育の推進を図ることができた。
○部活動において、全国大会優勝や全国大会出場などの輝かしい実績を残すことができた。
●「一斉メール配信システム」や「ホームページ」の十分な活用を図ることができず、タイムリーな情報発信ができなかった。

前年度評価結果の概要

○月１回の頭髪服装検査及び毎朝の校門
指導を複数の教員で行い、服装が整備さ
れていない生徒等については、奉仕活動を
させる取組を全職員で行う。

○授業アンケート（年2回）における生徒の
「満足度」の向上をめざしながら、各自が授
業の分析・改善を図る。
○研究授業（全教科）を二期に分けて実施
する。
○授業の準備を意識させ、チャイムと同時
に開始・終了する。

○年間計画に基づき、人権学習(3回)人権
講話(1回)、職員研修(1回)、いじめアンケー
ト(2回)を実施する。
○いじめアンケートの結果に敏速に対応
し、１００％解決をめざす。

中期目標

〇「誠実・友愛・努力」の校訓に基づいて、努力を惜しまず、困難に向かって
挑戦する態度を養う。
〇知性と情操を高め、公徳心を重んじる精神を養う。
〇望ましい勤労観、職業観の育成や奉仕の精神の涵養を図る。
〇地域に信頼される学校づくりと地域に貢献する人づくりの推進
　①連携型中高一貫教育の充実　　　②活性化事業「めざせ由布マイス
ター」の推進

学校教育目標

「誠実・友愛・努力」の校訓のもと、知・徳・体の調和がとれ、社会の一員としての自覚をもち、公徳心
が豊かで、自己実現を目指す心身ともに健全な人間の育成に努める。

重点目標 達成(成果)指標
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○毎月の頭髪服装検査におい
て、「身だしなみ」で注意を受ける
生徒の割合を、５％以内にする。
 
 
○授業改善の継続とともに授業
規律の確立を図り、授業アン
ケートにおける生徒の「満足度」
を８０％以上にする。
 

○人権意識を高め、生徒及び職
員間の信頼度１００％をめざす。

○生徒情報交換会（学期始め）や教育相
談連絡会（月1回）、教育相談係会議（週1
回）を実施し、保健室利用状況等を参考に
しながら、支援を要する生徒についての情
報共有をはかる。また、教育相談（特別支
援教育）に関する職員研修や、生徒対象
の保健講話（性に関する）を年1回実施す
る。
○「合理的配慮の提供」に積極的に取り組
む。

総合評価
次年度への展望等

「基本的な生活習慣の確立」に対する取組について、取組指標に基づいて実施する共に、アンケート調査等を複数回行うことで課題がより明確になった。「志を実現する力の育成」「地域に信頼される学校づくり」に対しては、本年度からの学校活性化事業を加えて、例年以上に取り組んだ。改善や充実された部分も多く、入学定員を確保することができた。次年度に向け、明確になった課題解決と更なる
発展に向け、組織的な取組を充実させたい。

平成 ２８度  学校評価（年間評価）

次年度の改善策 学校関係者評価

○ 志を実現する力の育成

学校名　　大分県立由布高等学校

分析・考察

○ 基本的生活習慣の確立

重点的取組 ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価

○ 基本的生活習慣の確立
○ 志を実現する力の育成
○ 地域に信頼される学校づくり

取組指標

重点目標


