
大分県立三重総合高等学校久住校

前年度評価結果の概要

評価 重点的取組・取組指標の実践 今後の改善策

○基礎学力の向
上を図る。

○基礎学力テストを週３回実施するとともに事前・事後の学習指導を強化する。
（水・木・金）
○普通科目における小テストや課題の実施（毎時間）
〇課題プリントの徹底。家庭学習最低1時間以上の生徒７０％以上

ＰＬ　教務
ＳＬ　学年
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〇基礎学力テストは毎週実施でき、不合格者の数も減少している。
〇小テストおよび課題は各教科により実施できている。また、男子舎監長による寮
課題も実施され寮における学習時間は１時間をこえた。
〇考査前考査中の家庭学習時間は１時間以上の生徒が70％、通常時は55％で
あり平均学習時間は、考査前考査中は1時間をこえたが、通常時は0.5時間であ
る。　　　　　　○基礎力診断テスト基礎力診断テストのＣ以上４％（３人）Ｄ１、Ｄ２は
２７％、Ｄ３は６７．６％であり第１回に比較してＤ３の生徒が１４ポイント減少して上
昇していることがわかった。全体でも成績上昇者２５人、下降者１０人で、基礎学力
の上昇は見られるが、まだ目標の達成は厳しかった。

○基礎学力テストを週３回実施するとともに事前・事後の学習指導を強化
する。（水・木・金に教科担当者、担任、副担任による指導）
○全教科目における小テスト（実習等は口頭での質問）や課題の実施（毎
時間、）
〇課題プリントの徹底。家庭学習最低1時間以上の生徒８０％以上をめざ
す。
○基礎力診断テストＧＴＺのＣゾーン３０％以上に向け、ワンウィークトライア
ル実施の強化する。（生徒の自主性だけで無く、事前に各教科で取り組
む。）

○基礎学力が非常に大
切であるので、その対策
をお願いしたい。また、き
め細かい教科の支援を
お願いしたい。

○体力の向上を
図る。

○体育の授業導入部で基礎体力向上を目指した運動を必ず実施する（毎時間）
○体力の向上「登山から「ドニーチョ・ウォーク」（土日等ウォーキング）へ」
　　清掃登山（年３回）へ向けた体力づくり
　　　・土日等ウォーキング期間の設定
　　　・体育授業や部活動での毎時間ランニング
　　　　運動の習慣化・日常化を図る。ウォーキングプランの自己目標を８０％以
上

ＰＬ　特活
ＳＬ　体育
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○体育の授業導入部で、基礎体力の向上に向けた運動が実施できた。
○「ドニーチョ・ウォーク｝（土日等ウォーキング）は呼びかけができなかった。
　　　清掃登山は黒岳の風穴まで実施した。落伍者もなく、生徒は登山ができ、体
力は向上していると思う。

○来年度も体育の授業導入部で、基礎体力の向上に向けた運動が実施す
る。
○運動を休日にする習慣ができるように声かけをしていきたい。
○清掃登山の１ヶ月までから、登山ができる体力づくりをおこなわせたい。

○体力向上にしっかり努
めて欲しい。

○キャリア教育
に力を入れる。

○２年生全員によるインターンシップを実施する。（５日間）
○進路ガイダンスの実施（各学期１回　合計年３回）
○進路講話の実施（年２回以上）と職場訪問を実施（随時）
○資格取得の充実

ＰＬ　進路指
導
ＳＬ　キャリア
教育
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○インターンシップは、大雨で１日臨時休校となったため、４日間の実施となった
が、予定通り実施できた。事前にマナー・あいさつ指導を実施し、生徒たちも意欲
的に取り組んだ。
○進路ガイダンスは予定通り年３回実施した。第１回は全学年対象で職業研究、
第２回は進路演劇の鑑賞や希望職種ごとのガイダンス、第３回は学校別説明会
と、面接指導を行った。他にも各学年ごとにテーマを設定してマナー講習などを実
施した。３年生には進路ガイダンスに加えて「就職支援セミナー」も実施した。
○ベネッセより講師を招き、「進路講話」を２回実施した。１回目は基礎力診断テス
トの活用と進路実現についての講話、２回目は基礎力診断テストの結果の見方や
目標設定の仕方、動画アプリの活用法について実施した。職場訪問については、
別府中央病院と藤居酒造を訪問し、竹田市の合同企業就職相談会に参加して職
場開拓を行った。
○１２月上旬までに保育技術検定４級６名、情報処理技能検定試験（表計算）３級
２名、日本語ワープロ検定試験３級５名、食物調理検定４級５名、３級３名、アーク
溶接作業特別講習１０名、小型車両系建設機械特別教育１３名、刈払取扱者安全
衛生教育１２名、フォークリフト運転講習７名、日本農業技術検定３級９名という結
果となっている。

○あいさつやマナー、職業観などインターンシップで学んだことを校内でも
活かしていく。
○進路ガイダンスの内容を繰り返し実践していく。そのために進路ファイル
を生徒一人一人に持たせ、資料の保管と活用を呼びかけている。また、ガ
イダンス時に練習した「先言後礼」を実践することで、授業の前後のあいさ
つも改善し、声も大きくなった。
○基礎学力の向上のために、One-weekトライアルの活用について各教科
で取り扱うなど、家庭学習の充実を図る。
○引き続き、資格取得を呼びかけ、放課後や長期休業中に補講を実施す
るなどして、資格の取得を促す。

○進路保障に向けての
取り組み今後ともしっか
り継続していってほしい。

○授業規律の確
立

○授業開始時間（チャイム）の厳守　１００％
○授業開始時の準備確認の徹底　（毎時間）
○課題提出の徹底　～　提出物は必ず最後までチェックし出させる

ＰＬ　教務
ＳＬ　生徒指
導
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〇ノーチャイムの実施により、授業開始前の自主的な行動が見られ授業準備が
しっかりできるようになった。
〇授業担当者が５分前に教室に行き、確認を行うと共に授業準備を促すことによ
り徹底できた。
〇各教科担当で提出物の確認を実施しほとんどできているが、未提出者や紛失し
た者も一部にいる。

○ノーチャイム実施による生徒、教員全員での自主的な行動及び授業準備
の徹底
○60活動（授業5分前、授業終了5分後までの間教室や授業場所に担当者
がいる）による生徒とのコミュニケーションを重視した取り組みの実施
○課題提出の徹底を図る　提出物１００％

○ノーチャイムはいいこ
となので継続をお願いし
たい。

○あいさつ運動
と清掃の徹底。

○生徒会主体の挨拶運動の実施（各学期に実施）
○職員室等の出入りの挨拶徹底。全教員で指導する。
○授業や実習の前後に必ずあいさつをさせる。（毎時間徹底）。
○職員が自らのあいさつの実施。
〇清掃時の始めと終わりの確認とあいさつの徹底。
〇ふき上げ、机移動による清掃の徹底。

ＰＬ　特別活
動
ＳＬ　生徒指
導
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○生徒会による挨拶運動はできていないが、生徒は職員室の入り口や廊下です
れ違ったときには挨拶ができている。実習では先言後礼の挨拶がよくできるように
なった。
○職員も自ら生徒に挨拶がでいている。
○清掃時の始めと終わりの確認と挨拶ができた。
○泥で汚れた箇所はふき上げをおこなうことができた。

○生徒会により挨拶運動を実施していきたい。
○挨拶は生徒職員ともよくでいているので、今後も継続していきたい。
○清掃時の始めと終わりの確認と挨拶を今後も継続していきたい
○泥で汚れた箇所はふき上げをおこないたい

○あいさつ、服装等マ
ナーをしっかり指導して
いってほしい。

○生徒指導（い
じめ０・不登校
０）を目指す。

○外部講師を活用したコミュニケーションスキル教育～年３回
○個人面接の充実～個人面接週間の設定（年３回）
○いじめ発見に向けたチェックシートの実施（学期に１回以上）
○生徒指導方針を生徒に理解させる（新学期・各学期１回）

ＰＬ　生徒指
導
ＳＬ　教育相
談
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〇担任、副担任による個人面談期間を実施,スクールカウンセラーとの全員面談を
実施し、生徒一人一人の思いや、考えを把握することができ、今後の指導に生か
すことができている。また、家庭訪問の実施（１年生は１００％）を行い保護者との
連携を行っている。
〇生徒指導方針については、特に、服装、頭髪、アルバイトの規定において生徒
に明確に理解させた上で指導することができてきたが、全職員での服装、頭髪の
常時指導が、まだ、徹底されていない。
〇いじめアンケートを２回実施し現状を把握することができた。
〇コミュニケーションスキル教育実施することができなかった。

〇コミュニケーションスキル教育は必要に応じて実施する必要がある。
〇指導方針においては、今後、特に、携帯電話関係のルールを理解させた
上で指導していく必要がある。また、服装、頭髪についての生徒の意識の
向上と、職員の常時指導を徹底させる必要がある。
〇２回のいじめアンケートを実施したが、今後は毎学期（年３回）実施し、現
状を把握し事前防止と早期対応を行う。

○外部との連携を密にし
て開かれた学校作りを目
指してほしい。

○魅力ある学校
行事づくり

○各行事の生徒意見の吸い上げと行事後の毎回アンケートによる内容改善
○学園祭、体育大会など学教行事や地域清掃活動や清掃登山、地域行事等の
保護者との連携強化
○地域行事等の連携強化（竹楽、野焼き、チューリップフェスタ）

ＰＬ　特別活
動
ＳＬ　農場、
教務、庶務
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○学校行事や地域行事ごとに保護者への案内を文書や連絡網を通じて行った。
年7回実施した役員会により、ＰＴＡ役員同志の連携協力は得られたが、行事への
参加者はＰＴＡ役員に限られることが多かった。
○各行事でアンケートを実施した。学園祭は保護者や地域の方が多く、訪れ、好
評であった。体育大会は新たなプログラムを取り入れ、クラスの団結力が強まっ
た。清掃登山は黒岳の風穴までしか、行けなかったが、落伍者もなく、無事登山が
できた。また山岳ガイドの参加で安心して登ることができた。
○３つの地域行事に参加し、関係団体との連携が図れた。

○ＰＴＡ役員会での審議・協議内容等を伝えることで、情報の共有を行う。
○保護者間の連携を深める機会を設ける。（学年ＰＴＡ等の実施）
○各行事でアンケートを元に改善が必要なことがあれば、改善していきた
い。
○来年度も３つの行事に参加し、連携を深めたい。

○地域連携をしっかり継
続して今後もやってほし
い。

○魅力ある農場
づくり

○有機循環型農業による久住校独自の農業教育を推進する
　・「安心いちばんおおいた産農産物」の認証更新と「有機ＪＡＳ」の認証取得
　・「有機循環型農業のマニュアル」作成
　・有機を利用した久住校ブランド農産物を創出
○ＪＧＡＰの認証を継続し、安全な農作物生産に関する農業教育を推進する
○農業クラブ・うし部・農業愛好会の充実を図る
○地域・団体・法人との連携を強化し、学校の活性化を図る
　・農業団体、地域農家等との連携
○有機農業のＰＲ活動を実施する
　・中学生対象の有機出前授業と有機体験学習の実施

ＰＬ　農場
ＳＬ　教務
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○有機循環型農業による久住校独自の農業教育の推進
　・「有機ＪＡＳ」の認証取得への挑戦（１／1１認証取得）
　・有機を利用した久住校ブランド農産物を創出（１１／１９販売促進活動実施）
　・有機農業研修（1年：12／12実施）　・ＪＧＡＰの認証（９／１９審査実施、合格）
　・安全な農作物生産に関する農業教育を推進（生徒・教員対象研修等計５回実
施）
○農業クラブ・うし部・農業愛好部の充実
  （鑑定：全国大会優秀賞10／24、うし部：9／7全国共進会優良賞）（新部員の加
入）
　（農業愛好部：学期を通した継続活動の実施（月～木）（新部員の加入）
○地域・団体・法人との連携を強化した学校の活性化
　・全農出前授業（農機9／21、流通9／29、ブランド品12／12、1／30畜産）実施
　・地域農家等との連携（3年：専攻別研修の実施１０／２５、２６）
○出前授業等の実施（小学校３校６回、中学校６校７回実施）

〇Ｈ２９年度実施活動のまとめと次年度に向けた検証の実施
〇次年度実施予定計画の検討
　・有機ＪＡＳ認証の授業内容への対応、各科目への導入方法の検討
　・出前授業の実施、成果のまとめ
　・学校農業クラブ活動等の活性化に向けた取組の継続
〇教育課程変更にむけた農場再編の検討

○農業科の取り組みは
良くやっている。今後とも
着実に実行していってほ
しい。

○中学生募集と
地域のアピール

○中学校訪問の徹底（各学期１回以上）と学校行事や地域行事等の参加
○広報資料の作成（毎月）
○学校HPの定期的な更新、全職員で１人年間２回以上のＨＰを作成し、発信す
る

ＰＬ　副校長
ＳＬ　教務、
寮務、庶務
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〇中学校訪問は、分掌主任に分担で実施昨年より徹底した訪問を実施することが
できた。
〇広報紙の配付数と配付場所を広げ、久住校のＰＲを広げた。
〇広報誌の毎月の作成と臨時のＰＲ誌の作成実施
〇ＨＰの定期的（ほぼ毎日）更新中

○中学校訪問、広報紙の配付などＰＲを実施することができたが、定員確
保に向けては非常に厳しい結果をなった。
○定員確保に向けて、ＰＲ方法について再検討し、久住校の魅力発信につ
いて一からやり直す必要が急務である。
○柔軟な発想の採用

○生徒募集に向けてさら
に努力していってほし
い。

地域と連携した教育の
推進
　～  魅力ある学校づ
くり(久住校ブランドつく
り）～

重点的取組

〇学力向上として、基
礎力診断テストのＧＴ
ＺのCゾーン３０％以上
を目指す。

〇清掃登山頂上登頂
率８０％以上を目指
す。

○生徒第１希望の進
路達成率１００％を目
指す。

○生徒アンケートで
「まじめに授業を受け
ている」を４段階評価
で、３．５以上にする。

○保護者、地域アン
ケートで「生徒の挨拶
がよい」を４段階評価
で、３．５以上にする。

○地域、保護者から
の学校への信頼を４
段階評価で、３．５以
上にする

○この学校に来て良
かったアンケート４段
階評価で３．５以上に
する。

〇保護者アンケートで
「久住校の取組評価」
として、４段階評価で
３．５以上にする。

○久住校の魅力をア
ピールし定員確保をす
る。

学校教育目標

地域社会から信頼される学校づくりをすることによって６７年の歴史ある農業技術者
養成の専門高校としての使命を全うする。
①揺るぎない希望を抱き、高い誇りと何事にも打ち克つ強い意志を持ち、地域の文
化・経済の発展の担い手として、たくましく生きる若者を育成する。
②「地域の学校」として、学校の存在、生徒の存在が地域の活力の原動力となるよ
う、「開かれた」学校を推し進め、学校の活力、生徒の元気を発信する。

中期目標

①学力の向上や体力の向上による進路希望の達成については、基礎力診断テストの導入により生徒の現状把握をすることができたが、基礎学力向上にむけた実践方法を検討する必要がある。進路達成は１００％であるが、竹田市内など近隣の進路開拓をしていく必要性がある。
②基本的生活習慣の確立と社会人として必要なマナーの取得については、基本である「挨拶の徹底と服装の整備」がまだ不十分であった。職員の全体の共通理解のもと指導を徹底していく必要性がある。
③魅力ある学校づくりについては、農業科を中心に特色ある取組を実践し外部へのアピールをしっかりやってきた。特に生徒による出前授業は好評であった。また、公開課題研究発表会として外部の施設を利用して発表したことが生徒、職員の資質の向上につながった。地域の評価も高くなってきているが、生徒募集については、地道に広報活動を実施し、創意工夫をしながら、情報発信と
新しい挑戦を続けていくことが必要である。

検証結果（自己評価）

①組織的・効果的な校務運営の充実
②学力向上の実践を強化し、専門性と学習意欲を高める教科指導と進路指導の取組みにより生徒の希望進路の実現
③生徒の豊かな人間性育成のために基本的な生活習慣の確立と部活動の活性化
④特別支援教育の観点を取り入れた教育活動の充実
⑤地域に開かれた信頼される学校づくりの推進

１、学力の向上や体力の向上による進路希望の達成
２、社会人として自立に必要な資質・能力を身につけさせる
３、地域と連携した教育の推進
　　　～  魅力ある学校づくり(久住校ブランドつくり）～

重点目標

　　　４：重点的取組・取組指標について、十分取組ができており、重点目標・達成指標の達成（成果）に確実に結び付きつつある。           ３：重点的取組・取組指標について、おおむね取組ができており、重点目標・達成指標の達成（成果）に結び付きつつある。　　　　　　　　　　　　　　　※　１学期末評価においては、学校関係者評価は不要

　　　２：重点的取組・取組指標について、あまり取組ができておらず、あまり重点目標・達成指標の達成（成果）に結び付いていない。       １：重点的取組・取組指標について、ほとんど取組ができておらず、全く重点目標・達成指標の達成（成果）に結び付いていない。

平成２９年度学校評価（年間評価）

学校関係者評価重点目標

社会人として自立に必
要な資質・能力を身に
つけさせる

学力の向上や体力の
向上による進路希望
の達成

達成（成果）指標 取組指標
ＰＬ
ＳＬ


