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12月

平成29年度学校評価(１学期末評価・中間評価）
学校名 大分県立国東高等学校

前年度評価結果の概要

生徒の学力向上及び学習習慣の改善に向け、学年・学科・教科・関係分掌が連携を取りながら授業改善と授業力向上に取り組んできた。次年度も学力向上を目指した更なる授業改善に取り組む。また、生徒の「自己指導力」の向上を目指し「国高スタンダード２０１６」を掲げ組織的に取り組んだ。生徒会及び委員会活動の活性化を目指し、生徒が主体と
なった企画運営を目指した。また、ボランティア活動をはじめ各種部活動においては全国大会出場など一定の成果が出ている。規律ある生活習慣の確立と身だしなみの向上を継続し、中高連携をはじめ保護者・地域・関係機関等との連携を深めながら情報発信に努め、地域に開かれた魅力ある学校づくりを推進する。

学校教育目標

中期目標

「鍛え磨く、探る、挑む」の校訓のもと、人権を尊重し平和を愛する、実力と気品を兼ね備えた若者を育成
する。

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

重点目標

生徒の学力・学習意欲向上のために、授業改善を推進し家庭学習習慣の定着を図る。
国東高校スタンダードを中心に、心身ともに健康で心豊かな主体性を持った生徒の育成を図る。
キャリア教育を系統的・組織的に推進し、進路目標達成に向けた進路指導を行う。
地域や中学校との連携を深め、地域に信頼され、生徒・保護者の満足度の高い学校づくりを行う。

（１）希望進路の実現のために、授業改善を推進し学力向上を図る
（２）良き社会人となるために、自己指導力を育む
（３）地域に信頼される学校づくりのために、全教職員が学校運営や地域連携事業に積極的に取り組む

ＰＬ：プロジェクトリーダー、ＳＬ：サブリーダー

重点目標

達成(成果)指標

重点的取組

取組指標

ＰＬ
ＳＬ

・生徒の授業アンケート(7月・ ① 思考力・判断力・表現力を ・思考力・判断力・表現力を育む授業をテーマにした研究授業 PL：教務主任
SL：学科主任
12月）において授業に主体 育む授業を展開し、家庭学習 を、各教科１回以上実施する。
・全校生徒に毎日の自宅学習時間を記録させ、自宅学習時 SL：教科主任
的に取り組んでいる
習慣を身につける取組を推進
SL：進路指導主
間の増加を図る。
任
7月末には70％以上
する。
・専門科の週末課題を実施する。(35回）

（１）希望進路の実現
のために、授業改善を
推進し学力向上を図
る

12月末には90％以上
・授業が理解できる
7月末には75％以上
12月末には85％以上
・授業形態（習熟度・少人数
授業）や個別指導によって
授業が分かるようになった。
7月末には75％以上
12月末には85％以上
・自宅学習時間の平均が普
通科2.0時間以上、
専門科1.5時間以上
・自宅学習1時間以下の生徒
20％以下
・国公立大学合格者20人以
上、難関大学合格者3名以
上
・就職試験における第一次
募集での合格率80％
・進路達成率100％

② ３年間を見据えたキャリア
教育を推進し、生徒一人一人
の希望進路の実現を図る。

・授業改善プロジェクト会義を開催する。（年3回）
・生徒の習熟度に応じ、少人数クラスのクラス替えを実施す
③ わかるまでの教科指導や
る。（3回）
総合選択制を通して、教育効果
・相互授業見学を年2回（自教科：1回、他教科：1回）実施しす
の高い指導を実践する。
る。
・授業改善のテーマを全職員１テーマ以上設定する。

① 学習環境の整備や規範意
識の向上に努め、基本的生活
・生徒の生活アンケート(7月・ 習慣を確立して、心身の健康を
12月）において
育む。

（２）良き社会人となる
ために、自己指導力を
育む

生徒の学校生活が充実して
いる
7月末には75％以上
12月末には85％以上 ② 生徒会活動を通して、主体
自己指導力が身についた
的に考え、社会に貢献する姿
7月末には75％以上 勢を育む。
12月末には85％以上
場に応じた言葉遣いを使い
分けることができる
7月末には75％以上
12月末には85％以上
・欠席日数が、1学期末まで5
日未満、年間10日未満の生
徒が95％以上

・保護者アンケートで、本校
に対しての満足度や魅力に
対して肯定な意見80％以上
・本校への来客（来賓、地域
住民、保護者）のべ2000人 ② 教職員の協働意識の高揚
以上
を図り、研修等を通して職能成
・職員の地域連携活動への 長を図る。
参加（全職員の80％以上）
・国東市・姫島の中学校訪問
（10回）

PL：進路指導主
任
SL：学科主任
SL：学年主任

PL：教務主任
SL：進路主任
SL：教科主任
SL：学科主任

学校関係者評価

評価

重点的取組・取組指標の実践
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・授業アンケートにおいて、授業に主体的に取り組んでいる。９１．８％、授業が理解できる。８０．１％、授業形
態）や個別指導によって 授業が分かるようになった。８８．３％
・研究授業は、９月の「授業改善第３回校内研修会」で、ＫＰ法（紙芝居プレゼンテーション）やグループワークを
用いた授業を展開した（日本史Ｂ）。その後、講師として招聘した産業能率大学の小林教授（ＡＬの第一人者）か
らご助言をいただいた。
・各教科においても、初任者研修・ステップアップ研修・習熟度別学習指導・中高連携事業などに係る研究授業
を実施した。
･学習記録シートを毎月配布し、生徒の自発的な学習時間の管理と、教師側の把握に活用している。
・自宅学習時間の平均は普通科１７１分、専門学科９５分。一方で、自宅学習１時間以下の生徒は４０％であっ
た。普通科だけでも１７％もの生徒がいることが今後の課題である。
・園芸ビジネス科の週末課題については、学年により取組が不徹底。(１年１００％実施：毎日課題（マナトレ）、
２年７０％実施：検定試験対策プリント、３年７０％実施：就職問題集）
・電子工業科においては、毎日課題（学習ノートの作成）を実施している。（全学年１００％）
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・全校生徒対象に進路講演会を実施した。（麻生塾、６月）
・１年生は学年PTAにおいて普通科・専門科別の講演会を実施。２年生は学年PTAにおける普通科・専門科別
の講演会の他、７月には進学ガイダンスを実施した。３年生はⅠコースに進路講演会（７月）、専門科と普通科
就職希望生徒に進路対策講演会（６月）を実施。また、普通科は進学ガイダンス、専門学科は就職ガイダンス
にも参加した。
・園芸ビジネス科の２年生は、一人１資格以上を全員取得しているが、１年生はまだ資格取得者が少ないのが
現状である。
・電気工事士の筆記試験合格率は４１.１％だった。（１７名中７名合格）
・電気工事士の実技試験の補習は、(株)九州電力別府営業所の協力を得て実施できた。専門の技術指導によ
り生徒の意欲が向上した。（実技試験合格率７７．８％）
・電子工業科において、現在までののべ人数で受験者１４１名中合格者１０９名で合格率７７．３％である。
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・各教科において、研究授業後の反省を活かした実践や教科会議の活性化（外部の ・授業改善に向けて学校全体で取り組まれて
研究会や他校の研究授業を参観の還流報告など）を再度依頼する。
いる事が理解できる。
・授業改善プロジェクト会議は、適宜（①授業改善スクールプラン作成、②中間評価・検証及び今後の改善策）
・相互授業見学（互見授業）は、報告書提出が目的ではないので、引き続き職員に呼
実施している。
・先生方が、生徒の思考を引き出そうと、様々
びかけ、研鑽をお願いする。
・相互授業見学（互見授業）は、７月に１回目を行い、報告書提出率９６％、１１月の２回目は１００％であった。
な手法を取り入て授業している様子が見れ
・今後もお互いの授業を見学し、良い部分を取り入れ分かり易い授業を実施する。
・授業改善マイプランの中間評価・検証及び今後の改善策を１０月に実施した。
・授業改善のためのチェックリストや板書の例、新大分スタンダードの紹介などを適宜 た。
実施する。

今後の改善策

・研究授業については、農業のみ未実施、１月までには終えるよう指導する。
・授業改善の校内研修会を受け、思考力・判断力・表現力を育む授業や主体的・対話
的・深い学びに繋がる授業実践を、職員全員が意識して行う。
・学年毎に課題量チェックを随時行い、学習させる効果的な教材を与えるよう教科担
当者に働きかける。
・専門学科においては、生徒に目的を持たせるとともに、教員も確実に課題を課すこ
とが必要である。
・専門科で実施している毎日課題の内容充実を図る。

・引き続き、講演会やガイダンスを積極的に実施し、生徒の進路意識の高揚を図る。
・それぞれのコースに必要な時期を見て講演会の実施を計画する。
・資格取得の指導や補講をこれまで以上に組織的、効果的に実施する。
・今後の資格取得で、園芸ビジネス科では農業技術検定（１２／９）、電子工業科では
技能検定の機械検査とシーケンス制御（２／１１）実施において目標合格率の達成を
目指す。

・授業改善がなされ、先生方の様々な工夫に
より生徒から学ぼうとする姿勢が見える。
・授業中の机上や周りが整理されている。
・家庭学習時間を伸ばすためには、更なる家
庭との連携が不可欠である。
・放課後の補習や添削指導は、生徒の学力
向上に効果を上げている。個別指導をこれま
で以上に多くの生徒が申し込む雰囲気づくり
に努めて欲しい。

・社会性を育てる教育を積極的にして欲しい。
ボランティア活動は、社会性を育てるためにと
ても有効である。積極的な参加を呼びかける
べきである。
・面接指導や個別指導が効果的に行われて
いるため、希望進路への合格が実現している
事が理解できる。

・毎月の頭髪服装検査の最終合格率100％を目指す。
・自転車及びバイクの安全教室を実施する。（年1回）
・実習室や設備の整備点検を月一回以上実施すると共に、専
門科における安全教育や5Sの徹底を図る。
・美化コンクールを学期1回実施し、校内美化を目指す。

PL：生徒指導主
任
SL：特活主任
SL：学科主任
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・生徒のアンケートにおいて、生徒の学校生活が充実している。８８．４％、自己指導力が身についた。７９．
１％、場に応じた言葉遣いを使い分けることができる。９０．３％
・頭髪服装検査を事前連絡することにより、初回での合格率を上げている。
・バイク通学生の実技講習会を行い、安全運転の意識を向上させることができた。
・本年度の自転車及びバイクの安全教室（スケアード・ストレイト）は、生徒にも危険を実感させ、自分の行動を
考るのによい契機となるものであった。
・常日頃より実習・実験等に対して、安全教育を心がけ指導するようにしている。（実習の全体集合にて）
・美化コンクールを実施し、全校集会で表彰するなどし、環境美化への意識を高めた。

・頭髪服装検査の事前周知の徹底を図り、規範意識を醸成する。
・登下校指導を計画し、自転車・バイク通学生の安全運転を心懸けさせる。
・美化コンクールの評価対象区域を広げたり、日頃も清掃活動を充実させたりなどし
て、環境美化に対する意識を高める。
・今後も実習・実験等においては、安全教育を第一に挙げて、指導を行う。

・自転車やバイクの交通マナーは以前より良
くなった様に感じるが、更なる向上を目指した
指導を期待する。
・教室内や廊下がとても綺麗である。

・各種専門委員会活動を活性化し、各委員会が主体的に企
画・運営する活動を実施する。（各委員会１活動以上）
・部活動への入部率80％以上、部員の満足度80％以上を目
指す。

PL：特活主任
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・各種の委員会活動活性化するため、定期的な話し合いの機会を取る必要がある。
・以前に比べて委員会の活動が見えるようになったきた。しかし、自主的な活動ができているとはまだ正直言え
・生徒会と各委員会との連携をはかるための活動を考える必要がある。生徒会が実
ない状況である。
施している「学校パトロール」に各種の委員会が参加するなども手段として考えられ
・各専門委員会の独自の企画（美化コンクール、海ガメの保護活動と環境を守る学習）が実施できた。
る。
・部活動への入部率は８５％を超えた。
・部活動の満足度を測ることをアンケートなどで実施する。

・これまで以上の専門委員会の活発な取り組
みを期待する。また、生徒会活動への一般生
徒の積極的な参加も今後の課題に思える。
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・「心と悩み調査」を7月6日と11月30日に実施した。調査後各学年で個人面談を行った。
・公開人権HRAを7月15日に実施した。反省より中高の連携を指摘された。11月8日に小・中の人権教育研究大
会に参加し、連携を深めた。
・教育相談委員会を毎月１回催し、生徒の抱える問題・原因の共有を図り、対応と支援を実施している。
・１年生の出身中学校を訪問し、実施した。
・スクールカウンセラー、支援学校、市の福祉課・保健課、児童相談所、病院等の専門機関と連携し、該当生徒
への支援方法を検討している。
・合理的配慮が必要な生徒に対し、本人・保護者との面談を重ね、支援内容の調整と変更を実施している。
・各学年で欠席の多い生徒に対し、家庭、学校、スクール・カウンセラー、市の保健師、児童相談所と連携して
いる。

・2学期の「心と体の悩み調査」の結果より各学年・各クラスで悩みなどの個人面談の
実施を計画していく。
・困りを抱える生徒を早期発見をするために、教育相談、人権教育、学年が密接に連
携し情報の共有や早期解決に向け協力していく。また、人権についての中高の連携
をより深める。
・人権についての校内研修を開催する。
・「制服リサイクル運動」を制服だけでなく、体操服や、体育館シューズなどの需要にも
広げる。
・専門機関との連携を図り、生徒・保護者の悩み・相談に対し適切な対応に務める。

・生徒の悩みに寄り添うための「悩み調査」や
「個人面談」の実施は評価できる。生徒の悩
みへの、組織的な早期の対応を期待する。
・合理的配慮の取組が、年度当初から計画
的・組織的に実施されており、今後も生徒・保
護者の思いにできる限り応えて欲しい。
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・保護者アンケートで、本校に対しての満足度や魅力に対して肯定的な意見９０．３％
・８月２６日（土）に体験入学を実施した。１１中学校から１７８名の中学生、２８名の保護者・引率教員の参加が
あった。前年比で約５０名減であったが、生徒中心の運営や説明、各教科での工夫の凝らした体験授業などが
好評であった。
・中学生の体験入学及び出前授業は、学校全体で対応し、実施しできた。
・HPの各月更新回数は次の通りである。 ４月８回、５月５回、６月６回、７月６回、８月２回、９月１回、１０月２
回、１１月３回。月平均３．９回であり、目標には届かなかった。目標達成に向け改善策が必要である。
・ボランティア活動はJRCを中心に活発に行っており、延べ８５６名（～１１/１９）である。

・平成３０年度高校入試において、１クラス減となった。１６０名の定員を充足するた
め、中学生・保護者向けの説明・ＰＲ、中学校側との連携を一層強める。
・今後も出前授業等を行い、本校のＰＲに努める。
・仮想システムによるHP更新手続きの仕方の周知を図る。
・各分掌、学科のHP担当にHPに載せる各行事に先立って更新依頼を行う。
・一般の生徒にボランティア活動をいかに広げるか。その方策を考える必要がある。
・クラス通信や学年通信等を通じて、PTA活動への更なる理解と協力を求める。
・ボランティア活動において、参加の意義を感じられる内容の充実。

・国東市や市議会と連携しながら、国東高校
の魅力を継続的に中学校や地域へアピール
し続けて欲しい。
・保護者アンケートで、「自分の子どもをこの
学校に入学させて良かった」の肯定意見が９
割を超えていることに、学校への信頼度の高
さが読み取れる。しかし、否定的な意見の原
因をしっかりと調査し改善する必要もある。
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・校内研修会を１０回（授業改善３回、ＩＣＴ１回、教育相談３回、服務規律３回）実施した。
・地域農業に関わる研修を２回実施した。
・職員間の情報交換は、毎月の職員会議だけでなく、毎週の学年会議・学科会議、毎月の教育相談委員会、主
要模試後の学力検討会、学期末の拡大学年会議などで適宜実施している。

・今後もニーズ（時代・地域・学校・生徒など）に対応する研修会を適宜実施する。
いることが理解できる。
・今後も地域と連携を深めよりよい関係をもつ努力を行う。
・職員間の情報交流も様々な場面で適宜行
・職員間の情報交換が密にできるように、生徒の情報共有の時間確保のため職員会
われ、適切な情報共有ができているように感
議の議題の精選等工夫する。

・教育相談委員会を月1回以上開催し職員会議で情報の共有
③ 家庭や関係機関と連携し、 化を図る。
一人一人の生徒に寄り添い悩 ・面接旬間を設定し、気になる生徒の早期発見と支援を実施
み等の早期発見・早期支援を する。（学期一回）
行う。
・「心と体の悩み」アンケートを実施する。（7月・12月）
・合理的配慮の体制を整える。(5月中）

① 体験入学・出前授業・公開
授業・ボランティア活動等を通し
て、中学校や地域との連携・協
力を進める。

（３）地域に信頼される
学校づくりのために、
全教職員が学校運営
や地域連携事業に積
極的に取り組む

・キャリア教育の深化を目指した講演会を年2回以上実施す
る。
・計画的な資格指導計画の下、一人１資格以上の資格取得
を目指す。（専門科1・2年）
・園芸ビジネス科は、農業技術検定3級の合格率70％以上、
電子工業科は、技能検定80％以上、電気工事士70％以上の
合格率を目指す。

検証結果(自己評価)

PL：保健相談主
任
SL:人権教育主
任
SL：学年主任

・中学生を対象にした体験入学と保護者を対象とした学校説
明会を実施するともに、中学校への出前授業等を実施する。
（市内中学3校）。
PL：総務主任
・ボランティア活動に参加する生徒が、のべ1000人以上で、全 SL：教務主任
SL：学科主任
校の7割以上を目指す。
SL：学年主任
・学校の情報発信の指標として、HPを毎月6回以上更新する SL：特活主任
ともに、地域住民及び近隣中学生への情報発信としての国高
通信の発行する。（１０回）

・分掌及び委員会等主催の校内研修会を延べ8回以上実施
する。
・職員会義で、職員間の情報交換会を実施する。（12回）
・全職員が、地域連携に係わる取り組みに2回以上参加す
る。

・PTA総会・連絡会で、保護者の出席率80％以上を目指す。
③ ＰＴＡ活動の深化に取り組 ・PTA新聞を年3回発行する。
み、各種活動への積極的参加 ・PTAのあいさつ運動を毎月1回実施する。
を図る。
・一人一役運動を定着させ、保護者の参加率60％以上を目
指す。

PL：教務主任
SL：学科主任
SL：学年主任

PL：総務主任
SL：学科主任
SL：生徒指導主
任
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・あいさつ運動は毎月１回実施できている。各月の保護者の参加人数は６月２８名、７月２０名、８月１３名、９月
９名、１０月１４名、１１月２８名。
・PTA新聞第２号の発行は計画通り２学期末にできる予定である。
・一人一役運動の前期参加者延べ人数は３６９名であった。参加率は７０％であった。 後期の一人一役運動 ・あいさつ運動の参加希望者数と参加実数に差があるため、前々日に生徒を集め、
への参加希望者数（予定）は１３９名である。年間５０８名の保護者の参加が見込まれる。率にして９７％であ 案内文書を必ず保護者に渡すように促す。
る。

・教職員の様々な分野での研修が実施されて

じる。

・PTAのあいさつ運動や一人一役運動への積
極的な協力は本校の特色であり、評価でき
る。

