
(別紙様式３）

平成30年度学校評価(年間評価）

ＰＬ：プロジェクトリーダー、ＳＬ：サブリーダー
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・職員研修については、10月19日に小林昭文氏（産業能率大学教授）を招聘し、模擬授業を全教職員が参観後、ALの手
法や評価について講義を受け、グループワークを通して内容の理解に努めることができた。
・授業改善に係る職員研修は、3回実施。ICT研修は３回、教育相談研修は２回実施。
・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、主要模擬
試験後の学力検討会、学期末の拡大学年会議などで適宜実施している。
・職員研修は授業確保とのバランスの中で計画的に実施することが求められる。

・授業改善に関する研修は、今後（来年度以降も含め）も実施する。ただ、実施するだけでなく研修後の各先生方の授業がど
のように変容したかを自己分析できるような取り組みをしなければならない。
・授業改善の研修内容をスクールプランに反映できるようにする。
・職員研修を実施する場合、授業確保とのバランスを踏まえて原則金曜日の７限とする。

・教職員の様々な分野での研修がが実施さ
れていることが理解できる。
・職員間の情報交流も様々な場面で適宜行
われ、適切な情報共有ができているように
感じる。

総合評価
次年度への展望等

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だ。具体的には、外部講師招聘やグループ協議を取り入れた年３回の校内研修、教科や経験年数を加味した班単位の互見授業の実施。研究授業は全ての教科で延べ１
４回実施できた。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」を掲げ組織的に取り組んだ。次年度はさらに教員及び生徒に浸透を図るよう取り組む。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。部活動では全国大会出場など一定の成果が
出ている。ボランティア活動においても延べ３０００人を超える生徒が参加している。次年度も学力向上を目指した授業改善に取り組むとともに「国高スタンダード」を実践し、保護者・中学校・地域・関係機関等に本校の魅力を積極的に情報発信しながら、地域に開かれた学校づくりを推進する。

③　地域連携事業・ＰＴＡ活動等
を積極的に企画・参加し、地域
力向上を担う人材育成を図る。

・PTAのあいさつ運動を毎月1回実施するとともに、一
人一役運動の更なる広がりを目指し、保護者の参加
率90％以上を目指す。

・ＰＴＡ総会・連絡会の保護者出席率７８．１％。昨年度が７５．２％で少し向上したものの、８０％には届かず。
・あいさつ運動については毎月実施できた。延べ人数は約１８０人。
・一人一役運動の参加者は延べ人数が４９０人の参加が見込まれる。率にして１０３％である。強歩大会が中止になった
こともあり、さらなる参加呼びかけが必要である。
・一人一役運動等にどうしても参加できない保護者はいます。

・PTA総会及び連絡会の保護者出席率を８０％以上にするためにも更なる呼びかけと内容の検討を行う。
・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。
・一人一役運動等にどうしても参加できない保護者に対しては、「国高通信」などの配布協力などを検討する。

・PTAの挨拶運動や一人一役運動の取組
は本校の特色であり、評価できる。

・公開人権HRAを１１月９日に実施した。意見交換会では現状の高校生の人権・同和問題の意識について議論がなされ
た。
・市内中学校の人権教育研究会等への参加は延べ２８人であった。
・教育相談委員会を毎月実施し、生徒の抱える悩みや問題についての情報を共有し困りを抱えた生徒への対応と支援
ができた。
・計画どおり合理的配慮体制をつくることができた。また、特別支援教育支援員にも加わって頂きより有効な支援を実施
することができた。
・合理的配慮の職員研修会では、配慮の内容と取り組み方法について、全職員間で共通理解がなされた。
・巡回相談員の派遣を２回受け、支援が必要とする生徒の現状についての研修会を開催した。
・「心と体の悩み調査」を６月２９日と１１月３０日に実施した。いじめ等の訴えは出なかった。

・個人面談、家庭訪問、アンケート調査や関係機関との連携等を積極的に活用し、生徒の悩み等の早期発見・早期支援に努
める。
・今後も月1回の教育相談委員会を通して、職員間での情報共有を密にする。生徒の個々の状況に応じ、変更・調整を加
えて適切な対応ができるようにする。
・合理的配慮や支援を必要とする生徒・保護者に対して、より有効な支援を実施していくために、密な面談などを実施し職
員会議で情報を共有する。
・「制服リサイクル運動」において、制服だけでなく、体操服や体育館シューズなどのリサイクルを行う。

・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・
保護者の思いに寄り添ってもらいたい。
・月１回の教育相談員会が行われ、生徒の
悩みや困り等の早期発見・早期支援の取
組は評価できる。

（３）地域に信頼される
学校づくりに取り組む

・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、中学生）のべ
2000人以上
・市内・姫島の中学校への訪
問（15回）

①　授業研究・体験入学・出前
授業・公開授業・ボランティア活
動・情報発信等を通して、中学
校・地域・地域産業界及び関係
機関と連携して各科の魅力化・
特色化づくりを進める。

・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４校）
・学校の情報発信の指標として、HPを毎月6回以上
更新するともに、地域住民及び近隣中学生への情報
発信としての通信を発行する。（10回）

・保護者アンケートにおいて、「自分の子どもを入学させて良かった」で８７．１％が肯定的な意見であった。
・ＨＰを４月から１２月で、のべ９６回更新（月平均１０．７回）することができた。また、ＨＰのトップページを一新した。
・ホームページの更新は、１学期はできていたが２学期以降滞ってしまった。分掌内で横の連携に欠いたためで、来年度以降の業務
内容や係分担を改善する必要がある。
・中学生体験入学は、8月25日に実施。昨年度よりも参加者（中学生・保護者を含む）が40名以上増加した。生徒主体の運営や生徒
発表はたいへん好評であった。
・中学校への出前授業が実施できた。
・地域の南部こども園の夕涼み会（8月）へ参加し工業科の魅力を発信した。
・安岐中学校、国東中学校、国見中学校、武蔵中学校への出前授業を実施し専門科の取り組み内容をアピールした。
・出前授業のテーマを中学生の興味関心を重視した内容に一新させた。
・高校説明会１０回、終礼訪問延べ１０校、国高案内及び国高通信１３部、パネル展示市内４中学校、国東高校ポスター配布及び展
示市内４中学校他市役所等４か所展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                             　　・
本校への来客（来賓、地域住民、保護者、中学生等）は延べ２４００名超となった。（体験入学、PTA、春秋園芸フェア等）

（２）良き社会人となる
ために、自己指導力を
育む

・生徒の生活アンケート(7
月・12月）において自己指導
力が身についた
　　 7月末には75％以上
　 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
いつでも面接にいける服装
を常に心がける
　　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

・情報の収集からホームページへのアップまで、仕事内容を考慮したうえで係分担を行う。
・体験入学は、本校のPRができる最大の行事あるため、生徒主体の運営を引き続き行い、体験授業・部活動見学を充実させ
たものにし、中学校・保護者との連携を一層強化していく。
・学校説明会の時に、先生方（特に３年担当）への説明の場を設ける。
・出前授業以外に学校訪問等を実施する。
・今後も地域の中学校や小学校への出前授業等を行い、専門科の魅力をアピールする。

・今年度は、ホームページが良く更新されい
て学校の様子がよく分かる。
・終礼訪問や学校通信の配布など新たな取
り組みを実施し、国東高校の活動や生徒の
様子が中学生に広報できたと感じられる。
・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８７％を占め、学校への信頼度の高さが
読み取れる。
・JRC部の活動以外でも部活動によるボラ
ンティアも行われ、活発である。JRC活動は
地域に浸透し、子どもたち・保護者に感謝さ
れている。

②　教職員の協働意識の高揚を
図り、研修等を通して職能成長
を図る。

・分掌及び委員会等主催の、時代・地域・学校・生徒
などのニーズに応じた研修会を実施する。（年間6回
以上）

・生徒の生活アンケートにおいて「自己指導力が身についた」で８０．７％が、「場に応じた言葉遣いを使い分けることがで
きる」で９２．８％、「いつでも面接に行ける服装」で９１．９％が肯定的意見であった。
・欠席日数が、年間１０日未満の生徒は９５％であった。（１０日以上の欠席者２２名：昨年度より１２名減）
・美化コンクールは１・２・３学期ともに1週間実施した。２学期以降はは審査対象区域を拡大して行い、校内美化の観点
で大きな成果が得られた。
・専門科では、各実習室に安全標語を掲示するとともに、実習開始前に頭髪服装の点検や安全唱和を行った。また、定
期的な実習室の安全点検や５Sの徹底を図った。
・毎月の頭髪服装検査は、事前連絡を実施することにより、初回合格率を95％以上にすることができた。最終検査に来
る生徒は、６月以降一人もいない事から風紀面での落ち着きが見られる。
・全校生徒対象の交通安全講話、バイク通学生の実技講習会を行い、全校生徒の交通安全や交通規則遵守に対する
意識を向上させた。
・生徒会・風紀委員が自主的に挨拶運動や校内パトロールを行い、器物破損の激減と落ち着いた学校環境をつくること
ができた。

・美化コンクールは来年度も対象区域を拡大し、校内美化の徹底を図りたい。
・交通安全講習会、バイク実技講習会を実施していく。バイク通学時の事故を無くすために、適宜バイク通学生集会を開き道
路交通法の遵守と交通安全への注意喚起を行う。
・５S指導を徹底して行う。また、教師間での危険予知に関しての情報交換を密に行う。
・各実習室に安全標語を掲示し、常に意識できる環境を作る。
・生徒会を中心に各委員会が自主的に活動し、落ち着いた学習環境をつくるように指導を継続していく。
・交通安全への取り組み（交通安全講習会、バイク実技講習会）を継続し、無事故・無違反を目指す。
・バイク通学生のマナーアップのための取組を検討をしていく。

・各種委員会活動は当初の目標であった１活動の実施を達成できた。更なる委員会活動の活性化に向け、生徒会を中
心にした情報交換の場が必要であった。
・ボランティア活動は４月に全校生徒で黒津崎海岸の清掃に取り組んだ。また、各種地域活動や介護施設等への積極的
な支援活動等に１２月末時点で延べ３５２１人の生徒が参加している。
・生徒会執行部による朝の挨拶運動を実施。
・保健委員会から、熱中症の予防運動の呼びかけを行った。（全校集会）
・部活動の加入率は８５％で、各部とも大会で好成績を挙げている。
・専門委員が教職員の指示がなくても活動できることや、専門委員以外の生徒が生徒会活動に参加できている状況を向
上させる工夫を図りたい。

・生徒会をはじめとした各種専門委員会活動の活性化を目指す。各種委員会の横の連携を広げるため学期に１回以上の生
徒会評議委員会を実施する。
・ボランティア活動で活躍している生徒をホームページ上で紹介し、学校内外にアピールする。
・各種専門委員会において専門委員は企画・運営のみに専念し、実際の仕事は週番が行うようにするなど生徒全員が取組め
るよう工夫する。（特別な行事は専門委員が、通常業務は週番が行う）

・生徒会の挨拶運動や校内美化運動によ
り、学校全体が明るい。
・ボランティア活動など地域貢献への活発
な取り組みを今後も期待しています。

①　学習環境の整備や規範意
識の向上に努め、安心・安全な
教育環境を確保し、心身の健康
を育む。

・毎月の頭髪服装検査の最終合格率100％を目指す
とともに、美化コンクールの学期1回以上の実施や、
実習室・設備の整備点検を月1回以上実施する。
・自転車等の安全教室（年1回）を実施するとともに、
専門科における安全教育、5Sの指導を実習開始前
に徹底する。

③　家庭や関係機関と連携し、
一人一人の生徒に寄り添い悩
み等の早期発見・早期支援を行
う。

・合理的配慮の体制を充実させるとともに、保健相談
委員会（月1回）での情報交換を通して、生徒の抱え
る悩みやいじめの早期発見に努め、早期解決を目指
す。（年度末いじめ未解決件数0件）
･人権HRAを実施する（１回は公開人権HRA）ととも
に、市内中学校の人権教育研究会等へ参加する。
（参加職員延べ20人以上）

・「思考力・判断力・表現力を育む授業」等をテーマにした研究授業を12月までに全教科・学科で実施し、研究協議を
　経て来年度の課題を把握できた。
・生徒の授業アンケートにおける「授業に積極的・主体的に取り組んでいる」の項目について７月に91.0％、12月に
　94.7％であり、各先生方の授業の取組が窺い知れる。
・生徒の授業アンケートにおける「授業が理解できる」の項目について７月84.0％、12月87.0％であり、授業形態（習熟
度・少人数授業）や個別指導によって数値が上がったと思われる。
・平日の自宅学習時間の平均は普通科２時間１９分、専門科１時間３１分で目標を達成できた。また、自宅学習１時間以
下の生徒は２１％と目標を達成できていない。
・各学年で毎日課題の実施をすることができ、提出状況も良好だった。しかし、以下の項目について考える必要がある。
　・生活時間の記録が自宅学習時間の増加に結びついているかどうか。
　・記録をとらせるだけになっていないか
　・自分の生活スタイルについて客観的に見れているか、「PDCA」ができているか
・電子工業科においては、各学年とも自宅学習ノートを作成して毎日学習に取り組んだ。
　1年生・3年生においては学習ノートの事前・事後の指導が徹底でき目標の90分を達成して成果を出した。
　2年生においては指導の徹底が行き届かず１学期よりは学習時間は増えたが目標に達しなかった。
　3年生は進路対策の学習にも取り組んだ。
　2学期以降、授業課題や資格検定課題を平日や休日に実施した。

・授業研究において、共有できた課題や取組内容を、今後は実際に各自の授業で実践できるような環境づくりをしていく。
・ICTを活用した授業を通して、「思考力・判断力・表現力を育む授業」が実践できる環境づくりをしていく。(ICT機器の整備・
ICT研修の充実等）
・学年、学科、コースに即した毎日課題・週末課題・即日課題等の実施及び調整を行う。（調整は学年主任・学科主任等）　　・
課題研究の計画発表、中間発表の実施
・予習・復習時間の定着のため、事前・事後の指導の徹底や課題等の工夫をする。
・国高生としてあるべき生活スタイルを具体的にモデル化し生徒に示す。
・研究授業で指導主事から得た情報を元に来年度はさらに授業内容の充実を図り取り組んでいく。

・生徒から学ぼうとする姿勢が見える。
・授業中の机上や教室内が整理されてい
る。
・家庭学習時間は目標をクリアしているが、
更なる増加や内容の充実には家庭との連
携が不可欠である。
・生徒の授業アンケート結果から主体的に
学べる理解度の高い授業が展開されてい
ることがうかがえる。

③　教科指導・資格取得・教育
課程を見直し、高大接続改革へ
対応した総合選択制により、教
育効果の高い指導を実践する。

授業改善プロジェクト会議（年3回）、教科・学科会議
を定期開催（週１回）、教育課程検討委員会（適宜）を
開催し、各教科・学科との連携を密にする。

・授業改善プロジェクト会議は、12月まで3回実施できた。
・教科・学科会議について定期開催した。
・教育課程検討委員会は、7月までに3回実施できた。
・第1回互見授業（5月28日～6月22日：教科内で互見）は、100％実施できた。
　第2回互見授業（10月16日～11月16日：教科の枠を外し3名1班で互見）は、100％実施できた。
・新年度から総合的な探究の時間などが移行措置されるなど新教育課程については十分な検討が求められる。
・各教科・学科では定期的に学科及び学科会議を開き、生徒の情報交換・資格取得・出前授業・授業改善等について話
し合った。

・新学習指導要領（平成34年度実施）の内容について、教科・学科会議で学習を深められるような取り組みを提案する。
・来年度以降に向けて、本校の現状に適した教育課程の編成を新学習指導要領の内容も含め、検討する。
・教科及び学科会議において、新学習指導要領において定期的に学習をすすめる。
・週３２単位への対応について検討する。
・総合選択科目の再検討（生徒の実態や学校の特色を考慮）を行う。
・定期的に学科会議を持ち、情報交換を密に行いながら資格取得・授業改善・出前授業等に取り組む。

・校内研修や互見授業など授業改善に、向
けて学校全体で取り組まれていることが理
解できる。
・先生方が、様々な手法を取り入れ授業を
している様子が見れた。
・放課後の補習や個別指導（添削指導等）
は、生徒の学力向上に効果を上げている。

・普通科のキャリア教育について、３年間の見通しを持った指導になっているかもう一度点検していく。
・専門科の現在の指導が、職業指導だけでなくキャリア教育としてさらに機能していくようにしていきたい。
・就職試験における第一次募集での合格率は８８％で目標を僅かに下回ったものの最終合格率は１００％である。専門
科は夏季休業中の午後を面接等の指導に充て、指導を充実させることができた。
・園芸ビジネス科では１年は86.7％が資格取得した。園芸ビジネス科での資格取得は56％と昨年（45％）より多くなった。
・計算技術検定3級38人合格（38人受験）・2級7人合格（22人受験）、情報技術検定3級2人合格（2人受験）・2級1人合格
（1人受験）、パソコン利用検定3級14人合格（17人受験）・2級3人合格（5人受験）、機械保全5人合格（11人受験）、電気
工事士は、実技試験の補習を（株）九州電力別府営業所の協力を得て実施し第２種電気工事士１８人合格（２３人受験）
全体の合格者延べ８８人（合格率７４％）

・普通科のキャリア教育について、３年間の見通しを持った指導になっているか、担当者以外にも目的・内容・準備日程等の
共通理解が図られているかなどについて見直し・点検を行っていく。（総合的な学習の時間《１年生は総合的な探究の時間》を
中心に、必要ならばHRAの活用も含める）
・専門科の現在の指導が職業指導だけでなくキャリア教育としてさらに機能していくよう見直しや点検を行い、担当者以外にも
目的・内容・準備日程等の共通理解が図られるように取り組む。
・資格取得の指導時間を増やす。
・資格検定試験の指導や補講を計画的に行い、組織的・効果的に実施する。

・学年やコースの実態に応じた講演会やガ
イダンスが実施され、進路意識が深められ
ている。
・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
いることが理解できる。

・教室や廊下はとても綺麗に整備されてい
る。
・自転車やバイク通学生への安全教育が適
切に行われている。生徒の命にかかわるこ
となので今後とも引き続き指導を望みま
す。
・校内外を問わず挨拶が良くできている。
・生徒達はとても明るく、意欲的な高校生活
が送れているように思われる。

②　生徒会・ボランティア活動へ
の参加を促し、主体的に行動
し、社会に貢献する姿勢を育
む。

・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）
・全校生徒がボランティア活動及び地域連携活動へ
参加する。（年間1回以上）

（１）希望進路の実現
のために、各科の特色
作りと授業改善を推進
し学力向上を図る

・生徒の授業アンケート(7
月・12月）において授業に積
極的・主体的に取り組んでい
る
      7月末には75％以上
　  12月末には90％以上
　　　授業が理解できる。
      7月末には80％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
・放課後及び自宅での学習
時間の平均が普通科2.0時
間以上、専門科1.5時間以上
で、1時間以下の生徒10％以
下。
・国公立大学合格者15人以
上、難関大学合格者2人以
上及び就職試験における第
一次募集での合格率90％

①　授業改善を推進し、思考力・
判断力・表現力を育む授業を展
開して、主体的な学習習慣を身
につける取組を推進する。

・「思考力・判断力・表現力を育む授業」等をテーマに
した研究授業を、各教科で1回以上実施する。（うち1
回は前期中、指導主事を招聘する）
・全校生徒に毎日の生活時間を記録させ、生活習慣
を見直し、自宅学習時間の増加を図る。専門科につ
いては、基礎学力の向上、検定・資格取得に向け、
組織的・継続的に取り組むとともに、毎日課題を実施
する。

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。

・各学年・学科・コースの特性に応じて、キャリア教育
の深化を目指した講演会を、生徒一人当たり年2回
以上実施する。
・計画的な資格指導計画の下、一年間で一人1資格
以上の資格取得を目指す。（専門科全学年）

次年度の改善策 学校関係者評価
分析・考察

（１）希望進路の実現のために、各科の特色作りと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に取り組む

「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　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。
 Ⅱ　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。
 Ⅲ　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。
 Ⅳ　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。

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

学校名　　大分県立国東高等学校

前年度評価結果の概要

授業改善への取組は、学年・学科と教科・関係分掌が連携を取りながら、全教職員が使命感を持って取り組んだ。校内研修や研究授業、互見授業を通して生徒の学力向上と学習習慣の改善を目指して取り組でいる。今後更なる学力向上を目指していく。
　生徒会活動・各種委員会活動では、生徒が主体となり、新たな取組の企画運営を実践しながら活性化を目指した。部活動においては8種目で全国大会出場するなど成果を残している。ボランティア活動においても延べ1000人を越える生徒が参加し、地域貢献の心を育てている。生徒の「自己指導力」の向上と規律ある生活習慣の確立を「国高スタンダード」に掲げ、全校生徒に
定着しつつある。　地域の高校活性化事業や中学校訪問、授業公開、出前授業を通じ、保護者・地域・関係機関等との連携を図り情報発信に努めた。
　次年度も、確実な知識の定着と学力向上を目指した更なる授業改善に取り組むとともに、「国高スタンダード」を実践し、保護者・中学校・地域・関係機関等に本校の魅力を積極的に情報発信しながら、地域に開かれた学校づくりを推進する。

学校教育目標 中期目標 重点目標


