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令和元年度学校評価(１学期末評価・中間評価）

ＰＬ：プロジェクトリーダー、ＳＬ：サブリーダー

実施時期　　令和　１年　　７月

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

「鍛え磨く、探る、挑む」の校訓を体現することで、人権を尊重し世界平和を願うとともに、我が国と郷土を
愛する志高い人材を育成する。

 Ⅰ　生徒の学力・学習意欲向上のために、対話的で深い学びを実現するとともに、家庭学習習慣の定着を図る。
 Ⅱ　国高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・支持されるとともに、生徒・保護者の満足度の高い学校づくりを行う。

（１）志望進路の実現のために、各科の特色を生かしたカリキュラム・マネジメント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

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

検証結果(自己評価)
学校関係者評価評価 重点的取組・取組指標の実践 今後の改善策

（１）志望進路の実現
のために、各科の特
色を生かしたカリキュ
ラム・マネジメントと授
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。　　　　　　　90％
以上　　　　　　　　　　　　授業
が理解できる。　　　　　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
がわかるようになった。
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
立大学合格者数20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・表現力や学びに向
かう力を育む授業を展開し、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。）
・普通科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。

PL：教務主任
SL：学科主任
SL：教科主任
SL：進路指導主
任
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・授業アンケート（7/1～7/12）では、授業に積極的・主体的に取り組んだ（98.8％）、授業が理解できる
（91.9％）　であった。
・研究授業は、国語科(6/12)・数学科(5/28,5/30,7/2,7/12,7/17)・理科(6/14)・英語科(7/2)・工業科(7/22)
の９回実施できた。
・互見授業の第1回目は、自教科の授業見学を実施した。（実施率100％　6/17～7/12）
・毎日の生活時間記録は普通科の全学年で実施した。また、全校生徒を対象にした学習時間調査を2回
実施した。（５月・６月）
・自宅学習時間は、普通科では５月（１.8時間）、６月（2.４時間）と徐々に平均２時間以上を超え、専門科
も５月(1.１時間）、６月(1.５時間）と次第に目標の1.5時間に達した。自宅学習1時間以下の生徒は普通科
で（12.0%）、専門科（30.4％）と、ともに１０％以下に届いていない。
・毎日課題として園芸ビジネス科では１，２年はマナトレと日本農業技術検定の学習に取り組み、3年生
は進路に向けた就職・進学試験対策の学習に取り組んだ。電子工業科の２，３年生は自学ノート、１年生
は課題プリントに取り組んだ。

・生徒授業アンケートの結果をもとに、授業の理解度の向上を目指し、更なる授業改善を推進する。
・研究授業は、全教科・学科で実施し、授業改善に向けて全教員で取り組む。
・２学期に校内授業研究会を実施する。
・２学期も互見授業の第２回目を実施する。
・自宅学習の定着に向け、授業の予習・復習の取り組みを徹底させる。（専門科）
・自宅学習1時間未満の生徒には、個別指導により、積極的な学習の啓発を図る。
・専門科の自宅学習時間の増加のために、学科及び学年の連携のもと、組織的な課題計画を実施する。

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
志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）

PL：進路指導主
任
SL：学科主任
SL：学年主任
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･キヤリア教育の講演会は各学年・各学科、学年ＰＴＡ等で実施できた。（3年：7/10）
・資格取得では【園芸ビジネス科】ビジネス文書実務検定３級５名合格、４級３３名合格【電子工業科】計
算技術検定：２級１名合格、3級3３名合格、第２種電気工事士筆記10名合格であった。

･キヤリア教育の講演会は、各学年（1年：9/13　2年：9/10）をそれぞれ効果的な時期・内容で実施する。
・一人１資格以上の資格取得を目指し、朝学習の活用や課題・補習を組織的に計画し実施する。
・専門科の生徒に、積極的な資格取得を促す。（建設機械、危険物取扱者、技能検定等）

（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て
85％以上
場に応じた言葉遣いを使い
分けることができる
85％以上
いつでも面接にいける服装を
常に心がける
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

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。

PL：生徒指導主
任
SL：特活主任
SL：学科主任
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・全学年、服装頭髪検査の最終合格率１００％達成済み。
・美化コンクールでは、教室や廊下を中心に校内美化に取り組んだ。加えて、美化委員が清掃状況や気
になる点を翌朝（SHR)に報告するなど組織的な取組も行った。(7/8～12）
・火災を想定した防災避難訓練を実施し、統制の取れた避難訓練ができた。(6/28)
・交通安全講話(6/21)やバイク通学生への実技講習会(7/5・12)を通して、安全教育を実施した。
・実習では必ず安全唱和を実施し、安全および５Ｓについて確認を行った。

・全学年、服装頭髪検査の最終合格率１００％達成を目指す。
・アルバイトに関しては、アルバイトをしている生徒の成績状況を把握しての事後指導の必要性を検討。
・第2回目の防災避難訓練は、地震を想定し、防災アドバイザーの協力を得ながら実施する。
・引き続き安全・５Ｓの指導の徹底を行う。また、教師間で危険予知に関しての情報交換を密に行う。（専門科）
・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。（専門科）

③　教科指導・資格取得・教育
課程を見直し、高大接続改革へ
対応した各科の特色を生かした
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）、新入試対応プロジェクト
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。

PL：教務主任
SL：進路主任
SL：教科主任
SL：学科主任
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・授業改善プロジェクト会議では、授業改善スクールプランと授業改善の取り組みスケジュールをを作成
した。（4/3）
・教育課程検討委員会は３回開催し、教科・学科からの意見を元に、令和２年度新入生の教育課程の編
成を進めた。併せて、新学科等の教育課程も検討を進めている。（6/14、7/5、7/26）
・教科・学科会議は毎週開催し、生徒の情報交換をはじめ、資格取得・学科行事・授業改善などについて
の協議がなされた。

・授業改善プロジェクトでは、1学期の反省をもとに、問題点等を明確にし、改善や変更すべき内容を検討し更なる授業
改善の方策を検討する。
・新学習指導要領について教科・学科で定期的な研修をすすめ、今後の取り組み方法について検討する。
・高大接続改革に対応した、教育課程及び総合選択制についても検討する。
・学年間で連携、3年間を見通した指導実践のため、各学年における、到達目標と指導方法を共有しながら、効果的な
指導を実践する。
・新学科等の教育課程等についても検討を進める。

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や各種団体の学習会等へ参加する。
（参加職員延べ20人以上）

PL：保健相談主
任
SL:人権教育主任
SL：学年主任

3

・教育相談委員会を毎月実施し、生徒の抱える悩みや困りについての情報を職員間で共有できた。・特
に配慮を要する生徒においては、授業担当者会議をもち、生徒情報の共有と指導の目線合わせを行っ
た。
・合理的的配慮の体制づくりは、生徒保護者に対しての調査及び面談等を実施し、5月中に整えることが
できた。
・合理的配慮の生徒に関して、授業の流れの視覚的提示や机間巡視を多くするなど、各科目で取り組ん
だ。
・教育相談巡回相談（1回）及び教育相談研修会(2回）実施し、困りを抱えた生徒一人一人に応じた配慮
と支援の方法を職員で共通認識することができた。
・「第1回心と体の悩み調査」を実施した。（7/5：いじめ件数11）
・公開人権HRAを実施した。（7/19）
・全校生徒が「人権標語」を作成した。
・地区高等学校人権・同和教育研究大会に15名が参加した。(7/24)

・毎月1回の教育相談委員会を実施し、今後も職員間での情報共有を密にする。
・合理的配慮の支援の状況を確認し、今後必要な支援のあり方について生徒・保護者を含めて確認する。
・困りを抱えた生徒への支援のあり方について検討し、支援の内容や方法について職員間で情報共有を行う。
・２学期に二回目の「心と体の悩み調査」を実施する。
・校内の人権教育学習会や研究会の還流報告会をおこなう。

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、延べ3400人以上）

PL：特活主任 3

・生徒会・風紀委員会による「あいさつ運動」や交通委員会の「交通安全の呼びかけ」などが良い効果を
出している。また、生徒会による校内パトロールも「落ち着いた学校環境」となっている要因の1つと考えら
れる。
・黒津崎海岸のボランティア清掃活動に全校生徒が取り組んだ。（4/19）
・希望生徒対象に、環境教育に関する研修を実施した。（エコ委員会・生徒会・JRC部7/12　参加者91名）

・生徒会・風紀委員会による「あいさつ運動」を継続し「全校に挨拶が飛び交う学校」「あいさつ通り」づくりを全校生徒で
取り組む。
・生徒会による校内パトロールを継続し、パトロールで気付いた問題点や改善点について全校生徒で共有する機会を
計画する。
・各委員会の主体的な取り組みを積極的に計画する。

（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
対して肯定的な意見80％以
上
・本校への来客（来賓、地域
住民、保護者、中学生）延べ
2500人以上
・市内及び近隣中学校への
訪問(25回）

①　中学校訪問・体験入学・中
高連携学習会・出前授業・公開
授業・ボランティア活動等を通し
て、地域への情報発信に努め、
地域との連携を深める。

・中学生を対象にした体験入学（年１回）と保護者を対象とし
た学校説明会（10回以上）を実施するとともに、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10回以上更新する
とともに、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）

PL：総務主任
SL：教務主任
SL：学科主任
SL：学年主任
SL：特活主任

③　地域連携事業・ＰＴＡ活動・
地域研究等を積極的に企画し、
地域の現状を把握し、地域を発
展させる人材の育成を図る。

・PTA総会及び連絡会の保護者出席率80％を目指す。
・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。

PL：総務主任
SL：学科主任
SL：生徒指導主
任

②　研修等を通して教育公務員
としての意識の高揚を図り、信
頼される教職員組織づくりに取
り組む。

・分掌及び員会等主催の、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）

PL：教務主任
SL：学科主任
SL：学年主任
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・中学校の終礼訪問は、国東市（4校）、杵築市(１校）、高校説明会は、国東市（4校）、姫島村（1校）、杵
築市（1校）で実施し、本校生徒の活躍や本校の特色・魅力をアピールでき好評を得ている。
・体験入学は8/24の実施で計画している。参加予定者は306名（中学生246名　保護者49名　中学職員11
名）で昨年を上回っている。
・国高案内（１号）、国高通信(１～4号）を発行し、国東市（4校）、姫島村、杵築市（2校）の中学校の全校
生徒に配布した。
・地域の南部こども園の夕涼み会（８月）へ参加し電子工業科の魅力を発信。
・中学校での出前授業は、現在講座の内容や実施時期の調整段階で、2学期（11月中旬）での実施で準
備している。
・ホームページの更新は、４月から７月までに延べ９５回行った。これは昨年同期の2.7倍である。

・国高通信は、本校の魅力を発信するための工夫を加えながら発行し、近隣中学校へ配布する。
・中学校での出前授業は、講座の内容を刷新し、11月中旬に実施する予定。
・ホームページは、今後も毎月10回以上の更新を継続し、今後は、学習面や進路面の情報発信を強化しながら幅広く
学校のＰＲに務める。
・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。

3

・ＰＴＡ総会・連絡会への保護者出席者数は併せて291名。出席率は64.8％であった。
・進路対策委員会による進路について語らんかい（会）には２７名、大学等への研修旅行への参加人数
は１０名である。
・本年度ＰＴＡ新聞第１号は、１学期終業日に全校生徒に配布した。
・あいさつ運動は、６月、７月の２回で７０名を超える保護者の参加が得られた。
・春の園芸フェアを実施できた（5/24)

・あいさつ運動実施日の２日前に、参加希望者宛に案内文書を生徒を通じて配布する。
・一人一役運動は、年２回、前期と後期に分けて参加希望調査を実施する。
・行事が続く２学期だからこそ保護者の協力が必要であることを伝えることで、より多くの参加を図りたい。
・秋の園芸フェアに向け、地域のニーズに対応した魅力ある販売品づくりを実践する。
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・職員研修は、服務規律（4/1、7/18、7/26）、情報(4/26)、教育相談（5/17)、いじめ関連(5/24、7/16)、児
童虐待(7/18)に関する研修を実施した。特に、7/16のいじめ関連はスクールロイヤー（弁護士）を招聘し
て行い、理解が深まった。

・今後も各分掌等で予定している研修会を、職員会議や職員朝礼等で、随時実施する。
・今後は、時代・地域に即した研修を職員・生徒だけでなく保護者を対象とした研修を実施する。


