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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　　１２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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・授業改善の２回目を校内授業研究会として実施し、指導主事や指導教諭を招聘して４教科（国語・地
歴・理科・農業）で研究授業を行った。学校全体で研究協議に取り組むことで従業改善に向けて共有する
ことができた。
・２学期の研修は情報（ICT)の研修を開催（8/19）した。
・専門科（園芸科）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。
・研究授業による授業改善の研修ができた。
・専門科（工業科）授業アンケートで、授業に積極的・主体的に取り組んだ（９４％）、授業が理解できる（９
４％）　であった。また、１・２・３年生の全員が毎日課題（自学ノート）に取り組んだ。

・互見授業の有用性が共有できたので、気軽に授業が参観できる体制づくりをする。
・今後も、職員の意識高揚を図ることができる研修を計画する。さらに、保護者を対象とした研修も計画していく。
・専門科（園芸科）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。
・毎日課題の指導に取り組み、学習活動に取り組む。
・専門科：課題等の取組を行い、予習･復習の定着を図る。また、事前・事後指導に取り組む。

・授業中の机上や周りが整理され学習環境がよ
い。授業態度も良く指導が行き届いている。
・生徒から学ぼうとする姿勢が見える。
・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。
・生徒の授業アンケート結果をみると主体的に学
べる理解度の高い授業が展開されていることが理
解できる。

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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・自宅学習時間は、６月に平日平均２時間の目標を達成したが、９月は１時間５７分と目標を若干下回った。専門科も
６月の１時間３０分から9月はちょうど１時間となり、学習習慣の改善が必要な学年・クラスが見られた。特に１時間以
下の生徒が１・２年で急増しており改善が望まれる。
・専門科（園芸科）園芸ビジネス科ではフォークリフト技能講習９名・ビジネス文書実務検定１９名が合格した。
・くじゅうアグリ創世塾の研修で遠隔通信による講演ができた。
・専門科：計算技術検定（前期２級１名・３級３３名合格）・（後期２級３名・３級６名合格）、第２種電気工事士８名合格、
機械検査前期３名合格、基礎製図検定２４名合格であった。

・教科・学科にお願いし、日常的に取り組む課題を課すことをお願いする。
・学習時間記録への記入を徹底し、家庭学習時間の確立を図る（普通科）。
・自宅学習１時間以下の生徒には、学年に面談をお願いし改善を図る。
・専門科（園芸科）日本農業技術検定、ビジネス文書実務検定２回目に向けての学習指導に取り組む。
・外部講師の招聘の計画および実施に取り組む
・専門科（工業科）生徒に積極的な資格取得を促すと同時に、組織的・効果的な指導を行う。

・多様な生徒に対して国公立に進学する生徒や一
部上場企業に就職する生徒を多く送り出している
ことは評価できるし、広報活動を通じて周知してほ
しい。
・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。

・授業改善に向けて学校全体で取り組まれている
事が理解できる。
・先生方が、生徒の思考を引き出そうと、様々な手
法を取り入て授業している様子が見れた。

（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。
・第2回目の防災訓練は、地震を想定し、防災アドバイザーや市の職員の方々の協力を得ながら実施で
きた。（9/6）
・登下校の交通安全意識を高めるために自転車安全実技講習会を実施できた（10/25）
・実習では毎回必ず安全唱和を実施し、安全及び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。
・自転車・バイクの車体検査を実施する。
・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るようにする。
・引き続き安全教育を徹底し、安全標語等の掲示によって常に意識できる環境を作る。

・教室や廊下はとても綺麗に整備されている。
・安全教育が組織的・継続的に指導できている。
外部から指摘に対しても迅速に対応できており評
価できる。
・自転車やバイクの交通マナーに気になる点があ
るので、更なる指導が必要。
・校内外に問わず挨拶が良くできている。

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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・専門科：学科会議を現在まで２６回開催し、生徒の情報交換をはじめ、進路指導・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会議は、校内授業研究会の実施方法等について２回目を開催（10/4）した。
・教育課程検討委員会は、来年度新設される学科・コースを踏まえ９月までに５回開催した。

・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。９８．８）％、授業が理解できる。９３．３％、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％
・授業改善を全教職員が共通認識をもって取り組めるように、教科・学科会議の在り方を検討する。
・新学習指導要領実施に伴い、指導と評価の一体化について全教職員で取り組めるような体制づくりをする。
・専門科：引き続き定期的に学科会議を持ち、工業科職員の情報交換を密にしながら資格取得・授業改善・学科行事な
どに取り組みたい。

・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
極的な参加も改善されている。
・文化祭・体育大会は、生徒が積極的であった。
・教師の取組と生徒の頑張りは評価できる。

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
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・「第１回心と悩み調査」の結果、いじめ等問題を抱えている生徒を把握し、速やかに対策をとることができた。
・1学期に公開人権HRAを行っており、12月に各学年人権HRAを行う。内容は、１年は「仲間づくり」、２年は「解放の歴
史」、3年は「結婚差別」の予定。
・国東市主催の人権講演会に本校職員４名、PTA１２名が参加(8/20)。ヒューライツフォーラムに本校職員が8名参加
した(10/18,19)。その中で本校職員が自校の人権教育の取り組みを発表した。市内小中学校の人権教育研究大会
に人権教育主任が参加(11/13)。これまでの各種研究会・講演会の参加職員はすでに延べ20人を越えている。
・教育相談（合理的配慮検討）委員会を毎月1回開催し、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。
・２学期当初に、1学期の授業態度等の問題が多かった1年4組（園芸ビジネス科）の生徒に対して２学期の取組につ
いて、全員と面談した。
・１学年（対象クラス　1年4組（園芸ビジネス科））と相談し、授業を真面目に取組むよう、授業のサポート体制（授業担
当＋1人）を充実させ、現在（11月現在）も継続している。
・3年生の支援を必要とする生徒の進路対策として、大分県障害者職業支援センターへ相談に行き、現在の状況を確
認した。
・巡回相談員（日出支援学校）に授業観察を依頼し、実態を踏まえた上で、職員研修、対象生徒の研修を実施した。

・12月の人権HRAに向けて、テーマに沿って各学年で学習会を行う。
・「第2回心と悩み調査」を行う。
・各種研究会や講演会の参加をさらに呼びかける。そして還流報告を行う。今後も月1回の教育相談（合理的配慮検
討）委員会を実施し、全職員で情報の共有適切な対応ができるように努める。
・合理的配慮や学習支援の必要な生徒が増える中で、支援の体制をしっかり整えることが早急の課題である。そのた
めには支援員の複数配置が必要になる。
・合理的配慮や学習支援の必要な生徒の出口である進路指導も大きな課題である。今年度は、大分県障害者職業支
援センターでの話し合いで対応は厳しいとの説明を受けた。現在の高校
　現場ではその対応を研究する。
・家庭環境が複雑な生徒が多く、今後も市の福祉課・保健課・病院等と密に連携していく必要性がある。
・合理的配慮の申請にあたっては、障害者手帳・医師の診断書等を有するものなどの基準を検討する。
・合理的配慮に対応した授業に取り組む

・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がなされている。また、関係
団体等と連携がなされており対応が丁寧である。
・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。

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

・生徒会を中心に各委員会ともに生徒が主体的に活動できる取り組みを実施した。特に美化委員会主催
の美化コンクールでは、生徒の視線で校内美化の改善が図られた。
・現在延べ９００人のボランティア参加実績があり、今後も取組と継続する。

・２学期以降も委員会活動を活性化していくために、生徒評議委員会で各委員会の活動状況を確認し、生徒会を中心
とした委員会活動を確立していく。
・現状のボランティア活動と部活動が自主的に行っている地域貢献活動を継続し、目標を達成する。

（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

・教職員の様々な分野での研修が実施されている
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。
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・中学校への終礼訪問は、国東市（４校）、姫島村（１校）、杵築市（１校）で２回ずつ実施し、本校生徒の活躍や本校
の特色・魅力をアピールできている。
・新学科、新コース設置に伴う教宣活動として、１１月６日アストくにさき、１１月１７日ホルトホール大分で実施した。
・体験入学は8月２４日に実施し、参加者は30４名（中学生239名　保護者51名　中学職員14名）で昨年を上回った。
・中学校の出前授業は内容を中学生のさらに興味を引くものとし、現在行っている。
・国高案内（１号）、国高通信（１～７号）発行し、国東市（４校）、姫島村（１校、杵築市（２校）の中学校へ全校生徒分
を配布している。
・ホームページの更新は4月から10月までに延べ127回行った。これは月平均にすると１７回程度となり、昨年の２倍
近くのペースになっている。
・オリーブの研究で東部振興局や国東市との連携ができた。ハマボウフウの保護活動ではNPO法人との連携ができ
た。大分大学との連携でムクナ豆の分析について体験学習ができた。

・国高通信の発行は、本校の魅力を発信するためさらに工夫を加えながら、近隣中学校へ配布していく。
・ホームページは、今後も毎月10回以上の更新を継続し、学習面や進路状況など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などの充実により、ＰＴＡ活動のさらなる理解と協力を求める。
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・PTA総会・連絡会の保護者出席数は併せて318名、出席率は71.4％であった。
・進路対策委員会による進路について語らん会には27名、大学等への研修旅行参加者は10名である。
・本年度PTA新聞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・７・８・９・１０月の5回で118名の保護者の参加が得られた。
・一人一役運動の前期参加者357名で、参加率79.8％であった。

・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。
・保護者宛文書が確実に保護者に届くよう、クラス担任と連携して、徹底する。
・地域との連携による研究の継続

・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。
・PTA広報新聞の各種団体への配布を継続して欲
しい。

・ホームページがよく更新されていて学校の様子が分か
りる。
・終礼訪問や学校通信の配布などの取組が継続され、
国東高校の活動や生徒の様子が中学生に広報できて
いると感じられる。
・新しい学科、コースの周知に精力的にしかも丁寧に尽
力されており学校の決意が感じられる。
・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。
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・授業改善に係る職員研修は、3回実施。・校内研修会を９回（授業改善２回、ＩＣＴ２回、教育相談２回、服
務規律３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。

・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。
・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。
・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議の議題の精選等工夫する。


