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　学校名　　　　大分県立玖珠美山高等学校

ＰＬ：生徒指
導主任
ＳＬ：保健主
任
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平成３０年度学校評価（年間評価）

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標 学校関係者評価
ＰＬ
ＳＬ

前年度評価結果の概要

〇全職員、生徒の危機管理意識を高め、全職員、生徒、学校全体でる安全安心な学校づくりに努める必要がある。
〇生徒の家庭学習時間の確保（2時間以上）が課題である。定期的な学習時間調査の実施、調査を踏まえた担任や教科担当による面談で、学習法や１日の生活リズムの確認、指導を行うことで、家庭学習時間の確保を図る必要がある。
〇授業改善については、その取組が生徒の学力向上、学習意欲の高揚に繋がっているか検証が必要である。授業アンケートによる生徒の状況把握を行い、学習意欲の喚起や自ら学ぼうとする姿勢の育成のための、授業改善の取組を図る必要がある。
〇多岐にわたる生徒の進路目標達成のために、丁寧でこまめな指導が必要である。特に難関大学複数合格のための、組織的な進学指導の実施が喫緊の課題である。
〇みやまＮＥＷＳや農場だより、学校ＨＰによる学校の魅力の積極的発信による広報活動の検証を行い、入学定員の確保、特に地域の中学校からの本校への入学率を上げる必要がある。

「安全」な環境を整備し、「安心」して学べる環境のもと、「地域の学校」と
して、地域に愛され、地域に信頼される学校

〇生徒の安全が確保され、生徒が安心して学校生活を送ることができる学校
〇確かな学力の定着と高い専門性を追求し、進路希望が達成できる学校
〇信頼関係に基づいた生徒指導と積極的なキャリア教育により、誠実、勤勉でたくましい生徒が生き生きと活動する学校
〇コミュニティ・スクールを活かし、小・中・高・保護者・地域が連携し、地域と共に成長する学校

学校教育目標 中期目標 重点目標

平成３０年度重点目標
１．施設の管理 ･点検の徹底と、基本的な生活習慣やマナー教育の充実
２．教職員の指導力向上と、生徒の学習時間確保による進路指導の充実
３．小中学校や地域 ・大学 ・各機関との連携の推進と、広報活動の充実

自己評価結果
次年度の改善策

分析・考察評価

〇教職員による校内安全点検と生徒への安全点検アンケートはと
もに計画的に毎月実施した。
〇実施後の対応も迅速に修繕等取り組んだ。
〇７月と１０月に日時の予告をしない抜き打ちの避難訓練を実施し、
生徒の地震や火災時における生命の安全に対する意識の向上に
努めた。

〇毎月１日に交通安全委員会と玖珠警察署合同で、登校時のあい
さつ運動・登校指導を実施した。
〇風紀委員会で毎月１５日にあいさつ運動を実施した。
〇交通安全委員会で、自転車通学生集会を実施し、生徒による交
通安全のルール・マナーの向上を図った。
〇バイク通学生の事故はゼロ。自転車事故が１件であった。
〇保護者アンケートで「挨拶など基本的生活習慣に関する指導がき
ちんと行われている」95.5％

〇教職員、生徒への校内安全点検アンケートについては、形骸
化しないよう実施していきたい。
〇校内安全点検の結果、改善された箇所の職員への報告方法を
工夫したい。
〇防災避難訓練に関しては、引き続き抜き打ち形式で実施してい
きたい。また、地域との連携も模索したい。

〇ネットトラブル・情報モラル講演会を６月６日に実施し、マナー教
育およびネットトラブル防止教育を行った。
〇１学期末、２学期末といじめアンケートを実施し、いじめの早期発
見に努め、結果については、HR担任に聞き取りをし確認をした。
〇いじめの認知件数は６件であるが、すべて解決済みである。
〇生徒アンケートでの「SNS等の使用マナーが守られている」97.2％

〇新入学生については、保護者対象に合格者登校日にケータイ・
スマホ安全教室を開催する。
〇ＳＮＳ等のトラブルについての注意、喚起を定期的に実施す
る。
〇いじめに関しては引き続きアンケートや面接を実施するなか
で、見逃しゼロを目指す。

家庭学習時間調査の
実施及び実施後の学
習面談の実施

３．小中学校や地域 ・大学 ・
各機関との連携の推進と、広
報活動の充実

〇保護者アンケートで、
「玖珠美山高校に子ど
もを入学させてよかっ
た」割合９０％以上

〇保護者アンケートで、
「外部に対して熱心に学
校のＰＲを行っている」
割合９０％以上

〇玖珠郡内の中学生の
本校入学率　６０％以上

大学入試改革も意識
し、組織的な進路指導
体制の確立

○模試検討会を各学年、年３回実施
○進路検討会（３年対象）を年２回実
施
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校内の施設設備の安
全確認と安全教育の
実施による、安全・安
心な学校創りの徹底

生徒の自主的活動の
推進による、あいさつ
の励行と交通安全の
ルール・マナーの遵守
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○教職員による校内安全点検、生徒
への安全点検アンケートを毎月実施
する。

○交通安全委員会と玖珠警察署合
同（毎月１日）で、登校時のあいさつ
運動・登校指導を実施する。

〇校内事故ゼロ

〇保護者アンケートで、
「あいさつなど基本的生
活習慣に関する指導が
きちんと行われている」
９０％

〇生徒アンケートで、
「ＳＮＳ等の使用マナー
が守れている」９０％

○学習時間調査を年５期間実施
○調査後に、生徒と面談の実施

ネットトラブル、いじめ
の早期発見及び適切
な対応

授業改善・授業力向上
による、生徒にとって
「わかる授業」「力がつ
く授業」の実践

１．施設の管理 ･点検の徹底
と、基本的な生活習慣やマ
ナー教育の充実

ＰＬ：進路指
導主任
ＳＬ：学年主
任

○地域の課題解決に向けた調査研
究の発表会を年２回

ＰＬ：生徒指
導主任
ＳＬ：特別活
動主任

総合評価

次年度への展望等

〇「安全・安心」をベースとした「地域に信頼される学校創り」を重点目標として、安全点検の実施、マナー教育の充実、学力、進学力・就職率の向上に向けた授業改善の推進、地域や小中学校との連携、広報活動の充実といった取組を、昨年度より発展させた形で実施でき、生徒、保護者、地域からの信頼度も高まった。
〇課題としては、志願者数の減少、家庭学習時間の確保、魅力化の情報発信があげられる。特に、郡内中学生の本校入学率の減少は深刻な問題である。次年度は、郡内の中学校が２校になるため、教員、生徒の交流の場を設定するなど、校種間連携に積極的に取り組んでいきたい。その中で、本校の魅力や特色、売りを中
学校の生徒、教員、保護者にアピールしていきたい。
〇授業改善の取組は、この１、２年で成果を上げてきている。今後は、自ら考え、自ら学ぶ生徒の育成につながるよう授業改善をさらに進めていきたい。
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4
地域の幼・小・中学校
や大学・研究機関、企
業や農家との積極的
交流による、地域貢献
への寄与

〇地元の小・中学校への出前授業や
交流活動１０回以上
〇地域や大学・研究機関、企業・地
元農家との連携・交流１０件以上

〇生徒の授業アンケー
トで、「力がついている」
割合８０％以上

〇家庭学習時間の全校
生徒の平均が２時間以
上の割合６０％以上

〇国公立大学２０名以
上合格（うち、難関大学
１名以上合格）、就職率
１００％、３年生の進路
目標達成１００％

２．教職員の指導力向上と、
生徒の学習時間確保による
進路指導の充実

○学校ＨＰの更新回数年間１００回以
上
○広報誌「みやまＮＥＷＳ」「農場だよ
り」等を毎月発行し、１年間の発行回
数４０回以上
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「農場だより」や「みや
まＮＥＷＳ」、学校ＨＰ
等の内容の工夫と、地
域や保護者への広報
活動の充実

○地元の小・中学校への出前授業や交流活動は、１１回実施でき
た。小・中学校生の満足度も高く、本校生徒の達成感も高かった。
○地域や大学・研究機関、企業・地元農家との連携・交流は、１８回
実施。内容の濃い連携・交流が実施できた。
〇収穫感謝祭で、大学・地域を交えた「食育」についてのパネルディ
スカッションを開催した。

○２学期末保護者アンケートで「子どもを入学させてよかった」の割
合97.2%
○２学期末保護者アンケートで「熱心に学校のPRを行っている」の
割合73.2%
○学校HPの更新回数は１８０回（１月３１日）
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ＰＬ：特別活
動主任
ＳＬ：農場主
任

ＰＬ：教務主
任
ＳＬ：農場主
任

4
資格取得や地域ととも
にある学校ならではの
特色ある取り組みを行
い、その中で生徒を成
長させる。

○２学期末授業アンケートで、「力がついている」の割合は全教科の
平均で97.9%
○授業研究会は、7/17（火）・11/11（月）の２回実施
○各学期に生徒授業アンケートを実施し、教科会議・授業改善委員
会で情報共有

〇10月～12月の６週間で調査を実施。
〇学習時間２時間以上…３年　６４％　２年　２８％　１年　４６％
〇生徒面談等で、調査方法の徹底ができていなかった。
〇学習時間調査冊子が、うまく活用できていない状況である。
〇生徒とのコミュニケーションツールとして活用している。

〇各学年で模試検討会を実施してきた。８月、１２月、２月に実施。
〇模試検討会で上位者指導についての検討をした結果、中堅国公
立大学合格レベルの生徒の数が入学当初に比べ、各学年で倍増し
ている。（３年６名→１２名など）
〇３年生の現時点での進路目標達成率は８１％である。（うち就職
内定率は１００％）。
〇国公立大学のＡＯ入試・推薦入試の合格者数は７名で、開校以
来４年目で過去最高の数である。

○地域の課題解決に向けた特色ある調査研究を行い、県農業クラ
ブやその他の大会、イベント等で発表し大きな成果を得ることができ
た。（全国レベルの大会8部門出場して７部門入賞）
〇３年生課題研究中間発表、本発表の２回実施、２年生課題研究
中間発表、１年生FFT発表会実施。
○継続研究が多く地域の農業振興や環境保護等に直接役立ち、地
域からの期待も大きい。生徒の研究を行政・農家が取り上げ現実的
になってきたものもある。

○さらに地域の課題解決に向けた調査研究を行い、地域に定着
させる。
〇常時、地域課題を見つけ出すことができるように、地域との連
携を密にする。
〇活動の中で、生徒が地域や人との関わりをつくる場面を多く作
り成長させる。

ＰＬ：進路指
導主任
ＳＬ：教務主
任
ＳＬ：学年主
任
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○ネットトラブル・情報モラル講演会
を１学期に実施する。
○各学期１回、いじめアンケートを実
施し、いじめの早期発見に努め、職
員会議等で情報共有を図る。

○授業研究会を年間２回実施
○生徒への授業アンケートを年３回
実施し、教科会議で改善策を検討

ＰＬ：生徒指
導主任
ＳＬ：人権教
育主任
ＳＬ：教育相
談主任

ＰＬ：教務主
任
ＳＬ：教科主
任
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3

ＰＬ：農場主
任
ＳＬ：進路指
導主任
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○実施回数を多くすることで、生徒に体験させる機会を増やすこ
とができるが、参加した小・中学生と本校生徒に達成感や充実感
が味わえる内容を計画する。
○本校生徒の事前指導を十分行い、安全に配慮した交流活動に
する。
○町内の他の小学校とも交流する。

〇各種広報紙を適宜発行し、情報発信などの広報活動を充実さ
せる。
○PTA広報部（PTA新聞）との連携
○次年度統合される中学校との連携（部活動・各種行事等）
〇保護者への本校ＨＰの紹介を毎学期実施することで、学校の
様子や生徒の頑張りを伝えていきたい。

・生徒の安全意識を高める上で、抜き打ちの避難訓練は効果的な取組と思
う。
・日常から安全意識が高く、定期的な取組もなされている。
・県防災活動支援センターと連絡を取り、「DIG訓練」などの実践的な防災訓
練に取り組むと地域との連携にもつながる。
・地震等の災害に備えた点検と整備をお願いしたい。

・安全対策については、引き続き力を入れてほしい。
・毎月1日の投稿指導やあいさつ運動、15日の風紀委員会のあいさつ運動
などの実施により、交通ルールやマナーの向上を図ることができている。
・自主的なあいさつや交通マナーの遵守が玖珠美山高校の校風となるよう
に今後も継続した指導をお願いしたい。

・授業研究会は担当する先生の負担が大きいと思われるが、授業改善や授
業力向上に十分つながると思われるので、来年度も継続してほしい。
・中学校を意識した授業研究や連携に取り組んでもらいたい。
・先生方の力で、学年が上がるほど意欲が高まっている。

・生徒の学習実態を正確に把握するためにも、調査方法の確立が必要だと
思われる。
・生徒１人１人に合った指導を行ってもらいたい。
・１，２年生の2時間以上の学習をしている生徒の割合が少ないのが気にな
る。

・学校の取組の成果がすばらしい。今後も地域にある高校として頑張ってほ
しい。
・国公立大学20名以上（うち、難関大学１名）合格を目指して、引き続き頑
張ってほしい。
・生徒１人１人に即した指導やアドバイスができることが、美山高校の魅力
の一つであり、大きなアピールポイントである。
・全職員で生徒の進路指導を適切に行っているという雰囲気を感じる。

地域産業科の課題研究は、生徒にとって大変貴重な経験であり、力となっ
ていると思う。先生方の負担は大きいと思われるが、今後とも指導を継続し
てほしい。
・来年度の課題研究発表会は、郡内中学校との交流の一環として、見ても
らえるようにできたらよい。
・今後も学校の特色を生かしてほしい。

・交流活動がたくさんなされていて、活動に積極的だと思う。
・受験勉強や資格試験の仕方を中学生に伝える機会があると、大学進学を
目指している中学生の意識が変わると思う。
・地域や地元の小中学校に向けて積極的な交流が図られている。来年度
は、さらに中学校と内容の濃い交流を期待する。

・保護者の97.2％が「子どもを入学させてよかった」と感じていることは、それ
だけ学校が頑張って生徒を成長させていることだと思う。
・学校HP、みやまNEWS等により、学校行事や生徒の活躍の様子を効果的
にまとめることができており、素晴らしい。
・保護者の満足している内容を聞き、中学校の生徒・保護者へのPR活動に
活用するとよい。

〇新入学生に対する交通安全指導に力を入れたい。４月の新入
生オリエンテーションの中に組み込みたい。
〇あいさつ運動と登校指導は継続して、実施していきたい。
〇登校時のあいさつに加えて、校内外でのあいさつの向上に努
めたい。
〇警察署による講演や集会などを通して、交通安全のルールや
マナーの向上に努めていきたい。

○授業改善における発問の改善を考査問題の工夫（オープンク
エスチョン等）へつなげる。
○中学校との連携を意識した授業研究会の実施
〇授業改善員会や教科会議の活性化を図り、授業改善の推進を
さらに進める。

〇家庭学習の在り方について、まず教職員間で意識統一させ、
生徒に学年初めに周知、徹底させる。
〇自分を振り返れる（部活動・学習・その他）記入欄に冊子を改良
していく。
〇目標を達成させる自信をつけていくための冊子にしていく。

〇模試検討会、進路検討会は、来年度も継続する。内容につい
ては、事前打ち合わせを行い、効果的なものとする。
〇学習時間の確保、進路目標達成させるために、時期を見て、進
路講演会を実施し、生徒の進路意識を高めさせる。
〇地域産業科の課題研究と上手く連携して、地域産業科の学力
向上、キャリア意識の形成を高めていきたい。

・SNSによる講演会やいじめアンケートの実施により、ネットトラブルやいじ
めに対する適切な対応ができていると思われる。
・ネットトラブルは今後ますます複雑化していくことが予想されるため、先生
方には、継続的な学習会や指導をお願いしたい。
・新入学生保護者対象の携帯・スマホ安全教室開催等を含め、玖珠美山高
校のルール作りが重要と思われる。


