
(別紙様式２）

※　1学期末評価においては、学校関係者評価は不要

・校内や地域で見かける美山生の姿はしっかりしてきている。地道な取組の成果が現れてきている
と評価する。進学や就職指導と兼ねて行うことで、生徒の自覚はもっと高まると思う。
・少数だが頭髪や服装が乱れている生徒を校外で見かけることもあるので、評価が「４」になるまで
指導を継続する必要がある。
・ＰＴＡ組織や地域の方々と協働して定期的に挨拶運動に取り組むことで、挨拶をはじめ基本的生活
習慣を身につけることに繫がる。美山生の明るさを町内に届けてもらいたいと思う。
・生活の基本となる生活習慣に関することは、運動期間中のみの活動ではなく、毎日習慣的に実施
する方策を考えるべきである。きちんとした生活習慣を身につけていることは、生徒にとって大きな
武器になる。

・入部率の高さ、学校行事の満足度の高さは生徒の学校生活満足度に比例すると考える。行事を
通じて新たに求められている学力（コミュニケーション力、協働性、表現力など）の向上に資すること
が期待される。
・部活動生（野球部、ホッケー部の生徒を見学）の規律ある態度は大変気持ちがよい。
・活力ある行事や活動が地域にも伝わってくる。農業科と普通科の生徒との交流の深化拡大につい
て具体性を持たせ、成果を検証し次年度につなげてもらいたいと考える。
・美山祭、収穫感謝祭に来校したたくさんの地域の方々や、保護者が一所懸命に行事の手伝いをし
ている姿を生徒が間近で見ることで、生徒のやる気の向上、新たな校風をつくろうとの意識の高揚に
繋がると考える。

・授業改善が進んでいる中学校の授業を参観する。・農業科が小中学校への出前講座を３回実施した。（荒天のため、２回、中止せ
ざるを得なかった）
・玖珠美山高校第１回授業研究会を10月28日に実施し、郡内の中学校・教育
委員会からも参加していただいた。
・北山田中学校で行われた公開授業に参加した。
・夏季休業中の学習ボランティアに4名の生徒が参加した。
・中高連絡会で第２回授業研究会への参加を中学校の先生方に呼びかけた。

・地域人材を招聘しての講演会は意義深いと思うが、生徒が受け身ではなく、生徒自身が積極的に
自己表現したり、自分のこととして捉えられるような取組とすることが重要だと考える。
・地域人材を招聘しての講演会は、可能であれば複数回実施してもらいたいと考える。
・地区ＰＴＡを１０地区で実施したことは大きく評価できる。この会で得られた保護者からの意見を学
校運営に活かしていくことが重要である。
・新聞やテレビを通じて生徒の活躍を知ることができる。生徒の頑張りを公表することで生徒の自尊
感情も高まり、意欲化に繋がると考える。
・農業関係が主となった活動が多く、普通科関連のものがなく残念に思う。

・定期考査前に学習計画を提出させ、計画通りに学習できた生徒の割合
を８０％以上とする。
・資格・検定試験の取得を１年次１以上、２年次２以上、３年次３以上取得
者を農業科，普通科（情報コース）で各学年８０％以上にする。
・進学や就職に関する生徒対象の講演会を各学期１回以上実施する。
・生徒の課題提出率を９０％以上にする。

・ICT機器を活用した研究授業を各教科年間１回以上実施する。
・県内指導教諭の授業を全員1回以上参観する。
・授業互見週間を年間２回実施する。
・生徒による授業アンケートを６月・１１月の２回実施し、「授業が分かる」
割合を８０％以上にする。生徒からの指摘事項等については、授業改善
委員会で授業改善のための具体的方策を検討する。
・管理職による授業観察を年間２回実施する。

・個人面接旬間を年間２回実施し、生徒全員に対して個人面談を実施す
る。
・学年別に進路検討委員会を開催し、一人ひとりの生徒の進路目標や情
報の共有を図る。
・小論文、面接指導は早期に開始し、全職員で指導を行う。

・頭髪服装点検を各学期２回実施する。不備な生徒に対しては、学級担
任、学年部、生徒指導部と段階的な指導を行い、改善を図る。
・PTA、生徒会との協同による挨拶運動を月１回実施する。
・校内美化コンクール週間を各学期１回実施する。コンクール実施後に
校内美化についてのアンケート調査を実施する。

・部活動生集会を各学期１回実施し、文武両道の意識の向上を図る。
・体験入部週間を年間２回実施する。
・学校主催のボランティア活動を年間5回以上実施する。
・農業科独自の行事に普通科の生徒が参加する行事を年間２回以上実
施する。

・郡内出身の職業人（達人や匠）を招へいしての講演会や研修会を年間
１回以上実施する。
・全国的な大会やコンクールに６以上出品（参加）し、３つ以上の入賞を
実現する。
・PTA地区委員会と連携した行事を年１回以上実施する

・定期考査前に１日３時間以上の自宅学習時間を確保できた生徒の割合は３
０％にとどまっている。
・学習時間調査を毎月行い、生徒の学習に対する意識強化を図った。
・資格・検定の取得は２年生で２以上の割合は５０％、３年生で３以上の割合は
６０％にとどまっている。
・進路についての講演会等については、総合的な学習の時間等を利用してこれ
まで計５回実施した。
・進路に関して自ら積極的に情報を集めている生徒の割合は５８％である。
・課題に積極的に取り組んでいる生徒の割合は７０％である。

・学習調査の結果については、各月毎に集計結果を職員会議に提示して教員間で情報の共
有を行い生徒にフィードバックする。
・商業・情報系の資格取得に向けて、放課後のＰＣ教室の開放を継続して行う。
・農業を含めた各種資格・検定については、授業やＳＨＲの際に引き続き取得を強く呼びか
ける。
・「玖珠の匠・達人に聞く」（１，２年生対象）は、来年度、実施形態を更に工夫して実施する。
・課題の提出はもとより、その取り組み方に関しても全教科で生徒に指導していく。
・フォーサイト手帳を活用して、学習に対して目的意識を高めさせ、家庭学習の習慣化・継続
化を計る。

・ＩＣＴ機器を効果的に活用した研究授業を行った教科もあった。
・指導教諭の授業参観者は若干名にとどまっている。
・授業互見週間を年間２回（９月、１１月）実施した。１回目の授業互見週間では
一人１回以上授業参観することができたが、２回目は下回った。
・生徒の授業の理解度は７８％であった。
・管理職による１回目の授業観察は９・１０月を中心に行い、授業後に授業反
省・検討のための面談を実施した。
・授業改善の取り組みとして指導主事を招聘して第１回授業研究会（10/28）を
行い、全職員が参加した。

・指導主事を招聘して、第２回授業研究会を１２月１６日に実施する。
・校内授業研究会は時期を見直して実施する。（第１回目を１学期もしくは２学期のはじめ、
第２回目を１１月に実施）
・生徒の授業満足度（「授業が分かる」割合）を上げるために、引き続き授業改善に全職員で
取り組む。
・指導教諭の授業参観については、本年度２月末までには、全員が参観するよう引き続き強
く呼びかける。
・授業互見週間については、実施時期と回数を見直す。（各学期１回実施する）

・４月１３日～５月１日を面接旬間（全限５分短縮校時）とし、全クラスで生徒の
個人面談を行った。２学期は、日程の設定はなかったが、学年単位で類型選択
等についての面談をＨＲＡや放課後等を利用して実施した。
・４月､９月に進路希望調査を実施した。
・各学年とも毎週学年会議を開催し、生徒情報の共有に努めている。
・３年進路検討会を７月末に実施し、生徒の学力とともに進路希望等の情報共
有を図った。（１２月・１月にも実施予定）
・全学年で、模試結果検討会を８月、９月に行った。（１・２年は年３回実施予定）
・小論文、面接指導は教科・学年で取り組みを始めた。７月２８日に就職ガイダ
ンスとして面接指導を実施した。また、小論文研修には５名の職員が参加。２学
期以降の３年生の進路指導には、全職員を振り分け指導を行った。

・センター試験受験者および進路未定者に関する進路検討会を１２月以降実施する。
・センター試験受験者に関しては、2次試験受験大学を決定するため1月に進学審査会を開
く。
・模試結果検討会を１・２年対象に１２月、３月と２回実施する。模試結果検討会の資料の様
式等の工夫改善を図る。
・３年生全員の進路が確定するまで、全職員で引き続き個に応じた指導を行う。
・１・２年生を対象に、3学期に類型別集会を開く。

・服装頭髪点検は各学期ともに、全校で１回、各学年毎に１回の計２回ずつ実
施した。生徒の規則遵守の意識啓発のために、服装頭髪点検の時だけではな
く全校集会や学校行事の際に、生徒主導主任から服装頭髪の注意だけではな
く、生活全般について様々な事柄について生徒の心の琴線に触れるような話を
行った。
・服装頭髪違反は、本年度最初の点検では違反者が非常に多かったが、２回
目以降は各学年とも男女各１０名程度の違反者である。内容は軽微なものが
ほとんどである。
・ＰＴＡ組織の立ち上げが遅くなったこともあり、挨拶運動は毎月１回は実施でき
なかったが、PTA合同で地区ごとの挨拶運動は実施できた。（８月３１日～９月４
日）
・美化コンクールは実施できていない。生徒会との連携が必要。 ・今年度の行事の生徒・職員アンケート結果を精査し、来年度に向けて一層のレベルアップ

を図る。
・部活動生の文武両道を意識づけたり、各部の活動をＰＲしたりする行事を企画する。
・農業科と普通科の生徒の交流を更に拡大深化させるよう、各種学校行事の実施形態等工
夫改善を重ねる。
・収穫感謝祭での普通科生徒の関わりについては、１，２年生については農業科と関わる機
会を増やすよう実施形態等を工夫改善する。

PL：教務部主任
SL：進路指導部主任
SL：教科主任
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・総合的な学習の時間に学校運営協議会委員や郡内の職業人１０名を招へい
して講演会１・２年生を対象に実施した（１０月３０日）。
・全国的コンクールへの出場は次の通り。
　①農業クラブ全国大会・優秀賞　②低炭素杯ファイナル出場　③毎日農業記
録賞・優秀賞・優良賞　④全商英語スピーチコンテスト出場
・地区ＰＴＡを１０地区全てで実施した（９月１０日～１１月１７日の間）。また、８月
末にあいさつ運動を実施した。（８月３１日～９月４日）

・学習の深化を図るため、１年生は新聞製作、２年は小論文発表会を行う。
・全国的コンクールへの出場、入賞を目材して、引き続き指導する。
・第２回目のあいさつ運動を１月２５日～１月２９日の間に実施する。

ＰＬ：特別活動部主任
ＳＬ：農場主任

・３学期は服装頭髪点検を２回実施する。
・生徒会による美化コンクール、あいさつ運動を１２月以降に実施する。
・PTAと合同で１月２５日から１月２９日の間に挨拶運動を実施する。

・体験入部週間を４月に設定し、加入率はおよそ９３％である。
・９月２６日にＰＴＡ主催で「親子ふれあい奉仕作業」を実施した。（保護者７６
名、生徒８３名、教職員２５名、計１８４名が参加）
・美山祭の満足度が８９％、収穫感謝祭は８１％であった。
・第１回美山収穫感謝祭では、普通科生徒が参加する時間帯を設定した。地域
住民や保護者に多数来校していただき、農業科の活動を公開することができ
た。
・ボランティア活動については、学校主催とそれ以外を含め、ボランティア部や
吹奏楽部、農業科を中心として、数多くのイベントに積極的に参加した。
・レンゲツツジの保護活動や玖珠九重農業祭での実習製作品の販売等に普通
科の生徒も参加した。

検証結果（自己評価）

・進路第１希望達成率を８０％以
上にする。
・就職内定率を１００％にする。
・授業がわかりやすいと感じる
生徒の割合を８０％以上にす
る。
・普通科生徒の卒業時の全県２
０００番台以内の生徒の人数を
入学時の３倍以上にする。
・家庭学習時間２時間以上の生
徒を８０％にする。
・農業科，普通科（情報コース）
ともに３年次における資格・検定
試験での３取得以上の生徒割
合を８０％以上にする。

学校教育目標 中期目標 重点目標

　①基礎・基本の徹底により確かな
学力・専門性を身につけさせ、生徒
一人ひとりの進路目標の達成を図
る。

平成２７年度重点目標　～普通科・農業科の切磋琢磨による玖珠美山高校ブランドづくり元年～
①基礎・基本の徹底により確かな学力・専門性を身につけさせ、生徒一人ひとりの進路目標の達成を図る。
②きめ細かな生徒指導、活力あふれる特別活動の指導を通して、高い規範意識を持った心豊かな生徒を育成する。
③地域の資源を有効活用し、地域と連携した「地域と共に成長する学校づくり」を推進する。

基礎学力の定着・向上を図り、
進学力・就職力の育成

知的好奇心を満たす授業改善
の推進

PL：教務部主任
SL：進路指導部主任
SL：教科主任
SL：農場主任

ＰＬ：進路指導部主任
ＳＬ：学年主任
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・学習時間調査を継続することで、意欲化に繫がると考えられる。課題と学習時間は密接な関係が
あり、課題の出し方の工夫改善を図る必要がある。また、家庭で行うべき学習時間を校内で確保す
る（放課後の教室開放や学習スペースの確保等）など、自己学習が日常的に実施できる環境を整備
する必要がある。
・資格や検定試験が将来どのような役に立つのかなどの啓発を低学年次から繰り返し行うことで、
資格や検定の取得率や進路意識の向上に繫がると思われる。低学年次からのキャリア教育の充実
を図ることが必要である。
・講演会を通して様々な価値観に触れる機会を多く持てており評価できる。講演の内容などを生徒
一人ひとりが自分のものとしていくための取組としての、感想を書かせて発表するなどの取組ができ
ているかが重要である。

・一斉授業からの転換を進めるための「授業改善」に取り組めている。また、生徒の授業理解度７
８％は評価できる。生徒の参加型授業への改善を更に進めることで、授業満足度はもっと高まると
考える。
・授業改善に向けて具体的なアクションを起こすために、生徒による授業アンケートを公表し、分析
し、課題を見つける必要がある。
・教員の研修会等への参加が、生徒にどのように還元され、生徒にとって有効であったのかを検証
することが望まれる。
・授業互見実施後の感想や意見のとりまとめを行い、授業改善に活かす方策を講じているか否かが
不明である。
・生徒の学力向上をサポートするため、地域の人材活用を図ることはできないかと考える。

・小論文や面接指導が計画的に行われており評価できる。
・生徒情報の共有が教員間できちんと実施されていることは高く評価できる。
・進路指導については、保護者の意向もふまえつつ、生徒が自ら志望できるよう、個々に応じた調べ
学習などを実施することが望まれる。また、進路を希望する大学や専門学校、企業などに積極的に
出向くように指導することも有効であると思われる。
・普通科と農業科の進路指導のあり方にどのような違いがあるのか分かるとよいと考える。

実施時期　平成２７年１２月

平成２７年度学校評価（　１学期末評価　・　中間評価　）

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
今後の改善策重点的取組・取組指標の実践評価

ＰＬ
ＳＬ

学校名　　大分県立玖珠美山高等学校

前年度評価結果の概要

（森高校）
「生徒会活動の活性化」、「挨拶の励行」、「学習意欲と学習習慣」の３点については取組が不十分で重点目標の達成に結びついていない。この項目に共通の要因は、生徒の主体的・自主的な姿勢である。この解決には、生徒に積極性を身につけることが必要となる。このため、生徒の実態に応じた企画を根気強く提供すると共に、個々に応じたきめ細かな指導をしていくことに根気強く取り組んでいく。
（玖珠農業高校）
進路指導達成は、基礎学力の定着・向上を抜きにしては考えられない。実施方法の工夫改善を図りながら基礎学力の定着・向上に務めていく。農業の専門性の深化するために、地域に根ざし、地域課題の解決に向けて、地域や関係機関と連携した多くの取組により外部から高い評価を受けた。今後も地域や関係機関との連携をさらに充実させて、地域に愛される学校づくりを進めていく。

「自立・創造・協同」の校訓のもと、多様で変化の激しい社会において、逞しく生き抜き、社会をリー
ドする生徒を育成し、「地域の学校」として、学校の存在、生徒の存在が地域の活力の源となるよ
う、地域に根ざし、地域に愛され、地域と共に成長する学校を目指す。

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

・毎月、美山マルシェの案内チラシ・農場だよりを作成し、生徒、保護者、地域
への啓発を行った。
・新聞部発行の「みやま新聞」を、両町の回覧板や中学校への配付により校外
でも見てもらう機会を設けた。
・進路のしおりを作成し、学年ＰＴＡを通して全学年に配布。
・学校ＨＰは１週間に１回の更新はできなかったが、行事毎に更新し、６５回の
更新による情報の提供に努めた。

・今後も継続して、農場だより、みやま新聞等を発行し、保護者や地域に対して積極的に情
報発信する。
・来年度、進路のしおりを５月には冊子として配布できるように今年度中に校正を行う。
・学校ＨＰの更新は、最低週１回は更新するようにする。

一人ひとりの個性や学力に応じ
た３年間を見通した進路指導
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ＰＬ：生徒指導部主任
ＳＬ：特別活動部主任
ＳＬ：学年主任
ＳＬ：ＰＴＡ担当
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保護者や地域、中学校への情
報発信の推進

3

ＰＬ：生徒指導部主任
ＳＬ：生徒支援教員
ＳＬ：学年主任
ＳＬ：教育相談担当
ＳＬ：人権教育主任

ＰＬ：教務部主任
ＳＬ：農場主任
ＳＬ：特別活動部主任
ＳＬ：教科主任

ＰＬ：農場主任
ＳＬ：教務部主任
ＳＬ：生徒指導部主任
ＳＬ：特別活動部主任
ＳＬ：進路指導部主任
ＳＬ：学年主任
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コミュニティ・スクールの活用に
よる地域人材やアイデアを活か
した特色ある学校づくりの推進

ＰＬ：進路指導部主任
ＳＬ：特別活動部主任
ＳＬ：農場主任
ＳＬ：ＰＴＡ担当
ＳＬ：コミュニティ・ス
クール担当
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活力あふれる学校行事・生徒会
活動・部活動

・情報発信は定期的、計画的に実施されてり、高く評価できる。農業科は情報発信がしやすいが、普
通科が魅力ある情報を発信していくことが求められる。
・情報発信の方法について、ＳＮＳを活用することもＩＣＴ教育の一環として有効ではないかと思われ
る。
・美山高校への進学希望者を増やすためには、中学３年生では遅い。小・中・高連携のもとにＰＲが
必要である。
・「進路のしおり」は早く配付する方がよいと考える。

・いじめに関するアンケートは実施できたが、研修会は実施できていない。
・いじめアンケートで１年女子(２名)から申告があり教育相談、学年部で対応し
た。双方の家庭訪問等を実施し保護者に事実を伝えるとともに、状況等の聞き
取りや今後の生活についての助言等を行った。
・人権HRAは各学年で計画通り実施できた。
・スクールカウンセラーと連携した研修会は実施していない。

・人権教育については、地域や運動体との連携・強化のため、今後とも、地域との学習会、
交流会に職員も含めて積極的に参加する。
・スクールカウンセラーと連携した研修会は、１月７日に実施する。

③地域の資源を有効活用し、地域
と連携した「地域と共に成長する学
校づくり」を推進する。

・小中学生、地域と連携した活
動を年５回以上実施する
・中学校との連携授業を年２回
以上実施する
・ＰＴＡ総会出席率（総会報告会
を含む）９０％以上を目指す。

自他を尊重する意識や人権感
覚の育成
（あったかはーと１・２・３の実
践）

・いじめアンケートを各学期１回実施する。
・人権HRAを各学期１回実施する。
・スクールカウンセラーと連携した研修会を各学期１回実施する。

「おらが町の高校」プロジェクト
の推進

・郡内の小中学校への出前講座を年間５回以上実施する。
・中高連携研究授業を全教科年間１回以上実施する。
・中学校での研究授業に年間１回以上参加する。
・小学生対象の学習ボランティアに参加する。

・生徒の学校行事満足度を９
０％以上にする。
・部活動加入率を９０％以上に
する。
・年１回以上ボランティア活動に
参加した生徒の割合を１００％と
する。
・校内が美しいと評価する生徒
の割合を９０％以上にする。

規律ある学校生活の確立②きめ細かな生徒指導、活力あふ
れる特別活動の指導を通して、高
い規範意識を持った心豊かな生徒
を育成する。

・農場だよりは月１回、学校だよりは各学期１回発行する。
・各分掌からのお知らせを各学期２回以上発行する。
・学校ＨＰを１週間に１回更新する。

・「おらが町の高校」として、郡内の小中学校との交流を図っていることは評価できる。小中学校との
交流においては教員が主体となるのではなく、生徒が主体となって動くことが望ましい。また、生徒
が小学校入学前の幼児に接する機会をもったらどうかと考える。幼児とその保護者が美山高校への
愛着を抱く効果が期待される。
・大学入試改革は進学希望生徒に対する喫緊の課題であり、対応のための授業改善は小・中・高連
携のもと進めていくことが必要であり、今後も連携を進めていくことが必要である。
・学校運営協議会を巻き込み、学校の宣伝に取り組んだらどうかと考える。
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・計画的、日常的な取組が危機管理に繋がり、いじめ撲滅の取組として評価できる。
・今後起こる可能性のあるリスクを予見し、考えられる対策を予め講じておく必要性を感じる。
・スクールカウンセラーとの連携体制を早急に整備する必要がある。
・いじめアンケートとともに、生徒の学びや生活をより豊かにする環境が整備されているか、友人関
係はどうか、教員との関係はどうなっているかを把握し、教員全体で情報を共有することが大切だと
感じる。
・いじめや不登校に関しては、コミュニティスクールを有効活用する中で対応が可能ではないかと考
える。


