
（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

・外部講師招聘による授業や学外研究機関や大学との共同研究等、地域産業科の取組は特筆す
べき成果が多く上がっており、高く評価できる。なお一層の充実が期待される。
・コンクール等での発表体験ができるレベルの教育が継続して展開されることが望まれる。
・新商品開発やバークマットの取組などの活動報告や広報も活発で、今後の地域農業発展の貢献
にも期待する。
・課題研究発表会や農業クラブ活動の成果発表会については、美山ＮＥＷＳなどでよく発信されて
いる。今後は、地域への案内、広報活動を更に充実させることを望む。

・全国規模のコンクールに積極的に出品し、一定の成果が上がっており評価できる。それぞれのコ
ンクールについて総出品数がいくつありその中の何位であるのか、あるいは、そのコンクール等が
どの程度のインパクトを有するものであるかを示すことが望ましい。

・生徒の負担軽減等も考慮しながら、今後も継続して、地域行事等への積極的参加を
図る。

・ステップアップ講座や出前授業、生徒による学校説明については、生徒にとって「教え
る立場」を経験する貴重な場であり、進路意識の啓発・高揚の観点からも、今後も積極
的な実施や参加を図る。

・吹奏楽部、ボランティア部、地域産業科の生徒が多くの地域行事に参加した。
・交通安全委員会が玖珠警察署と連携して、原則毎月１回、安全指導を行った。
・小学校ステップアップ講座には１１人（昨年は４人）が参加し、昨年を大きく上回る参加者で
あった。
・小学校へは延べ２回、中学校へは延べ３回、出前授業を行った。
・８月に玖珠中学校へ生徒が学校説明を行った。

・情報発信方法として「みやまＮＥＷＳ」は見やすく、生徒の声や活動の様子が必ず記載されるなど
内容も充実しており高く評価できる。また、中学生も興味を持って読んでいる様子である。しかし、
進学先として本校を希望する生徒が増加するような情報発信の方法については、学校ＨＰを含め、
まだまだ検討する余地があると考える。
・体験入学を２回実施できたことは、本校の魅力発信に繋がると考えられる。入学希望者数の増加
に期待したい。
・美山マルシェは地域のたくさんの方々も楽しみにしている。一層の充実を望む。
・保護者アンケートで「美山高校に入学させてよかった」が94.5%と非常に高く、本校に進学させたこ
とに対して概ね満足している状況がうかがえる。この状況を、中学校の保護者や生徒にいかに伝え
ていくかが課題である。
・地域産業科に比べ普通科の取組や成果等についての情報発信が不足している。地域産業科、普
通科ともに積極的に情報を発信することが、地域からの評価を高め、入学定員の確保につながると
考える。

①生活時間記録の集計を、月ごとに全職員に配布し情報共有する。

②各学期に１回以上課題量調査を行う。

③類型・コース等、生徒の習熟に応じた課題を作成・配布する。

①模試結果検討会（学習到達度テスト結果検討会含む）を年３回実施する。
②キャリア教育に関する講演会を年３回以上実施する。
③１年次オープンキャンパス，２年次インターンシップ・オープンキャンパス，３
年次インターンシップ・大学等説明会に積極的に参加させる。
④（資格取得）
　　地域産業科：日本農業技術検定３級合格率１００％，３つ以上の資格を
                       取得する生徒の割合１００％
　　情報コース：全商検定１級合格率９０％以上，日商簿記検定３級合格率
                       ８０％以上

①学業との両立を支援する練習計画を作成する。

②部活動生集会を年3回実施する。

③部活動顧問会議を年４回実施する。

①地域の農家、企業との連携授業や外部講師を招へいした授業を年10回以
上実施する。
②大学、研究機関との連携授業や外部講師を招へいした授業を年５回以上
実施する。
③４つの類型ごとに、地域との関わりに関する研究テーマを１つ以上持ち実践
する。

①全国的なコンクールや大会に５以上参加（出品）し、３以上の入賞を実現す
る。
②各種大会やコンクールに参加（出品）することにより、専門的な知識技術を
向上させると共に人間的な成長をさせる。

①郡内の中学校と小学校に、「美山ＮＥＷＳ」を月１回以上配布する。

②１か月１回の「農場だより」発行・「美山マルシェ」の開催する。

③学校ＨＰを年５０回以上更新する。

④保護者アンケートを年２回実施する。

・１１月実施の学習習慣等実態調査では、家庭学習２時間以上の割合は39.5％（7月は
44.1％）であった。１，２年生は増加傾向だが、３年生の進路決定後の家庭学習時間が少な
くなっている。

・毎週の学習時間調査は実施しているが、生徒の提出状況が１００％ではない。

・課題は、類型・コース毎に計画的に作成・配付している。

・３年生の進路決定者に対する家庭学習時間確保の働きかけを、まず学年部を中心に
検討し、次年度は学校全体の課題として対策を講じる。

・学習を重ねることが達成感や自己効力感を高め更なる学習刺激につながることを、あ
らゆる機会を通して生徒に投げかけ、学習姿勢の定着や学習意欲の向上を図る。

・学習時間調査の提出率を更に高める方策を、各学年主任・担任と協議する。

・模試検討会は、模試終了後速やかに実施している。これまで２回実施し、３学期に１回実
施予定。
・キャリア教育に関する講演会は２回実施した。
（７月…進路ガイダンス、１１月…地域の職業人の講話・座談会・討論会）
・１，２年生は、８月にｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽに参加した。２年生の就職希望者は、９月にインターン
シップを実施した。３年生は、１学期に大学説明会に複数回参加し、志望校決定に役立て
た。
・資格取得について
（地域産業科）２年生の日本農業技術検定３級合格率は６７％、３年生の３資格以上の取得
者は５０％である。
（情報コース）全商検定１級合格率は９４％、日商簿記検定３級合格率は７５％である。

・模試検討会で討議された様々な内容等について、学級担任や教科担当だけで取り組
むのではなく、学年や教科全体で連携・協力するなど、今以上に学校全体として組織的
に取り組む体制の構築を図る。

・生徒の進路意識を高めるために、担任・副担任を中心に、生徒一人ひとりと個別の面
談等を繰り返し行う。また、国・数・英を中心に実施している教科面談も継続実施し、教
科指導と進路指導の両面から、進路目標達成のための意識の高揚を図る。

・資格取得のため、今後も引き続き、土曜講座や放課後の時間を有効利用して特別指
導を行う。

・長期休業期間や大型連休期間の練習計画を作成し、考査期間の活動も申請書で把握を
行った。

・顧問会議は３回、部活動生集会は２回実施した。

・来年度に向けて、部活動顧問会議を中心に部活動の見直しを行う。

・部活動加入率の向上のため、職員と生徒から、部活動への加入促進や活性化、魅力
アップのためのアイデアを広く募集する。

・外部講師招聘による授業をこれまでに８回実施した。２学期末までに計１１回実施予定。
・明治大学との連携によるトマトのソバージュ栽培の調査研究は11月で終了し、データ分析
を開始した。
・４つの類型ごとに、課題研究、農業クラブ活動を通して、地域と関わるテーマを設定し、そ
の成果をコンクール等で発表した。
・地域のファーマーズスクールの支援として、野菜類型の授業・実習を年間８回、２４時間程
度、生徒と共に授業や実習を行っている。

・現在取り組んでいる課題研究等の内容の一層の充実を図る。

・次年度以降も、美山祭や収穫感謝祭、町内メルサンホールでの課題研究発表会等、
課題研究や農業クラブ活動の成果発表の場を積極的に設ける。

・よりより指導体制やチームワークの構築に向けて、取組の一層の強化を図る。

PL：進路指導主任
SL：学年主任
SL：農場主任 3

・「みやまＮＥＷＳ」は、５月以降２３号まで発行した。９月からは、近隣の中学校だけではなく
郡内の全小学校、両町役場、公共機関等にも配付し掲示の依頼を行った。
・学校ＨＰは、４月以降１５０回更新している。
・多くの県立学校が年間１回しか実施していない体験入学を２回（７月・１１月）実施した。
・収穫感謝祭（１１月３日）の午後、川﨑崎憲次郎元プロ野球選手を招いて講演会と中学生
野球教室を実施した。
・毎月１回の「農場だより」の発行、「美山マルシェ」を開催した。美山マルシェは、今後３回開
催予定。
・保護者アンケートを年２回（７月・１１月）に実施した。１１月実施のアンケートでは、「美山高
校に入学させてよかった」の回答は、そう思う46.8％（７月は53.5％）、どちらかというとそう思
う47.7％（７月は39.4％）で、計と94.5％（７月は92.9％）であった。

・本年度中に、「みやまＮＥＷＳ」は３０号の発行、学校ＨＰについては１８０回の更新を
目標として取り組む。引き続き、本校の取組や生徒の様子等、玖珠美山高校の魅力の
積極的発信を図る。

・体験入学に更に多くの中学生や保護者、地域の方々に参加してもらうため、実施時期
や内容等について検討する。

・地域の方々に気軽に参加していただけるように、各行事の内容や実施方法等につい
て検討する。

・今後とも、生徒や保護者の学校満足度が高くなるように、生徒を第一として、地域に信
頼され愛される学校創りの一層の推進に向けて、教職員が一丸となって取り組む。

PL：農場主任
SL：学年主任
SL：教科主任

・外部講師を招へいした授業については、３学期も継続して実施する。県教委の地域を
担う農林水産高校生育成事業をフルに活用して、生徒にとって有意義な授業となるよ
う、実施内容や実施形態等の更なる工夫・改善を図る。
・明治大学との連携によるトマトのソバージュ栽培については、地元の農家等を招いて
の成果発表会を実施予定。
・校内や地域を対象とした、課題研究や農業クラブ活動等の成果報告会の実施を検討
する。
・ファーマーズスクールについては、支援を今後も継続し、両町との連携の強化を図る。

・全国的なコンクールに延べ８出品した。現在のところ、毎日農業記録賞全国優秀賞、東京
都市大学環境学部主催コンクール地域連携賞、バイオ甲子園入賞をそれぞれ受賞した。
・大分県和牛共進会で２年連続最優秀賞を受賞した。
・大会やコンクールに取り組むことによって、生徒の成長がみられた。また、教員側の指導体
制やチームワークが構築できた。

検証結果（自己評価）

○生徒の授業アンケートで
授業が「わかる」割合８０％
以上

○家庭学習時間の全校生
徒の平均が２時間以上の割
合７０％以上

学校教育目標 中期目標 重点目標

１．教職員の指導力向上
と生徒の家庭学習時間確
保の取り組みを強化し、
進路目標の達成を図る。

平成２８年度重点目標～地域に信頼される学校創り～
１．教職員の指導力向上と生徒の家庭学習時間確保の取り組みを強化し、進路目標の達成を図る。
２．普通科と農業科の融合及び地域農家や企業・大学・研究機関との連携を強化し、多様な価値観の涵養を図る。
３．小学校・中学校・地域・保護者との更なる連携を強化し、学校の魅力の積極的発信を図る。

生活時間記録の情報共
有と学習の量と質の改
善

３年間を見通した進路指
導

PL：進路指導主任
SL：教務主任
SL：学年主任

PL：特別活動主任
SL：部顧問
SL：学年主任 3
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・学力向上に意欲的に取り組んでいる姿勢は評価できる。
・家庭学習時間が１学期に比べ減少しており、目標値の60％弱の達成度である。これまでの取組
の具体と今後の改善策を明示し、取組の徹底を図る必要がある。
・家庭学習時間の確保については、その実態を毎日記録させることが有効である。家庭学習時間
調査の提出の徹底を図ることが必要である。
・1年生の家庭学習2時間以上の割合は49.6％から40.6％と減少している。学習内容の難化にともな
い内容理解も不十分と考えられる。家庭学習の充実が求められている。

・生徒のアンケート結果など主観的なデータだけではなく、今後とも、定期考査や模擬試験結果な
ど学力定着の客観的なデータを提示してもらいたい。

・３年間を見通した進路指導を学校全体として組織的に取り組み、今以上に生徒の進路目標達成
を図ることが必要である。

・教科担任による「学習相談」も実施しており評価できる。引き続き、個別面談等を実施するなど指
導の一層の充実を望む。

・資格取得に取り組んでいる姿は立派である。積極的に資格が取得出来るように、試験日等の年
間スケジュールを生徒に提示するとよいと思われる。

・保護者からは概ね部活動についての理解は得られていると考えられる。
・部活動と学業との両立を支援する活動計画書の作成、実行、見直しを図る必要がある。
・部活動の活動効率上昇と家庭学習時間の確保を図るため、部活動の活動時間の遵守・徹底を図
ることが必要である。
・部活動生の、もっと元気で活気ある挨拶を望む。

実施時期　平成２８年１１月

平成２８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

（成果）
○進路第一希望達成率は、進学・就職をあわせ８０％を上回るなど、目標を達成することができた。（国公立大学合格者は１５名、就職内定率は１００％）
○学校行事への満足度（美山祭の満足度８８％）、部活動加入率も９３％と非常に高い。生徒アンケートで、「森高校と玖珠農業高校が統合したことで生徒数が増え、学校行事や部活動などの様々な活動に勢い・活気が出てきた」等数多くの記載があるなど、生徒の学校満足度が高い。
○「玖珠の匠に聞く」（総合的な学習の時間）、郡内の小中学校への出前授業や小学校ステップアップ講座（学習支援）等へ参加するなど地域と連携した取組を数多く実施し、「地域と共に成長する学校づくり」を推進することができた。
（課題）
●家庭学習の時間の確保ができていない。主体的・能動的に学ぶ姿勢を身に付けさせるために授業改善を一層推進し、「学び」への興味関心を高め、自律的・主体的に学ぶ姿勢や態度を育成する必要がある。また、生活時間調査の活用方法を再検討し、学習指導はもちろん、生徒個々のカウンセリングやキャリア教育とも結びつけた指導方法の工夫改善を図る必要がある。
●農業科の取組は玖珠農業高校時代に比べてより一層充実したものとなった。平成２６年度以降地元農家や企業、大学、行政との連携が進み、子牛の肥育やレンゲツツジの保護活動、バークマットの研究やトマトのソバージュ栽培等、本校の取組の柱として定着しつつある。これらの取組を更に深化・発展させることで、本校の魅力を地域に発信することができると考える。
●農場だよりやＨＰ等による積極的な情報発信は行っているが、地元の小中学生・地域住民に学校の情報や姿が届いていない実態がある。小中学校の児童生徒とその保護者、地域との連携を強化するための取組を一層充実させるとともに、情報発信の方法等の工夫改善が必要である。また本校に対する地域の声を聴く方策を考え、実行する必要がある。

「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

・第１回目の清掃ボランティアは、１１月に校内清掃を中心に保護者と生徒、教職員合同
（１１１名参加）で実施した。
・保護者の協力によるあいさつ運動を、７月と１０月に実施した。
・６月以降、月に１回、玖珠警察署と協力して交通安全指導あいさつ運動を実施した。
・保護者の協力を得て、美山祭、収穫感謝祭、親子触れあい美化活動、強歩大会を実施し
た。
・地域の伝統文化の継承を目的に、山路踊り保存会の協力を得て、美山祭体育の部で１，２
年生女子が山路踊りを披露した。

・３学期に、保護者・生徒と協力して、地域の清掃ボランティア活動を実施予定。

・地域との更なる連携強化を図る方策の一つとして、次年度に、地域の健全育成協議
会と合同のあいさつ運動が実施可能かどうか検討する。

・美山祭体育の部での山路踊りは、次年度も実施予定。

文武両道に向けた部活
動指導
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PL：農場主任
SL：進路指導主任
ＳＬ：学年主任
ＳＬ：コミュニティス
クール担当

4

保護者、地域住民との
連携 3

PL：農場主任
SL：学年主任
SL：教務主任

PL：特別活動主任
SL：生徒指導主任
SL：教務主任
SL：農場主任

PL：生徒指導主任
SL：特別活動主任
SL：農場主任
SL：学年主任

4学校情報の効果的な発
信と「地域の声」の収集

PL：教務主任
SL：農場主任

3全国規模のコンクール
への参加

・保護者や地域住民との連携については、概ね良好に推移していると推測される。

・どの地域でも実行可能な「あいさつ運動」や「清掃」も必要ではあるが、玖珠町・九重町でしかでき
ないこと、例えば、伝統文化（祭、郷土料理、地域の行事など）の継承に注力することもよいのでは
ないかと考える。

・バスケットボールやバレーボールの中学生大会を本校で開催したことは、地域に開かれた学校創
りを目指す本校にとって発展的で非常によかったと考える。

・美山祭では、地域産業科と普通科の代表がそれぞれ研究発表を行った。また、収穫感謝
祭では、地域産業科のプロジェクト発表の他に普通科の生徒も英語弁論発表を行った。
・４月の美山マルシェ、１１月の収穫感謝祭等で、普通科情報コースの生徒を中心に、延べ
６０名が販売に関わることができた。
・ミヤマキリシマ保護活動（登山道整備）については、地域産業科３年生全員が参加した（参
加者３０名）。レンゲツツジの保護活動については、１１回現地等に出向き調査研究活動を
行った。うち２回は普通科生徒も参加した（参加者数６０名）。
・１年普通科生徒は、１０月に各クラス１時間ずつ農業体験学習を実施した。

・今後も、各種行事等を通じて地域産業科と普通科の交流を積極的に行い、玖珠美山
高生としてのより強い一体感・連帯感の醸成を図る。

・１月２３日（月）に町内メルサンホールにて、地域産業科と普通科情報コース合同の課
題研究発表会を開催予定。

・グローバル人材育成の観点からも、多様な学びや体験を数多く積ませるための企画
を立案し、計画的実施を図る。

３．小学校・中学校・地
域・保護者との更なる連
携を強化し、学校の魅力
の積極的発信を図る。

○保護者アンケートで「美山
高校に子どもを入学させて
よかった」と答える割合８
０％以上

○オープンスクールや出前
授業、高校説明会に参加し
た小学生や中学生のアン
ケートで、「参加してよかっ
た」と答える割合８０％以上

○諸行事に参加した地域の
方々のアンケートで、学校
の取組は「積極的である」と
答える割合８０％以上

普通科と農業科の融合
を図る行事

①農業科の課題研究発表会に普通科生徒が参加する。
②美山マルシェの販売に関わる普通科の生徒を延べ５０名以上とする。
③ミヤマキリシマ、レンゲツツジの保護活動に参加する生徒を延べ５０名以上
とする。
④１年普通科生徒が農業体験学習を年１回（１時間）以上実施する。

地域行事への参加、小
高・中高交流の活動

①生徒会役員とボランティア部を中心に、地域行事に積極的に参加する。
②小学校ステップアップ講座（夏季休業中に実施）へ積極的に参加する。
③小中学校への出前授業を年５回以上実施する。
④生徒による小中学校への学校説明会を年１回以上実施する。

〇地域の農家や企業、大
学、研究機関との連携授業
の生徒アンケートで、「満足
した」と答える割合９０％以
上

〇生徒の授業アンケートで
「専門科目の力がついた」と
答える割合８０％以上

〇生徒の学校生活アンケー
トで、他の学科と交流して
「有意義だった」と答える割
合８０％以上

地域農家や企業、大
学、研究機関との連携

２．普通科と農業科の融
合及び地域農家や企業、
大学、研究機関との連携
を強化し、多様な価値観
の涵養を図る。

①地域清掃ボランティア活動を年２回実施する。

②保護者、生徒、教員による挨拶運動を年２回実施する。

③保護者の協力を得る学校行事を年３回実施する。

・出前授業や学校説明会では、中学生が本校生を身近に感じる絶好の機会であり、今後も継続し
て実施することを望む。

・積極的な情報発信については、より一層生徒主体の取組にすることが有効であると考える。その
ことは「生徒の負担」と捉えるのではなく、この活動を「生徒の力」として評価する姿勢も大切なので
はないか。
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・多様性を理解する取組として、本校の強みの一つである。実施事項の事実や数値での評価ととも
に、生徒アンケート等を実施して生徒がどのように成長し、変容したのかを具体的かつ客観的に示
す必要がある。今後の一層の工夫が望まれる。

・課題研究発表会は年々充実している。今後一層の充実を期待する。

・地域産業科と普通科の交流については、「自然環境」や「地域の自然」をテーマとした取組が可能
であると思われる。

・学習習慣等実態調査では、授業に積極的に取り組む割合は81.1％（7月は79.9％）と
高く、ＡＬ導入等による授業改善の成果であると考える。年度当初に比べ、授業の難易
度が次第に上昇するが、授業アンケート等の結果を分析検討し、引き続き、生徒が主
体的に取り組める授業、生徒にとって分かる授業の構築へ向けて、一層の授業の工
夫・改善を図る。

・今後も研究授業を積極的に行い、指導主事等からの指導・助言を受ける。また、２回
の授業研究会では、中学校等から延べ１２名に参加していただいたが、学習指導にお
ける中高連携を一層促進するため、近隣中学校教員等の授業研究会への参加を積極
的に働きかける。

・管理職を中心として授業観察を頻繁に行ったり、学校をあげて授業研究会を開催していることは
立派である。
・授業研究会を２回実施し、高大連携等を積極的に推進している点は評価できる。更に中高連携も
促進することが望まれる。
・生徒が授業の必要性を感じているのに、授業内容に十分な理解がなされていないのは、どこに原
因があるかを徹底的に検証すべきである。また、学力の3要素の1つである「知識・技能」への対応
の具体的な工夫や改善点は何かを明示することが必要である。
・英語の理解度が低いのが気がかりである。これからの社会を見据え、いわゆる学力に加え日常
につながる英語からの興味づくりをして欲しいと考える。
・授業の目標や課題を明確にして授業に参加できていない１年生が29.1%から40.6%へと増加してい
る。授業研究会では、授業の目標や課題の提示の仕方等の研修が必要と思われる。
・学習習慣等実態調査が生徒による授業評価に資するものであれば、アンケート項目に更なる工
夫が必要である。また、調査結果をもとに工夫改善等につなげていくことが重要である。

自主的・自発的学習に
つながる「わかる」授業
構築のための授業改善

①生徒による授業アンケートを７月と１２月に実施する。

②全職員による授業互見を６月と１１月に実施する。

③指導主事を招聘しての授業研究会を年２回実施する。

④管理職による授業観察と指導・助言を年２回行う。

PL：教務主任
SL：教科主任 3

・１１月実施の学習習慣等実態調査では、授業内容が理解できている割合は72.4％（７月は
77.1％）であった。
・授業アンケートを年２回（７月、１２月）実施し、授業改善に活用している。
・授業互見期間を年２回（６月、１１月）実施し、一人２回以上、お互いの授業を参観し、自己
研鑽につなげた。
・指導主事招聘による授業研究会を年２回（７月、１１月）実施した。大学教授を指導助言者
に招き、高大接続、高大連携を積極的に推進した。
・予備校講師を招聘し、教員対象の指導力向上講座（国語・数学・英語・小論文）を２回実施
した。
・管理職による授業観察を７月に実施した。２回目は１月に実施予定。


