(別紙様式３）

平成２７年度学校評価（年間評価）
学校名

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。
学校教育目標

中期目標

重点目標

「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
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
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
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
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
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
共に成長する学校を目指す。

重点目標

達成(成果)指標

重点的取組

①基礎・基本の徹底により ・進路第１希望達成率を 基礎学力の定着・向上を
確かな学力・専門性を身に ８０％以上にする。
図り、進学力・就職力の
つけさせ、生徒一人ひとり
育成
の進路目標の達成を図る。 ・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８
０％以上にする。
・普通科生徒の卒業時の
全県２０００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。

知的好奇心を満たす授
業改善の推進

取組指標
・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８
０％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。

・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
一人ひとりの個性や学力 ・個人面接旬間を年間２回実施し、生徒全員に対して個人
８０％以上にする。
に応じた３年間を見通し 面談を実施する。
た進路指導
・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。

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 ・小中学生、地域と連携
し、地域と連携した「地域と した活動を年５回以上実
共に成長する学校づくり」を 施する
推進する。
・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。

次年度への展望等

・資格取得に関しては、１年生は６０％にとどまったが、２・３年生に関して
は８０％を越えており、一定の成果を得た。生徒は、日商の検定などのより
難易度の高い検定にも積極的に取得しようとする姿勢が見られ学習意欲
の向上に役立っている。
・課題の提出率７０％、家庭学習時間２時間以上の生徒３０％であった。全
学年ともに担任による個別面談に加えて、１，２年生は教科担当者による
個別面談を定期考査前を中心に実施するなど学習習慣の定着に向けて
取り組んだが、目標達成には至らなかった。
・３年生は１１月頃から進路指導室前の学習スペースを活用している姿が
見られたが、１・２年生は早い段階で学習スペースを活用するようになって
欲しい。
・進路に関する講演会は予定通り実施することができ、一定の効果が得ら
れた。

・検定取得については、今年度同様に生徒に呼びかけ積極的な取
得を促す。次年度の資格取得数の目標値については、農業科、情
報コース等各学科、コースの特徴を考慮して数値目標を設定する。
・家庭学習習慣の確立については、次年度の最重点課題の１つとし
て取り組む。特に、生活時間調査の有効活用の方法について、進
路指導部、学年部、教務部を中心に具体的方策を検討する。

・各類型・コース毎の検定等を生徒が数多く受験するよう、積極的に呼び
かけをすることが重要である。
・家庭学習時間が不足している。どこに問題があるのかを明らかにした上
で、家庭学習時間の確保に努める必要がある。地域の知的資源を活用し
て、放課後の校内での学習指導を行うことも今後の一つの方法ではない
かと考える。
・家庭学習習慣の確立については、教員と学校運営協議会委員とで熟議
を行うことが解決策を見出す一つの方策となるのではないかと考える。
・生活時間調査の有効活用は重要である。最終的には教員、生徒個々の
カウンセリング・キャリア教育（進路学習）への導入に資するべきである。
・校内の学習スペースの活用を平素から呼びかけることが重要である。
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・「基礎・基本を徹底させる授業」を実践するために、授業研究会を２回開
催した。また、他校で行われたアクティブラーニングの手法を用いた公開
授業にも多くの職員が参加した。「基礎・基本を徹底させる授業」の取り組
みについては「授業改善スクールプラン」に基づいて全ての教職員が共通
認識のもと行われている。授業互見期間も２回実施した。
・指導教諭の授業参観は若干名にとどまっている。解体授業も多く、授業
変更も難しく、また、１日学校を空けると業務も滞るので積極的に参観でき
なかった。
・授業が分かる生徒の割合は目標には届かなかったが、７０％に達した。

・指導主事を招聘しての授業研究会を、指定された教科については ・授業改善にむけて全職員で取り組んでいることは評価できる。しかし、ア
１学期、２学期にそれぞれ１回開催する。
クティブラーニングなど学びの質の転換が求められており、生徒のより主
・授業互見期間中に授業研究会を開催する。
体的な活動を仕組んだ授業を創って効果を上げてほしい。
・授業が理解できる生徒の割合が低い。生徒の状況を十分に把握した上
で、生徒が満足できることを第一の目標として、授業改善に取り組んでほ
・指導教諭を招聘しての模範授業等、出張をせずに職員が研修す しい。
るような方策を考える。
・授業の内容が「わかる」「できる」の相違を生徒に考えさせることも大切
である。
・生徒による授業評価を積極的に取り入れる工夫をすべきである。
・面接旬間を１・２学期に１回ずつ設定する。
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・個人面接旬間は４月から５月にかけて１回のみの実施であった。各学年
では、面接旬間以外にも積極的に面談を実施し、生徒理解に努めてもらっ
たが、勤務時間外での面談も多く、目標通り２回実施すべきであった。
・進路第一志望達成率は、進学・就職をあわせて８０％を超えた。また、就
職内定率については、就職希望者は全員内定をもらうことができ、目標を
達成できた。普通科の学力については、１年７月の模試では全県２０００番
以内が３名であったが、センター試験の結果は全県１５００番以内（受験者
の数から）が７名と向上した。
・月に一回の点検を計画したが難しかった。点検後指導を受ける生徒数は
減少しなかった。職員、生徒の意識統一を図る必要があった。
・挨拶運動は計画的に実施できた。日常生活の中で自然と気持ちの良い
挨拶ができるようになると良い。
・美化コンクールは実施できなかった。来年度検討したい。

・年度初めに指導部が中心となり全校で点検を行う。そこで、意識
統一を図り年間を通して守れるようにする。
・挨拶運動は生徒会、PTAと協同で実施できたが、来年度はクラス
輪番制で全校生徒が参加できるようにしたい。
・美化コンクールよりも日頃のゴミの分別の徹底の方に問題があ
る。ゴミの持ち帰り等改善策を考えていきたい。

PL：教務部主任
SL：進路指導部主任
SL：教科主任
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ＰＬ：進路指導部主任
ＳＬ：学年主任

ＰＬ：特別活動部主任
ＳＬ：農場主任

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。

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

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

・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

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

「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。

ＰＬ：教務部主任
ＳＬ：農場主任
ＳＬ：特別活動部主任
ＳＬ：教科主任

・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。

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

保護者や地域、中学校
への情報発信の推進

学校関係者評価

分析・考察
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・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。

・部活動加入率を９０％
以上にする。

次年度の改善策

評価

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：生徒指導部主任
ＳＬ：特別活動部主任
ＳＬ：学年主任
ＳＬ：ＰＴＡ担当

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。

自己評価結果

ＰＬ
ＳＬ

・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。

・生徒の学校行事満足度 規律ある学校生活の確
を９０％以上にする。
立

・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。
活力あふれる学校行事・
生徒会活動・部活動
・校内が美しいと評価す
る生徒の割合を９０％以
上にする。

総合評価

大分県立玖珠美山高等学校
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・就職内定率１００％はとてもよい。きめ細かな進路指導を今後とも継続し
てほしい。
・面接の回数や進路目標に対するアドバイス・面談の機会を増やすなど、
・進路達成のために、早期から生徒の意識を高くするための講演会 進路目標達成のための取組を更に充実させることが重要だ。
や類型別集会等を行う。
・進路指導は教員と生徒との信頼関係が土台になるものと考える。教員
・職員全体で指導ができるように、生徒情報の共通理解と、面接や が生徒のメンターとなれるような取組をお願いしたい。
小論文指導等の研修や学習を行う。
・教師集団の教育力と教師個々の教育力とがいかにあるべきかを考える
必要がある。

・歓迎遠足、美山祭は課題もあったが、概ね成功を収めることができた。
(美山祭満足度88％)
・部活動生集会は実施できなかった。
・４月に１年生を対象として部活動説明会、部活動見学週間を実施し、加
入率は93％であった。
・学校全体でのボランティアは多く実施できなかったが、部活動や農業系
学科を主体としたボランティアを行った。
・収穫感謝祭に普通科生徒が参加する時間帯を設置した。

・規律ある学校生活づくりが何よりも大切であるので、計画的な取組を
行ってほしい。ＰＴＡとの更なる連携強化が必要であると考える。
・本年度実施できなかった美化コンクールを来年度は是非実施してほし
い。
・挨拶、服装、ゴミの分別等、マナー教育を学校全体で取り組んでほし
い。
・生徒の力を生徒指導によって引き出し、自ら考え行動する生徒の育成
が求められる。
・歓迎遠足、美山祭のアンケート結果を踏まえて見直しを図るととも ・生徒の主体的な活動が年間を通じて伝わってきた。
に、早期提案で内容の充実に努める。
・部活動加入率を上げることだけではなく、満足度を上げることを考える
・部活動生集会の実施を検討する。
必要がある。
・部活動説明会、部活動見学週間を実施する。
・部活動生集会は部活動活性化、部活動生の学力向上、進路達成に大
・生徒会・農場を中心にしてボランティア活動を計画する。
きな意義があると考える。来年度の実施を強く要望する。
・普通科と地域産業科の交流については、より一層促進する方法を ・普通科と農業科の生徒交流ができることが本校の大きな強みである。ダ
検討する。
イバーシティ感覚を涵養するために極めて有用である。より一層の促進
が期待される。

・いじめアンケートは、７月１２月に実施できた。結果を受け学年を中心に
事案に対応した。
・人権係を中心に各学年とも人権HRAを計画的に実施できた。
・研修会は１月に実施できた。各学期には時間確保が難しい。

・いじめに関する情報はクラス担任を中心に日頃から観察を行って ・いじめアンケートに、被害調査、悩み調査等の内容を付加してはどうだ
いきたい。教員間での情報交換・情報共有、生徒からの情報提供 ろうか。
等、気軽にできる雰囲気を作っていく。
・いじめの情報が生徒から寄せられなかったり、いじめを防ぐことができな
かった事例を研究することで、本校の取組の改善を図るとよいと考える。

・総学や農業科において計10回の職業人を招へいしての講演会や研修会
を実施した。
・全国的な大会、コンクールに６出場し、３つの入賞（農業、普通科情報
コース）
・PTA地区委員会との連携によるあいさつ運動を８月末と１月に実施した。
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・進路講演会は年度当初に計画を立て実施する。
・校内の学習スペースを有効に活用させる。
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・講演会や研修会が生徒のキャリアの向上につながるように、事前
研修や事後指導の徹底を図る。
・今後とも、大会・コンクールに参加することによって生徒の成長さ
せる。
・PTA地区委員会によるあいさつ運動は、生徒も参加できるよう場
所、時間帯等を工夫して実施する。
・郡内の小中学校への出前授業については６回実施した。
・郡内の小中学校の連携授業については、連携校を増やして積極
・昨年度末で玖珠郡教育委員会による中高連携事業が終了したため、中 的に実施する。
学校との連携は低調であった。
・研究授業を行う際には近隣中学校に案内する。
・小学校との連携授業については、イネの栽培において５月から１０月まで ・夏季休業中の学習ボランティアについては、積極的に参加するよ
共同学習を行った。また、連携授業を通して生徒の成長がみられた。
うに呼びかける。
・夏季休業中の学習ボランティアは本校の授業日と重なっており、参加人
数は４名にとどまった。
・農場だよりは、美山マルシェの広告と併せて月１回、全校生徒および新
聞広告で玖珠郡8700部を配布した。
・美山マルシェや収穫感謝祭については多くの来客があり、地域とのつな
がりができた。また、収穫感謝祭での農・普通科生徒の満足度はいずれも
90％以上であった。
・進路のしおりを作成し、学年ＰＴＡで利用した。

・今後も地域の人材を活かした学習を教育課程に位置づけて実施してほ
しい。この取組を学校運営協議会の課題の一つにしてはどうかと考える。
・生徒に何を教えるかではなく、生徒に何を身に付けさせたいのかという
観点が重要である。講演会や研修会での生徒の能動的活動がキャリア
形成に役立つとともに、生徒の自信につながると思われる。
・夏季休業中の小学校での学習支援は、児童のよきモデルとなり効果的
であった。多くの参加を今後とも呼びかけてほしい。
・玖珠郡による中高連携事業が終了したことで連携が低調になったことは
残念で本気度が感じられない。小・中との連携は、それぞれの校種での
授業改善にもつながり、生徒募集にも大きな影響があると考えるので、来
年度は積極的に連携を進めてほしい。

・地域と密着した農場経営を継続する。

・地域への情報発信を積極的に行っていることは評価できる。特に、農場
だよりや美山マルシェは、本校の「見える化」の大きなツールである。
・収穫感謝祭については、普通科生徒の参加する時間等の改善を ・収穫感謝祭の時間を全生徒が共有できると更に学校としての一体感が
図る。
増すと考える。
・進路のしおりを早々に作成し、進路指導に役立てる。
・情報を発信するだけでなく、地域の声を聴くことで地域の支援もより強く
なるのではないかと思われる。

○生徒の家庭学習時間については、３時間以上１１％、２時間以上３０％、１時間未満（ほとんどしないを含む）３４％と確保させることができなかった。課題量の調整、一層の授業改善、自ら学ぶ意欲や姿勢の醸成を含め、家庭学習時間の確保については次年度の最重点課題として取り組みたい。
○玖珠郡教委主催の中高連携事業が昨年度までで終了したが、授業改善や小中高の教員の連携・交流の促進等の観点から、小学校、中学校の授業参観に積極的に出向きたい。また、教員だけの交流だけでなく、これまで農業科が実施してきた「高校生による小中への出前授業」を更に推進するとともに、普通科生徒による出前授業についても実施に向けて検討
したい。
○部活動加入率、学校行事への満足度ともに高い。生徒や教員のアンケートをもとに、満足度が更に高まるよう工夫改善を行いたい。次年度については、「普通科・農業科の切磋琢磨による学校づくり」の観点から、特に農業科主体の行事への普通科生徒の参加方法等について、一層の工夫改善を図りたい。
○農業科の様々な取組は本校魅力化の大きな柱の一つであり、引き続き、地域と連携した農場づくり、農業教育を一層推進する。

