
(別紙様式２）

学校名 　　　　　　　　　大分県立三重総合高等学校
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各学年部
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（３）地域と連携し
た教育の推進
　
　地域と連携した
教育活動を通し
て、学校や生徒
の活力を地域に
発信するとともに
地域社会に貢献
する人材を育成
する。

・学校だより発行（毎月１
回）、ＨＰの更新（毎週１
回以上）

・地域や企業、大学と連
携した取組１０以上

・全国的なコンクール、
大会での入賞３以上

・生徒会や部活動を中心として地域のボランティア
活動に参加する。(特活）
・部顧問を各部とも複数制にし、指導体制の充実
を図る。(特活）
・生徒が活動発表する機会を増やし、結果をＰＲ
することで部活動生の活躍の様子広く伝える。（特
活）
・部活動活性化のため生徒会企画行事と部活動
とを連動させた取り組みを行う。（特活）

・生徒会によるボランティア活動として地域の
福祉施設、保育所訪問や地域清掃活動を、
年２回以上実施する。（特活）
・文化祭を含め、文化部の発表の場を年２回
以上実施する。（特活）
・楠学祭の企画内容の充実を図り、満足した
と答える生徒の割合を９０％以上にする。（特
活）
・農業、商業、家庭クラブ、芸術科、教科の各
種大会を含め、多くの全国規模の大会に生
徒を参加させる。（特活）

・サポート会議を週１回開催し、生徒情報交換の
場として活用する。（保健教育相談）
・生徒の心のケアをしやすくするため保健室の環
境整備を図る。（保健教育相談）
・校内美化、あいさつの励行、時間を守る等の生
活習慣を身につけさせる。（生徒指導）
・授業やＨＲ活動、清掃・部活動等、教育のあらゆ
る場面で、生徒の頭髪や服装及びあいさつに関
する指導を徹底する。（生徒指導）

・保健室利用者の１日平均１０名以内を目指
す。（保健教育相談）
・不登校による年間転退学者７名以内を目標
に、生徒への支援活動を行う。（保健教育相
談）
・学期に１回美化コンクール、あいさつ運動を
行う。（生徒指導）
・月１回の頭髪服装検査を実施する。（生徒
指導）

・人権問題を身近な課題とするための講演会等を
開催する。（人権教育）

・人権問題の当事者・関係者を招いて、講演
会、交流会を全校、または学年で年１回は開
催する。（人権教育）

・総合的な学習の時間において市役所と連携し、
「豊後大野市課題解決プロジェクト」に取り組む。
（進路）

・総合的な学習の時間における「豊後大野市
課題解決プロジェクト」の成果物の作成をした
生徒の割合を８０％以上にする。（進路）

（２）基本的生活
習慣の確立と豊
かな人間性の育
成

　挨拶、清掃、服
装を徹底し、規
律をもった学校
生活と学校行事
や部活動の充実
を通して、規範意
識と社会性を育
成する。

・地域の農業法人等と連携し地元特産品を活用し
た新商品の開発を行う。（農業科）
・農業クラブ同好会を中心に農業クラブ活動を行
う。（農業科）
・学習成果発表会や定期的な外部出店等により
地域連携を強める。（商業科）
・各種大会への参加や公募等に積極的に取り組
む。（商業科）

・商業科と連携し、地元道の駅、商店等で販
売できる新商品を１品以上開発する。（農業
科）
・日本学校農業クラブ県大会で優秀以上１
名、全国大会で入賞１名以上を目ざす。（農
業科）
・課題研究（全講座）他による地域連携を年
間１０回以上行う。また、２年生インターシップ
（５日間）を実施し、学習成果発表会を１２月
に実施する。（商業科）
・県内外の各種外部コンテストに年間１０種目
（大会）以上参加する。（うち、最低３種目はデ
ザイン公募とする。）（商業科）

・部活動加入率８５％以
上、部活動満足度８０％
以上

・学校行事に積極的に
参加することのできた生
徒９０％以上

・挨拶、清掃、服装整備
に進んで取り組む生徒９
０％以上

・年間の人権学習を通し
て、その学習の重要性
を認識し、人権意識を高
めることの出来た生徒９
０％以上

評
価
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検証結果（自己評価）

・授業アンケートで当該項目についての「はい（どちらかといえば『はい』）の平均は８４．
４％（1学期末評価と比べ２．３％向上）であり、目標達成は概ね達成された。（教務）
・言語活動から生徒の自発的行動（主体的学び）につなげる方法に改善の余地がある。
（教務）

重点的取組・取組指標の実践

・１年生２学期総学の時間での言語活動は、１００％であった。後期には大規模な班分け
を行い、コミュニケーション力のさらなる向上を図った。２年は「豊後大野市課題解決・魅
力発見プロジェクト」の研究を継続した。（進路）
・マナトレについては、出題方法に解法・公式などのヒントを加えることによって進級が円
滑に進むように工夫した。（進路）
・家庭学習時間調査結果用紙に成績を記載したものを作成し、学年や教科に学習指導
や面接で活用するよう促した。（進路）
・11月末現在で就職内定率は９８％、国公立大学についてはＡＯ・一般推薦では１０名受
験し、12月の結果待ちである。（進路）

今後の改善策

・各授業で主体的学びを創出には、まだまだ研究が必要である。発問の工夫や「やった
ら、できた。」という場面をつくることに加え、生徒の自発的行動を評価する方法を確立さ
せる。（教務）

・言語活動の課題内容については、検討する時間が増加したがまだ不十分であるので、
今後学年会等を活用して検討を重ねる。（進路）

・マナトレ進級については、部活動担当者も積極的に指導に加わり、生徒のモチベーショ
ン維持を可能としたい。（進路）
・家庭学習時間と成績との因果関係等については、はっきりとは解明できないが、様々な
場で学習指導に役立てるよう提示していく（進路）。
・残りわずかではあるが、就職未定者の決定に向け、全力で指導する。推薦入試後は、
出願先検討会等を実施し、一般入試に向けた指導を全力で行う。

学校関係者評価

良い。５教科について
は補習やチームティー
チング等を取り入れな
がら強化してほしい。

実施時期　　　平成３０年１２月
平成３０年度学校評価（　１学期末評価　・　中間評価　）

前年度評価結果の概要

学校教育目標 中期目標

・重点目標「◆学力向上による希望進路の達成」について、進学実績が目標に達せず、就職内定率以外は厳しい結果となった。学力向上に直結する授業改善が大きな課題である。
・重点目標「◆社会人としての自立に必要な資質・能力の育成」について、学校行事、部活動に積極的に参加する生徒が多く、好成績を残すことができた。校外での挨拶をする生徒が増え、地域からの評価が高まった。人権教育に力を入れ、効果を挙げることができた。
・重点目標「◆地域と連携した教育の推進」について、各学科とも地域と連携して、各学科の特色を生かした取り組みを数多く行うことができた。各種団体や行政と連携しながら、平成３０年度も益々活発な取り組みをしていきたい。

重点目標

（１）一人一人が自己の将来に確かな目標を抱き、高い誇りと困難に打ち克つ強い心を育
み、地域の文化・経済発展の担い手として、 たくましく生きる若者を育成する。
（２）学校と生徒の存在が、地域活力の原動力となる地域に根ざした学校づくりを推進す
る。

〇組織的・効果的な校務運営の充実
〇学力向上の実践を強化し、専門性と学習意欲を高める教科指導と進路指導の取組により、生徒の希望進路の実現
〇豊かな人間性育成のための基本的な生活習慣の確立と部活動の活性化
〇特別支援教育の観点を取り入れた教育活動の充実
〇地域に開かれた信頼される学校づくりの推進

ＰＬ
ＳＬ

・総合的な学習の時間の総数に対する「言語
によるコミュニケーション力の育成」の時間を
８０％以上にする。（進路）
・朝学習のマナトレにおいて、目標達成生徒
の割合を７０％以上にする。(進路）
・各学期に１回全校生徒対象の家庭学習時
間調査を実施し、データを生徒・教員への還
元を図る。（進路）

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標

教務部

進路指導
部

農業科

商業科

各学年部

・個に応じた受験対策を図る。（農業科）
・放課後全職員で進路指導を行う（農業科）
・就職希望者全員に対し商業科内での面接指導
を実施する。（商業科）
・商業科目の毎日課題を実施並びに未提出者等
への追指導の徹底。（商業科）

（１）学力向上と
進路目標の達成

　学習意欲と専
門性を高める教
科指導、系統的
な進路指導を通
して、生徒の学
力向上と進路目
標の達成を図
る。

・国公立進学クラスの模
試において、GTZ　B3以
上の生徒１５名以上

・国公立大学合格者１０
人以上

・就職内定率１００％

・農業技術検定３級合格
７０％以上

・商業科１級資格検定３
種取得者１５名以上

・「主体的、対話的で深い学び」を取り入れた授業
改善で、生徒の学習意欲の向上を図る。（教務）

・授業アンケートで当該項目についての「はい
（どちらかといえば『はい』）の平均が８５％以
上。（教務）

・「MARCH（Miesogo Advanced Remedial
CoacHing)」に学校全体で取り組み、基礎学力向
上を図る。（進路）
・家庭学習時間調査を実施し学習量の増加を図
る。（進路）

・３種目以上取得者８０％以上に取り組む。
（農業科）
・就職・進学希望者に対し部門毎に担当生徒
を決め・面接指導・生活指導を一人３回以上
行う。(農業科)
・商業科に対し、一人１０回以上の面接指導
を徹底する。内、１回を全体指導とする。（商
業科）
・商業科目の毎日課題を定着させ、提出率を
１００％にする。（商業科）
・商業科３年生３種目１級を15人以上（達成率
４０％以上の定着）とする。（商業科）
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・不登校の生徒への対応は、学年や担任等と連携をとりながら、継続していく。（保健教
育相談）
・ＳＳＷ、ＳＣの来校日、来校時間については、ＧＷにて教職員へ周知するようにしてい
る。引き続き周知するようにし、新規の相談にも対応できるようにする。（保健教育相談）
・学校の美化や挨拶については、各種委員会と協力していき、全校朝礼などでも呼びか
けをする。3学期にも美化コンクールを実施する。（生徒指導）
・服装頭髪検査については、検査基準が学年でおおむね統一されるように各学年と協力
する。（生徒指導）

12月3日、３学年を対象に、人権問題の当事者を外部講師として招いて、結婚差別に関
する講演会を行う予定。（人権教育）
・３学期「ネット上の部落差別」について、１、２年生を対象に外部講師を招いて講演会を
行う予定。（人権教育）
・3学期には、2年生による公開人権HRを行う予定。（人権教育）

・１２月１４日の発表会に向けて準備の指導を行うとともに、終了後は検証を行い、次年
度に向けた取組を始める。（進路）

・８社については求人票を頂いていないので、次年度に向け、ハローワーク等と検討を重
ね、より充実した企画にする必要がある。（進路）

・ＧＡＰ、ＨＡＣＣＰの研修を６回行うことにより、その意義や目的をしっかりと意識させ、栽
培や商品開発時の責任感の向上に努める。（農業科）
・課題の検証を進め新商品開発の準備を引き続き進めていく。また野菜部門では、近年
問題になっている山林の竹藪浸食の緩和を目指してながたに振興協議会と連携し竹肥
の開発を進めている。（農業科）
・農業鑑定競技において次年度に向けた校内鑑定競技を実施し、専門知識の向上に努
めるとともにクラブ員としての帰属意識を高める。また次年度の県大会に向けた早期の
継続的な指導を行う。（農業科）

大変良い。学校への訪
問時、気持ちの良い挨
拶で元気をもらう。落ち
着いた校風で安心して
登校ができている。学
校が明るい。

良い。人権教育の重要
性を様々な形で今後も
生徒に伝えて欲しい。

地域との連携が取れて
いると常日頃より感じ
ている。今後とも地域
に根ざした活躍を期待
する。

・11月末現在で、今年度３種目以上資格を取得した生徒が２・３年生が［51％］、２種目以
上取得した２・３年生は［92％］である。１年生に関しては１２月と１月に資格試験が集中し
ている。（農業科）
・部門生徒を中心に面接指導は実施することはできた。放課後や昼休みだけでなく、実
習の合間に志望動機等の基本的面接項目の確認を積極的に行い試験に備えた緊張感
を常に持続させるように心がけた。中には複数回の指導が届かなかった生徒もいる。
（農業科）
・商業科に対し、一人１０回以上の面接指導を徹底し、全体指導も２回行った。（商業科）
・商業科目の毎日課題を定着させ、提出率は１００％を継続できている。（商業科）
・商業科３年生３種目１級を15人以上（達成率４０％以上の定着）に向けて、着実に人数
が増加している。
 ＊最終結果は２月初旬（商業科）

・福祉施設訪問と地域清掃活動を７月に実施した。３月には２回目の施設訪問と清掃活
動を行う予定にしている。（特活）
・楠学祭では吹奏楽部、演劇部、茶道部、美術部などが発表を行った。演劇部や吹奏楽
部においては校内外を問わず、１０回以上の発表を行い、神楽部は３０回以上の公演を
行った。（特活）
・楠学祭に「満足した」と答えた生徒の割合は９９％となった。（特活）
・体育部を始め、放送部や農業クラブなどの文化部も多くの生徒が全国大会に出場し
た。商業科生徒や美術選択生徒も県大会で上位に入賞した。（特活）

・週末課題や毎日課題を出し、家庭学習時間の確保に努めるとともに、検定への意欲の
向上に努める。（農業科）
・11月末現在、進路未決定者はあと数名である。（自己就職者含む）引き続き面接指導を
行うとともに88％の生徒の進路が内定しているが、受験を控えている生徒が集中できる
ような雰囲気作りも併せて行う。次年度も夏季休業中から希望進路に応じた面接指導及
び基礎学力対策を行う。（農業科）
・商業科に対し、一人１０回以上の面接指導を徹底し、。全体指導も２回以上の指導を次
年度以降も継続したい。（商業科）
・商業科目の毎日課題を定着させ、提出率は１００％を継続できているので、次年度以降
も徹底を図りたい。（商業科）
・商業科３年生３種目１級を15人以上（達成率４０％以上の定着）に向けて、次年度以降
も定着を目指したい。
 　＊在籍生徒比40％3冠王の定着（商業科）

・福祉施設訪問と地域清掃活動を３月に実施する。（特活）
・文化部については今後も校内外を問わず発表の場を設け、部活動に対する生徒の達
成感を高めさせる。（特活）
・来年度の楠学祭が生徒にとってより良いものになるように、今年度の反省を踏まえて企
画を検討していく。（特活）
・部活動生や部顧問が積極的に部活動に参加し、成果や達成感が得られるように、各部
の活動計画を含めて校内の部活動体制（指導体制）を検討し改善していく。（特活）

・プロジェクトにおいては研究を深めるために、２学期は２時間続きの総学を多く設定する
ことができた。市役所や各事業所に出向き、研究を深めることができた。12月14日に行
われる発表会（「三科合同学習成果発表会」）のためのスライドや原稿作成に励んでい
る。（進路）
・１学期に「地場企業説明会」を実施したが、１５社（２３社中）より求人があり、９名の生徒
が実際に就職を決めた。（進路）

（１）学力向上と進路希望の達成
（２）基本的生活習慣の確立と豊かな人間性の育成
（３）地域と連携した教育の推進

良い。推薦入試では担
任の先生を始め、学校
全体で指導してくれた
ことがよくわかった。普
通科としての目標を明
確にしてもらいたい。

良い。農業科、商業科
については様々な取組
を実施し、地域の中学
校や保護者にも十分伝
わっていると思う。あと
は普通科において、地
域が期待する結果を出
して欲しいと思う。

大変良い。部活動も活
発で楽しく登校できて
いる。他校も含め、対
外試合などでの菓子の
食べ方など試合会場で
の過ごし方が気にな
る。

ケーブルテレビ「キンコ
ンカンコン」でも長期に
わたって放映されたこ
とで、学校のことが広く
伝わって良かった。地
域との密着性が高く、
評価できる。今後とも
地域に根ざした活躍を
期待する。

・商業科と連携した豊後大野市アンテナショップの大分市での販売実習を２回、商品提
供を４回実施した。（農業科）
・豊後大野市地域雇用創造協議会と提携し、地元特産品を用いた新商品開発に取り組
んできた。収穫感謝祭で来校された方々に試食してもらい改善点を検討中である。（農業
科）
・農業クラブ県大会において意見発表部門で優秀賞（２位）を獲得した。また農業鑑定競
技において開校以来の最優秀賞者が出て、全国大会への出場権を得たが。大会での入
賞には届かなかった。(農業科)

・課題研究（全講座）他による地域連携を年間２０回を超え実施した。県下では最先端型
である、２年生インターシップ（５日間）を実施できた。学習成果発表会を１２月１４日に実
施予定である。（商業科）
・県内外の各種外部コンテストに年間１０種目（大会）以上参加できた。（うち、デザイン公
募は４種目である）（商業科）

・課題研究（全講座）他による地域連携は年度末に向け、更に継続し、内容の充実を深
めたい。２年生インターシップ（５日間）については受入先事業所とのより連携を深めなが
ら次年度の以降の円滑な実施につなげたい。次年度も学習成果発表会の充実とより深
い研究ができるよう内容の精選と研究環境の整備に努めたい。（商業科）
・県内外の各種外部コンテストに年間10種目（大会）以上参加できた。（うち、デザイン公
募は４種目である）（商業科）

･保健室利用者は１日平均１０名以内だった。（保健教育相談）
・サポート会議は週に１回実施し、学年主任からの情報、ＳＳＷからの提案等、情報交換
ができている。必要だと思われる生徒、希望者にはＳＣ，ＳＳＷにつなぎ、連携をとりなが
ら継続した支援ができている。（保健教育相談）
・不登校の生徒に対しては、教務と連携をとり、別室受験室の設定等、個別の配慮がで
きるように対策をとっている（保健教育相談）
・1学期は実施できなかったが、2学期については実施予定。あいさつ運動については三
重町駅や校門前で実施できた。（生徒指導）
・服装頭髪検査については実施できている。（生徒指導）

公開人権HRを１１月に１年で実施し、県人教、豊後大野市の人権教育の関係者、近隣の
中学校・高校の教員等の参加があり、研修を深めた。（人権教育）


