
(別紙様式３）
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大変良い。
地域は高校と一緒に発展していきたいと考えている。高校生
にも力を発揮してほしい。豊後大野市の発展についての住民
の今までの努力について何らかの形で生徒に伝え、地域に
誇りをもってほしい。
三重中学への出前授業は継続してほしいが、三重中学の教
員ともっと交流してほしい。
農業科・商業科の商品販売は、戦略を考えてもっと積極的に
各方面に進出してほしい。

良い。
生徒アンケートの意見が頼もしい。授業中に、社会で活躍し
ている卒業生の紹介をもっとすると、在校生のよい励みにな
ると思われる。検討して欲しい。
良い。
豊後大野市立図書館の立替計画の中でタブレットの導入を考
えているが、放課後等に是非生徒に利用して欲しい。Ｗｅｂ教材
の利用を生徒ができるように、学校に協力していきたい。課題
の出し方を工夫し、更なる家庭学習時間の伸長を目指して欲し
い。
良い。
就職した生徒の離職状況の追跡をしてはどうか。卒業後にア
ンケートをし、その結果を就職指導に役立てる工夫をすると
更に良い。
資格試験にも積極的に取り組んでいる状況がうかがえる。
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良い。
豊後大野市との連携はこれからも継続してほしい。

良い。
達成指標の変更も、各部の活躍の裾野を広げると言う意味
で意義があると思われる。
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良い。
生徒が積極的に活動している姿を見るのは、地域住民として
も大変喜ばしい。これからも頑張ってほしい。

大変良い。
遅刻が平均２．７名というのは大変少ない数値で、学校のき
め細かい指導がうかがえる。
引き続き積極的にスクールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカーの活用をしてほしい。

・商業科と連携し味噌の新ラベルを作成することが
できた。新商品の開発については現在開発中であ
る。（農業科）
・農業クラブ県大会意見発表の部で 優秀を獲得し
九州大会へ出場できた。鑑定競技においては入賞
できなかった。（農業科）
・課題研究による地域連携は10回以上行うことがで
きた。（商業科）
・出前授業はインフルエンザの影響により実施がで
きなかった。（商業科）
・講師を招いての合同発表会を農業科と合同で実
施することができた。（商業科）
・デザインは校内（農業科）での提案を複数行うこと
ができた。（商業科）
・日経STOCKリーグやうまいもん甲子園など昨年度
より多くの大会に参加し、成果を上げた。（商業科）

・商業科との連携を密に行い、生徒主体の商品販売の情報の共有
化を図る。（農業科）
・農業クラブ全国大会出場を目指すため、放課後学習指導を行う。
（農業科）
・合同研究発表会を普通科とも合同で行い、一般市民への参加に
ついて、より呼びかける。（商業科）
・様々な分野での大会参加を授業と関連づけ、より増やしていく。
（商業科）

・全校生による地域のボランティア活動を実施でき
た。（特活）
・部活動の充実により昨年度よりも顕著な成績を収
めることができた。（特活）
・生徒会新聞等による広報活動も成果があった。部
活動入部率９０％は達成はできなかった。（特活）

・部活動の充実度をはかる達成指標を「入部率」よりも生徒の「活
動満足度」にする方が、活動実態が正確に把握でき、成績向上へ
の取り組みに繋がり、その結果が将来的に数の増加につながると
考える。次年度は活動の充実を目指した指標として部活動生徒の
活動満足度を指標目標としたい。（特活）

・今年の保健室両者は１日平均５．４人。特に３学期
にインフルエンザが流行し学級閉鎖となり、それまで
の低い数値を押し上げた。（保健教育相談）
・不登校による年間退学者は６名。SC,SSWの積極
的活用を伝えた。毎週１度サポート会議を実施し、
生徒の様子について情報交換をはかった。（保健教
育相談）
・１日当たり遅刻者数が４月～１月平均で２．７人で
あった。不登校気味の生徒が遅刻してくるケースが
あった。（生徒指導）
・生徒指導件数は15件発生したが、その都度生徒
指導委員会を開催し職員全体で指導に取り組め
た。（生徒指導）

・サポート会議の情報を今後、職員にどのように伝えるか検討して
いる。今後もSC,SSWの活用を促したい。（保健教育相談）
・３学期から遅刻者の人数だけでなく、氏名を確認し、遅刻が常習
となっている生徒を全体で把握できるようにした。次年度も氏名を
把握することで、学年部、保健教育相談部とも連携して生徒の生活
習慣の改善につなげる。（生徒指導）
・生徒指導事故発生防止のため、頭髪服装検査や校内巡回、登下
校指導、集会時の注意喚起などを引き続き実施し、事故発生時に
は職員全体で指導に当たる体制を継続させる。（生徒指導）

・7月，豊後大野市と連携して「社会を明るくする運
動」講演会に全校で参加。（人権教育）
・11月大分県人権教育研究協議会・足立哲範先生
による講演会「誰のための人権学習か(結婚差別)」
を３年生対象に実施した。（人権教育）

・人権問題当事者・関係者を招いての講演会，交流会(平和学習を
含め)の全校開催を年１回以上実施する。（人権教育）

部活動の成果をはかる達成指標を九州（全国）大会に出場する回
数に変更する。本校の学校規模や一般的な部活動の目標を考え
たときには、全国入賞よりも、達成度が高く、努力の成果がわかり
やすいように思える。（特活）

・全国的なコンクールや大会での入賞者数２（放送、
剣道）を達成した。３以上の達成はできなかったが、
全国大会、九州大会に出場する回数は９回を数え、
この数年では 高の成績である。
・楠学祭に満足したと答える生徒は９０％以上に達し
た。（特活）

①揺るぎない希望を抱き、高い誇りと何事にも打ち克つ強い意志を持
ち、地域の文化・経済の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「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原動
力となるよう、「開かれた」学校を推し進め、学校の活力、生徒の元気
を発信する。

〇組織的・効果的な校務運営の充実
〇学力向上の実践強化による専門性と学習意欲を高める教科指導、及び
進路指導の充実による希望進路の実現
〇豊かな人間性育成のための基本的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

評価
ＰＬ
ＳＬ

◆学力向上による希望進路の達成
◆社会人としての自立に必要な資質・能力の育成
◆地域と連携した教育の推進

学校関係者評価
次年度の改善策分析・考察

取組指標重点的取組達成(成果)指標重点目標

平成 ２８年度学校評価（　年間評価　）

・11月実施の授業アンケート（全校生徒対象）におい
て、「（どちらかといえば）はい」が94.6％であった。

・次年度は「95％以上」を目指して、研修の充実を図る。

・学校所有のタブレットで、少人数の授業を行った。
しかし本格的なＷｅｂ教材の利用は、端末をもってな
い生徒の扱いや通信料の負担等問題点が多い。
（進路）
・家庭学習時間調査は計画通りに実施できた。来年
度に向けて、フィードバックの仕方を工夫する。（進
路）

・来年度のＣｌａｓｓｉの本格導入は左記の通り難しいと思われるが、
ベネッセの商品については、各種模試の無料のデジタルサービス
を利用する等工夫できると考えられる。（進路）
・家庭学習時間調査は、年度初めと各学期の期末考査で行う。教
員だけでなく、生徒へのフィードバックを効果的に行い、学習時間
の伸長に役立てたい。（進路）

学校名　　　　　　　　大分県立三重総合高等学校

前年度評価結果の概要
・重点目標「◆希望」について…達成指標数値の多くが目標に達せず、就職内定率以外は厳しい結果となった。今後は、授業改善と同時に家庭学習時間をいかにして増やすかが大きな課題である。
・重点目標「◆誇り」について…福祉優秀校としての表彰が象徴するようにボランティア活動が盛んに行われ地域連携に大きく貢献している。今後は、この活動をいかにして多くの生徒に広げていくかが課題である。
・重点目標「◆克己」について…生徒・教職員一体となった努力により、生徒の生活面における意識の向上は顕著である。今後は「美化コンクール」の複数回実施等により環境整備の面に力を入れたい。

学校教育目標 中期目標 重点目標

・学力の定着および向上のためWeb教材の活用
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）

・「アクティブラーニング」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）

◇文理クラス（進研模試）ＧＴＺ Ｂ３以上
の生徒が１８人以上
◇総合進学クラス（実力診断テスト）ＧＴ
Ｚ Ｃ３以上の生徒が１５人以上
◇専門科クラス（基礎力診断テスト）ＧＴ
Ｚ Ｃゾーン以上の受験生の割合が１年
２５％以上、２年３０％以上、３年３０％
以上。
◇国公立大学合格者数１５人以上。
◇大学入試センター試験における全国
平均点以上の生徒人数１０人以上。
◇就職内定率１００％。
◇平均家庭学習時間1時間以上の生徒
割合７５％以上。
◇資格検定試験で3種目以上取得した
生徒割合８０％以上。（文理クラスを除
く）

◆学力向上による希
望進路の達成

・今回、3年生の３種目以上取得は８４.６％であっ
た。（農業科）
・職員毎に担当生徒を決め家庭学習・面接指導・生
活指導を行い、進学率１００％を達成することができ
たが週3回の指導はできていない。（農業科）
・就職希望者への面接指導は全体指導を含めて複
数回行うことができたが、全員1人3回以上の目標が
達成できていない。（商業科）
・毎日課題は科目によって定着できていない。（商業
科）
・1年次での商業科1人3種目以上の資格所持率は８
０％であった。（商業科）

◆地域と連携した教育
の推進

◇１日当たり遅刻者数年間平均１.０人
以下（昨年度平均１.7人）
◇年間指導件数５件以下。
◇部活動加入率９０％以上。
◇主体的に行事や委員会活動に参加し
たと答える生徒割合８０％以上。
◇清掃活動に進んで取り組むと答える
生徒割合９０％以上。
◇挨拶を進んで行うと答える生徒割合９
０％以上。

◆社会人としての自立
に必要な資質・能力の
育成

・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）

・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）

・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。
・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）

・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毎
日行う。（農業科）
・課題研究発表会や出前授業により地域連携を
強める。（商業科）
・各種大会への参加や公募数を増やす。（商業
科）

・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）

総合評価
次年度の展

望等

　今年度は、概ね目標を達成できた。地域からも高評価を得た。
　来年度は、基礎学力の定着を目指し「学び直し」に取り組み、ＧＴＺのＤ層の生徒の減少を目指したい。また、人権教育や特別
活動、総合的な学習の時間で、地域との連携を更に深化させるため、豊後大野市や町づくりの団体との活動に積極的に参加してい
く仕組みをつくりたい。それらを通して、生徒に様々な経験をさせ、生徒の進路達成や人格の形成に活かしたい。
　生徒指導面でも、引き続き決め細やかな取り組みをし、遅刻・欠席の減少、指導案件の減少に努めたい。

教務部
進路指導部

農業科
商業科

各学年部

生徒指導部
特別活動部

保健教育相談部
人権教育部
各学年部

特別活動部
農業科
商業科

・年度末までに，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
開催する。（人権教育）

・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、ピ
タッとコンクールを行う。（生徒指導）
・月１回の頭髪服装検査を実施する。（生徒指
導）

・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）
・文化祭などの部活動発表会を年2回以上実施
する。（特活）

・３種目以上取得者８０％以上。（農業科）
・職員毎に担当生徒を決め家庭学習・面接指
導・生活指導を週３回行う。（農業科）
・就職希望者全員に対し、商業科の教員が1人3
回以上の面接指導。うち１回を全体指導とする。
（商業科）
・商業科目の毎日課題の定着、提出率１００％。
（商業科）
・１年次に、普通科１人１種目、商業科１人３種
目の資格所持率を１００％。（商業科）

・文理クラスで、Web教材を利用した授業を行う。
（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・分析し、生徒・教員への還元を図る。
（進路）

・授業アンケートで「学習に積極的に取り組める
よう工夫がされていますか」（新設項目）の「（ど
ちらかといえば）はい」９０％以上。（教務）

・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鑑定競技部門で優
秀以上３名、全国大会で入賞１名以上を目ざ
す。（農業科）
・課題研究（５講座）による地域連携を２回以上
行う。また出前授業を２回、農業科との合同研究
発表会を１回実施する。（商業科）
・デザイン公募に３回以上応募する。大会参加
種目を現在より３以上増やす。（商業科）

・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）

◇地域や企業、大学と連携した
研究や行事１０以上。
◇全国的なコンクールや大会で
の入賞者数３以上。

・次年度は卒業までに資格取得３科目以上の者を８５％以上を目
指して取り組みたい。（農業科）
・職員毎に担当生徒を決め家庭学習・面接指導・生活指導は継続
し、週１回の指導を確実に行う必要がある。（農業科）
・就職希望者への面接は多くの生徒で実施することができたが、積
極的な生徒に偏ってしまったことから、全ての生徒においてチェック
する体制を整える。（商業科）
・学期ごとに課題の定着率や資格所持率を科会議において文書で
確認する。（商業科）

・資格取得個人ファイルを作成し、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教員による面接
指導を実施する。（商業科）
・商業科目の毎日課題を実施する。（商業科）


