
(別紙様式２）

学校名 　　　　　　　　　大分県立三重総合高等学校

・12月14日にエイトピアおおのにおいて「三科合同学習成果発表会」を開催し、「豊後大野
市課題解決・魅力発見プロジェクト」の発表をした。豊後大野市役所や市内の事業所に出
向いて取り組んだ課題解決学習の成果を、原稿作成やスライド作成により効果的に表現
することができた。成果物の作成をした生徒は８７％であった。（進路）
・今年度初めて「地場企業説明会」を実施したが、生徒・保護者・企業ともに高評価であっ
た。（進路）

・３年生の課題研究において「地域の活性化を図る」ことを目的として豊後大野市地域雇
用創造協議会と連携して、豊後大野市の農産品を活用した商品開発に取り組んだ。ラベ
ル作成や容器選定も生徒が行った。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開校以来初めて県大会最優秀者が出て全国大会に出場した。
入賞を目標に臨んだが、自己採点では６割程度の正答率で、入賞には届かなかった。７
月の県大会後、就職試験を優先的にしてきたので、今大会への準備が万全でなかったこ
とは否めない。（農業科）

・課題研究（全講座）他による地域連携を年間４０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日に実施した。（商業科）
・県内外の各種外部コンテストに年間１５種目（大会）参加できた。（うち、デザイン
公募は６種目である）（商業科）

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。

・食品分野では地域連携を進めながら、継続した新商品開発に取り組む。野菜部門で
は、引き続き「ながたに振興協議会」と連携し、竹肥の実用化の研究開発を進める。また
それぞれの分野においてＧＡＰ、ＨＡＣＣＰの研修成果を実践し、栽培や商品開発時の責
任感の向上に努める。（農業科）
・農業鑑定競技のみでなく、意見発表大会や環境調査において、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。（農業科）
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・福祉施設訪問と地域清掃活動を７月に実施した。３月に２回目の清掃活動を行っ
たが、福祉施設訪問は本校生にインフルエンザ罹患者が出たため中止となった。
（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）

（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

国公立大学合格者輩出
のために学校が一生懸
命取り組んでいることが
窺える。普通科の定員を
満たすためにも、頑張っ
てほしい。
課題についてはもっと負
荷をかけて良いのではな
いか、検討してほしい。

良い。生物環境科とメ
ディア科学科ともに、
華々しい取組で地域にア
ピールができている。地
域の中学校や保護者に
も十分伝わっていると思
う。
バイオ室は研究施設とし
ても素晴らしく、こうした
研究ができる学校である
こともアピールしていくと
良い。
資格取得についても健闘
していて良い。

大変良い。部活動が盛ん
で、子どもも楽しく登校が
できている。
他校も同じだが、対外試
合に行くと菓子の食べ方
等が悪いと思うので、試
合会場での過ごし方につ
いて指導をしてほしい。

・課題研究（全講座）他による地域連携は次年度に向け、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連携をより深めなが
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）

次年度の改善策 学校関係者評価
分析・考察

・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
８２．１％→８４．４％と推移し向上がみられ、概ね目標を達成した。（教務）
・言語活動から生徒の自発的行動（主体的学び）につなげる方法を、今後研究して
いく必要がある。（教務）

・１年生総学「言語によるコミュニケーション力の育成」の時間は関係教職員全員
が協力し、９５％以上で目標を達成することができた。徐々に効果が現れていると
感じている教職員の意見もアンケートから窺える。（進路）
・マナトレの目標達成生徒の割合は、１００％であった。（進路）
・学習時間調査を計画通りに実施することができた。集約結果については学年や
教科と共有し、学習指導等に役立てることができた。（進路）
・3/15現在で就職内定率は100％、国公立大学合格者は９名である。（進路）

・３種目以上資格取得者は81.2％であった。（農業科）
・部門を中心として面接指導は実施できた。実習の合間の休み時間等にも基本的
面接事項の確認などを随時行い、試験に備えた緊張感を持続させるように心掛け
た。義務的ではなく、自発的に面接指導を求める生徒が多かった。（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％を継続できた。 （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）

・本年度の保健室利用者は一日平均４．１名であった。時期的に多いときでも８名
程度であった。必要な生徒が、適切な時間で利用することができた。(保健教育相
談)
・今年度（2/15現在）の不登校による転学者は６名であった。担任、ＳＣやＳＳＷと
連携して支援することができた。ＳＣ，ＳＳＷとの面談を通して、アドバイスを受けた
り、関係機関の紹介を受けたりと、本人の状況を把握し、本人にとって最善の方法
を一緒に考えていった。(保健教育相談)
・１学期に美化コンクールが実施できなかったが、その他については予定通り実施
できた。（生徒指導）

・２学期には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った。３学期には１，２年生を対象に、人権教育の関係者を
外部講師として招いて、インターネットでの差別に関する講演会を行った。講演会
を行うにあたり、生徒の意識を高めるために朝学習を利用して人権コラムを読ませ
るという事前学習を行った。講演会後の生徒の感想ではどちらもほぼ１００%に近い
生徒が人権意識の向上につながったと答えている。（人権教育）

・次年度も引き続きサポート会議を実施し、学年会であがった生徒の情報共有をし、分掌
としての対応につなげていきたい。（保健教育相談）
・年2回の生徒アンケートを実施し、生徒把握をすることで、充実した支援につなげていき
たい。(保健教育相談)
・今後も生徒会と協力して、呼びかけを行っていきたい。また、自転車通学生やバイク通
学生に安全指導を定期的に実施する。（生徒指導）

・今年度も様々な人権教育活動に取り組んできたが、内容について精選し、生徒が主体
的な活動を通して、差別問題に対して他人事ではなく当事者意識を持って思考を深める
場面を増やすなど、更なる内容の充実をめざして検討をすすめる。（人権教育）

・終了後のアンケートでは、「積極的に取り組んだ」生徒が８割弱であった。また、思考力や問題
解決力、協働性など様々な力が身についたと実感している生徒が９割弱であり、一定の効果は
あったと考えられる。また、教職員のアンケートからは負担偏重の意見が多く、生徒の指導点に
おいても教職員の取組においても、改善していく必要がある。（進路）
・参加企業で求人票を出していただけなかった企業があるので、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）

大変良い。学校への訪問
時にはいつも気持ちの良
い挨拶をもらい、こちらも
元気をもらっている。落ち
着いた校風で安心して登
校ができている。学校の
雰囲気が明るい。

良い。人権教育の重要性
を様々な形で今後も生徒
に伝えてほしい。いじめ
がないのが素晴らしい。

良い。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し
ている。

・福祉施設訪問と地域清掃活動については来年度も２回ずつ実施する。（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、「部
活動活動方針」に基づいて、各部の年間・月間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）

（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）

平成３０年度学校評価（　年間評価　）

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
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・各授業で主体的学びを創出するには、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）

・国公立大学合格者数は昨年度から飛躍的に増加し、目標の１０名まであと１名であった。様々
な仕掛けによって合格者輩出を狙ってきたが目標に達することができなかった。次年度からも学
年や教科と連携しながら、より一層の策を練っていく必要がある。（進路）
・MARCHについては2年を経過し、今年度、アンケートをとって次年度の実施について参考にし
た。負担軽減や教職員のスキル向上等が課題であるが、特に次年度の１年生からは「総合的な
探究の時間」が導入されるので、教職員全員の統一した認識が喫緊の課題となる。（進路）
・家庭学習については「学校関係者評価アンケート」において、保護者と教職員の間に大きな差
異があることが見受けられた。教科・学年と連携しながら、課題量増に向けた検討をしていく必要
がある。（進路）

学習環境を始め、授業に
臨む生徒の様子も良い。
補習やチームティーチン
グを効果的に活用してほ
しい。

自己評価結果

評価
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・資格取得は、自身の進路と関連する資格に関しては積極的に取得に向けた取組を図
るとともに、危険物取扱試験や農業技術検定などの学力を問う検定は個別指導を行い、
合格率を高める。（農業科）
・部門を中心とした面接・進路指導を早い時期から開始して、進路目標達成に向けた意
識づけをする。（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。指導を強
化し、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％を継続できた。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３５％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３５％3冠王の定着（商業科）

（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

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

4

3

進路指導
部

農業科

商業科

4

3

3

3


