
(別紙様式３）
大分県立三重総合高等学校久住校

前年度評価結果の概要

分析・考察
○授業規律の確立 ○授業・実習時の態度に問題のある生徒の指導を徹底する。

    授業中のトラブルに即時対応する。（体制をつくる）
○授業開始時間（チャイム）の厳守（授業準備を早く行う）
○授業開始時の準備確認の徹底　（毎時間）
○授業中の退室者を減らす
○課題提出の徹底　～　提出物は必ず最後までチェックし出させる。

ＰＬ　生徒指導
ＳＬ　教務、学年
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・授業中の退室者はほとんどおらず、始業の
チャイムと同時に授業の準備ができるように
なった。
・始業時、終業時の挨拶がしっかりできる。

・今後も指導を継続する。
・始業時、終業時の礼も徹底する。
・教員側が意識してあいさつや言葉遣い等を行
う。 ・一致協力して頑張ってもらいたい。

○服装頭髪の整備
徹底

○毎月１回の検査・再検査指導の徹底と保護者連絡カードの作成
○頭髪服装検査における不備者の指導は改善されるまで繰り返す。（毎月）
○全員で必ず、不備な生徒を注意する。（全員徹底）
○SHRや授業開始時に服装・頭髪点検を必ず行う。（毎日）
○校内・校外を問わず頭髪服装に問題がある生徒は必ず指導し改善させる。

ＰＬ　生徒指導
ＳＬ　学年
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・頭髪服装の違反者が減少している。
・一部生徒の服装が乱れている。
・生徒による頭髪服装検査を実施。それにより
検査する生徒および他の生徒の意識が変
わった。

・服装が乱れている生徒に対する個別指導の
徹底。
・校内外を問わず、服装について教員が指導を
徹底する。

・学校外での服装が悪い生徒がいる。

○あいさつ運動に取
り組む

○挨拶運動を毎朝行う。生徒会主体の運動も実施する。
　　　　生徒会の「ワンストップあいさつ運動」など
○職員室等の出入りの挨拶徹底。全教員で指導する。（常時徹底）
○授業や実習の前後に必ずあいさつをさせる。（毎時間徹底）
     「はい」の返事の徹底。
○職員が進んであいさつをする。

ＰＬ　特別活動・
      生徒指導
ＳＬ　教務、寮
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・職員室への入室や校内でのあいさつ等がで
きるようになった。
・一部生徒は言葉遣いが悪く、敬語を使うこと
ができない。また返事をしっかりできない。

・あいさつの重要性を生徒が意識するような指
導を行う。（意義を理解させる）
・言葉遣い、返事等ができない生徒に対して個
別指導を行う。また教員が言葉遣いを意識す
る。

・野球部のあいさつが良い。姿勢を正してあいさ
つする。盆踊りの練習では良い生徒もいたが悪い
生徒もいた。

○基礎学力・体力の
向上

○基礎学力テストを週２回実施する。（水・木）
○小テストや課題の実施（毎時間）
○体育の授業導入部で基礎体力向上を目指した運動を必ず実施する（毎時間）

ＰＬ　教務
ＳＬ　体育
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・放課後行われる基礎学力テストの機会を最
大限確保し、全員の教員で指導にあたった。
・小テストを毎時間必ず実施は科目によって
取り組みが異なる。
・基礎基本となる運動を主に、体力向上に毎
時間取り組んだ。
・音楽をだいたい毎日流せた。

・基礎学力テストを計画を立てて全員の教員で
実施する。
・評価観点を増やすためにも小テストや課題の
実施を呼びかける。

○欠席・遅刻・早退
を減らす取り組みを
行う。（面談や個別
指導の徹底）

○学期１回以上の個別面談を実施する。
○家庭との連絡を密に行う。（必ず保護者連絡、家庭訪問）

ＰＬ　教務
ＳＬ　指導・
      教育相談 3

・各学期とも面接週間を設け５日間確保し、個
別面談を行った。
・遅刻は目標を達成できたが、欠席・早退は１
０％減まではいかなかった。

・面接週間の時間を確保し、個人面談が実施し
やすい環境を準備する。
・連絡や家庭訪問などで家庭との連絡を密にし
欠席を減らす。

○キャリア教育に力
を入れる。

○２年生全員によるインターンシップ（５日間）
○進路ガイダンスの実施（年３回）
○進路講話の実施（随時）
○職場訪問を実施（随時）
○資格取得の充実

ＰＬ　進路指導
ＳＬ　キャリア教
育
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・２年生インターシップは５日間実施。良好。
・進路決定を目指しガイダンス、講話、職場訪
問等を積極的に行った。
・夏休みに各種資格の講習会を実施
・３年生の進路指導は各担当の先生のご尽力
もあり振り分けた生徒は全員合格することが
できた。

・インターンシップの実施時期の検討。
・生徒がより積極的に進路活動を行うように各
企画を計画する。
・来年度も３年生の進路指導を振り分けて徹底
して取り組む。
・各種資格取得の充実

・福祉の関連も薦めてもらいたい。
・トマトのガイヤなどは入れないのか。

○生徒指導（いじめ
０・不登校０）を目指
す。

○生徒指導件数を減少させる（前年比減）
○外部講師を活用したソーシャルスキル教育～年3回
○個人面接の充実～個人面接週間の設定（年３回）
○さわやかな音楽や校歌を毎日流す。
○いじめ発見に向けたチェックシートの実施（学期に１回以上）
○いじめ、暴力行為等は全職員で徹底して指導する。
○不登校対策委員会（学期に２回以上実施）
○生徒指導方針を生徒に理解させる（新学期・各学期１回）
○教職員全員で生徒情報を共有する（毎日・朝礼時）

ＰＬ　生徒指導
ＳＬ　学年
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・担任と教育相談係の連携で２学期にＬＨＲにてコ
ミュニケーションスキル学習を実施した。３学期も
外部講師を招聘して実施する予定である。
・教職員やＳＣとの協力で個人面接を学期に１回
以上j実施することができた。
・ＳＣや関係職員と連携しながら不登校傾向の生
徒や特別支援の必要な生徒についてケース会議
を行った。

・次年度も担任と協力して実施していきたい。
・面接週間の時間の確保が難しい時期はある
が、教務と連携して時間の確保していきたい。
・個別のケースの状況を見ながら、不登校対策
会議等を開催して、組織的な早めの対応をして
いきたい。

・一致協力して頑張ってもらいたい。

○魅力ある学校行事
づくり　～　プラス１
の工夫

○地域清掃活動や清掃登山による地域貢献（年２回）
○清掃登山や野焼きなど本校独自行事の意義を理解させ、意欲を持って参加さ
せる
○生徒個人の状況に迅速対応する体制作りをし、安心・安全な学校にする
○学園祭や体育大会など学校行事を広く地域に知らせる広報活動を行う
○マスメディアやインターネットを利用した広報活動を展開する
○学校HPの定期的な更新を行う。（月１回以上）

ＰＬ　特別活動
ＳＬ　農場、学
年、
      庶務、情報
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・清掃登山を６月１１月に実施した。高校総体
のアピールもできた。
・７月１７日に地域清掃活動を実施した
・ＨＰは月１回以上更新できた。

・今後とも一工夫した行事を行う。
・HPをさらに魅力あるものとし、発信する。

○魅力ある農場づく
り

○畜産教育：うし部の充実。
○ＪＧＡＰの継続と生徒地域への普及
○地域・保護者との連携による学校活性化
　　竹田市と合同の入山公廟の学習と清掃
○中学校訪問を年１回（母校訪問）
○文化祭での販売体験の充実

ＰＬ　農場
ＳＬ
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・ＪＧＡＰ継続のため農場全体で取り組んだ。
・入山公墓の事前学習を行い、清掃活動にも
取り組むことができた。
・母校訪問は１年生を中心に実施した。
・うし部も活発に活動を行っている。
・学園祭では、ＰＴＡや同窓会の協力もあり、
生徒のよりよい販売体験実習ができた。

・ＪＧＡＰ継続に向けて今後も農場全体で取り組
む。そして外部へのアピールも行う。
・ＨＰで季節ごとの農場の姿を継続して発信し、
魅力をアピールする。
・うし部や農業愛好会の魅力をさらにアピール
する。

○中学生の募集 ○生徒募集プロジェクト班の編成。
○中学校訪問（年２回以上）
○広報資料の作成（学期１回以上）
○県下への振興局の訪問３回（農業科）

ＰＬ　副校長
ＳＬ　生徒募集係
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・学校行事等で生徒募集係職員が活動する
時間が確保できなかった。副校長、教務主任
を中心として募集活動、広報活動が行われ
た。中学校訪問（４～８回）実施した。延べ３７
７校訪問した。
・「久住校だより」を７回発行し、毎回約６５の
中学校に配布した。
・繰り返しの中学校訪問や「久住校だより」、Ｈ
Ｐ等で久住校の魅力を発信した。
・全力で募集活動をし、目標の人数が確保で
きた。

・体験入学や中高連絡会における募集のしか
たを工夫する。（説明内容の改善等）
・全力を挙げて募集活動を実行する。
・遠方よりの生徒の募集についての検討が必
要である

・１年生の入学が３０名を下回っている。さらに久
住校の魅力をアップして、生徒募集に集中しても
らいたい。
・寮生の土日の宿泊について、出来る限りの協力
はする。下宿はダメか。里親は良いのか。農家民
泊、退職教員の会なども考えられる。
・在校生（保護者）宅での宿泊はできないのか。
・地域農業の継続のために存続させなければなら
ない。

総合評価
次年度への展望等

学校関係者評価重点目標 達成（成果）指標
ＰＬ
ＳＬ

 ４：十分達成している ・達成(成果)指標がクリアできており、当初を上回る成果が得られていると判断される状態                                                              ３：おおむね達成している ・達成(成果)指標がほぼクリアできており、成果が得られていると判断される状態
 ２：どちらかというと達成されていない ・重点目標の達成に向けての取組はあるが、達成(成果)指標があまり達成されておらず成果があまりみられない状態         １：ほとんど達成されていない ・達成(成果)指標に全く到達しておらず、ほとんど成果がみられない状態

中期目標

3.3

3.5

➀基本的生活習慣の確立と社会人として必要なマナーの取得については、以前に比べかなり良くなってきたが、徹底した指導にはなっていない。決めたことを全員で徹底することが必要である。　②基礎基本の定着による進路達成については、一歩一歩ではあるが、基礎学力や学ぶ意欲がついてきたようにある。体力も清
掃登山などに向けて取り組み、かなり向上してきた。進路の決定については、全員の職員の指導により進路目標を達成することができた。　　③魅力ある学校づくりについては、魅力ある取り組みと、外部へのアピールはかなり取り組まれてきた。そして生徒募集は大変厳しいなか、中学生を目標の人数の確保ができた。
全体的には、みんなで決めたことをみんなで守って取り組むということの徹底がまだまだ不足しているようにある。「凡事徹底」が重要である。そしてカスタマーズサティスファクション（顧客満足度）をさらに高める取り組みをする必要がある。

・学園祭については、しっかり協力していきたい。
・同窓会も全面的にバックアップする。
・受精卵移植も行っているようで、畜産試験場との
連携をさらに進めてもらいたい。
・周囲の人に発表するなど、外に向かって発信し
てもらいたい。
・野焼きボランティアを検討したらどうか。
・人気のあるシクラメンの病気対策を十分に行っ
てもらいたい。
・どういう農業をするのかが必要である。
・うし部に期待している。

○●あいさつは職員室入退室などを中心にかなり良くなった。服装頭髪などは少しづつ良くなってきているが、まだまだ校外での状況など問題点も多い。1年生の指導件数が多かった。
○●授業の工夫・毎日の朝学習や放課後の基礎学（英数国）指導を週２回に増やすなどしたので学力向上の兆しがでている。授業規律の面では私語などの指導に苦慮している。　　　　　○進路指導～ガイダンスや職場体験・キャリアサポーターの活用など積極的に行っている。進路が久々に全員決定した。
○特別支援教育、生徒指導、人権・道徳・情操・心の教育等に力を入れ、教育相談機関との連携をおこない、いじめのない人間関係構築の取り組みを進めている。                              ●不登校対策を行っているが、数名の不登校傾向の生徒の指導に苦戦している。
○各種行事等を通して地域や保護者との連携ができた。

重点目標
１、基本的生活習慣の確立と社会人として必要なマナーの取得
　　 ＜当り前の事ができる生徒の育成＞
２、基礎基本の定着による進路達成
３、魅力ある学校づくり

地域社会から信頼される学校づくりをすることによって６５年の歴史ある農業技術者養成の
専門高校としての使命を全うする。
①農業教育の推進         ②優しさとたくましさを培い、地域農業の発展と地域環境の保全に
貢献するリーダーを目指して力強く生き抜く若者の育成

基本的生活習慣の確立と社
会人として必要なマナーの
取得
＜当り前の事ができる生徒
の育成＞
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自己評価結果

学校教育目標

取組指標

○生徒アンケートで「まじめに授業を受
けている」を４段階評価で、３．５以上に
する。

　生徒アンケート３．２
　　　　１年　３．２
　　　　２年　３．２
　　　　３年　３．３

○地域住民アンケートと生徒挨拶アン
ケートで４段階評価で、３．５以上にす
る。

　地域住民アンケート３．２
　生徒挨拶アンケート３．１

基礎基本の定着による進路
達成

・一致協力して頑張ってもらいたい。

○欠席・遅刻・早退について、昨年度比
１０％減を目指す。

　　　　　 昨年度→本年度
　欠席 ４．１２％→３．７５％
　遅刻 ３．０９％→１．８７％⇒目標達成
　早退 ０．６０％→０．４２％

○進路達成率を１００％目指す。

  　　→　１００％決定
　　　　　　　進路目標を達成できた。

魅力ある学校づくり

平成２５年度学校評価（年間評価） 

① 規律やマナーを守り、社会の一員として高い規範意識を身につけさせる。
② 基礎・基本をしっかり学習し、自らの人生を豊かにする知識・教養を身につけさせる。
③ しっかり聞き、きちんと話し、相手の気持ちを尊重するなど、豊かな人間関係を築くための資質を身につけさせる。

次年度の改善策
評価

○この学校に来て良かった（生徒）　アン
ケート３．３以上にする。

　生徒アンケート３．１
　　　　１年　３．５　⇒目標達成
　　　　２年　３．０
　　　　３年　３．０

○この学校にやって良かった（保護者）
アンケート３．５以上にする。

　保護者アンケート３．３
　　　　１年　３．５　⇒目標達成
　　　　２年　３．３
　　　　３年　３．２

○久住校の魅力をアピールし、全校生
徒８０人以上の生徒確保をする。

　最低３０名入学必要→３１名合格
　　　　　　（目標達成できた）

重点的取組


