
(別紙様式２－２）

学校教育目標

  農業教育を推進し、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
者を育成する。

・生徒会が活動の主体となる明るい挨拶
  運動の展開
・あいさつ１５ヶ条の徹底

◆毎朝生徒会と寮生による合同挨拶運動
を継続する
◇寮生中心の活動から生徒会が主体とな
る活動への展開
◇授業始めと終わりのあいさつの徹底、
「はい」の返事の徹底

生徒指導
ＰＬ　特別活
動・寮

3.0

○寮生によるあいさつ運動で表彰を受けた。
●当番生徒に対するあいさつ運動の意義を確認する必要
がある。

・現在寮生のみで挨拶当番を行っているが、今後は自宅通学生
も対象とするように計画する。
・授業開始、終了の挨拶は以前に比べ良くなってきたが、まだ完
全ではない。これをどの授業においてもしっかりした挨拶ができ
るよう徹底する。

・制服の着こなし指導と服装頭髪等の整
備
　不備のある生徒の保護者への連絡
カードの利用

◆週始めに担任・副担任による指導を行う
◇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・服装検査指導カードの回収を通し
て、生徒の頭髪・服装整備の再確認と自主
的努力を認め褒める場とする。

2.0

○頭髪服装検査の事前予告をすることにより、違反生徒
が減少した。
○再検査の徹底により、次回検査までに修正できるように
なた。
●検査日以外の頭髪服装が良くない。

・頭髪服装については、検査時のみではなく常に全職員でその
改善に取り組み、指導するようにしていく。全職員で取り組むこ
とが重要である。

・問題行動の背景の把握と個々人に応
じた指導・支援活動の展開
　教育相談と連携した指導体制の構築
　各種アンケートの実施とその結果を踏
まえた指導の展開

◆生徒指導件数を前年比で減少させる
◇合格者登校日・ＰＴＡ総会を通して生徒指
導ガイドラインの周知を図る
◇毎月の指導の発生状況、内容等を指導
委員会で検討し、フェイスシート・アセスメン
トシート・セルフコーピンｸﾞシートを作成す
る

2.0

●指導件数の増加。
●指導後、生徒の意識変化が少ない。事後指導を徹底し
なければならない。
●指導期間中の課題等が少ない。

・生徒指導規定の生徒、職員への徹底が必要である。
・指導内規の改定を行い、平等な指導を行う。
・職員間で情報交換を日常的に行い、指導事項発生を予防す
る。
・指導期間における学習を重視する。

・遅刻・欠席の減少
　遅刻・欠席の個人カードによる指導の
  徹底を図る
・自己管理力の向上
  服装頭髪検査の日をノーチャイムデイ
  とする。

◇遅刻・欠席が連続する場合は家庭訪問を
実施し支援・指導をする
◆週内に遅刻３回・欠席２日以上の場合家
庭訪問を検討する
◇ノーチャイムデイにより自己活動日程を
意識させ、自己管理力を養う。

生徒指導
ＰＬ　教務

2.0

●遅刻、欠席数が多い。
●遅刻、欠席の多い家庭への連絡や家庭訪問ができてい
ない。
●ノーチャイムデーが実施できていない。

・家庭訪問を実施する対象範囲を検討する。
・ノーチャイムディの必要性についても含め検討する。

・わかる授業の工夫
　授業規律の確立　小テストや課題による指
導
　シラバスの作成と配布
　ＩＣＴ機器の活用

◇授業始めの席移動、服装頭髪の注意を
徹底する
◇ノート教科書の確認、プリント類の整理
◆小テストや課題の実施
◇シラバスは活用方法を再検討
◇全員が活用できるように研修を行う

2.8

○授業開始終了時の挨拶など授業に取り組む姿勢の指
導が出来ている。
○小テストや課題は、順調に実施。
●生徒アンケートではシラバスの活用度は低い。
●ＩＣＴ研修を行わなかった。

・基礎学力テストの充実
　基礎知識の確認と反復学習
　課題考査の充実　定期考査の意識向上
　授業時間の確保
  学習環境の整備

◆基礎学力テストを週２回実施する。（水・
木）
◇小中の数学～選択科目で充実
◇年３回の課題考査の実施
◇学習時間の調査
◇行事の調整
◇グランド等の整備　～　体育や部活動等
による体力向上

3.0

○基礎学力の充実は週２度講座実施。全教員で基礎学力
向上に向け取り組んでいる。
○学習時間の調査を実施。
○体力向上のためのグランドや武道場などの整備が出来
た。

・キャリア教育の充実
　１年次よりの早期進路指導
　インターンシップの促進
　進路情報活用と農業関連進路開拓

◆進路達成率１００％
◇２年生全員によるインターンシップ
◇職員全員で取り組むキャリア教育体制を
つくる。インターンシップをキャリア教育主任
を中心に行う。
◇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）

路指導
ＰＬ　進路指
導
ＳＬ　農場

3.0

○紹介による就職希望は全員達成した。
○進路ガイダンスは全校で１回、３年生は５回実施した。
○キャリアコーディネータの方を中心に進路講話を４回実施し
た。
○７月に元気おおいた就職博に参加した。（一人４～５社）
●受験応募書類の確認体制を作る。
●自己就職者の就職先決定と進学希望者の全員合格を目指
す。

・就職、進学ともに３年生全員の進路を決定することができたの
は、個人面談や進路ガイダンス、三者面談、企業訪問を計画的
に行うとともに、進路先に合わせた面接、作文指導を繰り返し
行った結果だと思われる。
・進路指導部内の連携を強化し、更にきめ細かな指導体制をつ
くる。
・進路開拓を行い、本校への求人数を増やす。

・進路補習の実施
　過去問題や演習問題による実力養成
　進路別個別指導の実施

◇進路対策、進学生への添削指導
◇５月末までに作成 3.0

○過去問題や演習問題を中心に補習を行い、就職や進学の試
験対策に万全を期した。
○８月下旬から面接、作文の練習に取り組み、生徒も自信を
持 た

・進路対策は、受験先に合わせて、過去問の演習や面接、作文
指導を徹底して行うことでよい成果が得られた。

・資格取得の充実
　「資格取得の一覧表」作成
　資格補習の実施

◇４月末までに配布
◇全資格で補習を実施
◇農業技術検定では、更に授業での組み
込みや放課後の補習

3.0

○小型車両系建設機械特別講習は受講者全員（１０名）合格し
た。
●資格取得一覧表を作成し、生徒の取得意欲を高める。 ・資格取得に力を入れる必要がある。

・小型車両系建設機械は、事前に１０名程度の申込の希望をと
る必要がある。
・その他の資格取得についても早めに希望を集約して、受験の
意識を高めたい。

・農業クラブ：プロジェクト学習の充実
　課題研究の充実
　実習記録簿の充実

◇ＰＤＣＡサイクルによる課題解決学習
◇記録簿の充実、点検

教科指導
ＰＬ　農場
ＳＬ　特別活動

3.0

○課題研究は各部門計画的に実施できている。
●取り組み内容の検討が必要。
●記録簿がやや不十分なところがある。

・農場ブランドづくり
　畜産中心とした特色ある農業教育に取り
組む
　うし部の充実
　優良シクラメンの育成
　安心・安全な野菜栽培
　高品質・多収益の稲栽培
　地元特産品の開発と栽培
　

　地域に密着した環境教育
　農業分野での情報活用能力
　農業芸術への取り組み

◇牛品評会を通して地域との関わりを深め
る
◇優良受精卵移植牛の増頭
◆シクラメン秀品率８０％以上を目指す
◇総合防除（フェロモントラップや黄色蛍光
灯、ナノテープなど）による病虫害被害の抑
制と地域への普及

◆耕畜連携や農協と協働のイネ栽培
◇地域特産品(ピオーネ、エゴマ、黒白ゴ
マ、紫草)の栽培
◇大船山・黒岳の清掃登山
◇一番水などの清掃活動
◇野焼き実習の体験活動
◇ＩＣＴを活用した課題研究の発表
◇JGAP取得～7月までに。九州高校で初
の土耕栽培認証取得をPR
◇各部門で農業芸術への取り組みを行う

3.5

○地区の牛品評会は、４区で最優秀賞を獲得した。上位
大会は水害によりすべて中止となった。
●優良受精卵移植牛への取り組みは研究中である。
○大船山の清掃登山が実施出来た。
○一番水などの清掃活動は歓迎遠足でも清掃活動をし
た。

○シクラメン、総合防除、特産品は計画通り。
　　ＪＧＡＰ取得は１１月に取得できた。
●各部門で農業芸術への取り組みは十分にできていな
い。

・力量アップのための職員研修
　教科や分掌に関する研修会の実施

◇指導主事を招聘しての研究授業
　（普１、農１）
◇ＩＣＴを活用した恒常的な授業

学校運営
ＰＬ教務

3.0
○研究授業は１１月に実施した。
●ICT機器を活用する授業は少なかった。 ・研究授業は予定通り行うことができた。

・ＩＣＴ研修を計画する。

・農業体験学習の充実
　農場生産物の販売促進
　体験入学、出前授業の充実を図る

◇苗もの販売（春・秋）
◇文化祭での販売体験
◇出前授業を更に、充実・発展させるため
に、生徒が先生の体系づくりを行い、生徒
主体型とする。また、保育園、小学校との農
業連携事業も継続する。

教科指導
ＰＬ　農場 3.0

○苗もの販売実施。体験実習は生徒主体で実施。
●出前授業は先生主体になってしまった。（日程上）

・学園祭は販売・バザー・発表成功した。
・出前授業の検討

・生徒会活動やＨＲ活動の活発化
　各種生徒会活動の活発化
　係活動や週番活動の充実

◇挨拶運動の推進
◇地域清掃活動を実施（年２回）
◇老人ホームとの交流（年１回以上）
◇１人１係（ＨＲ）

生徒指導
ＰＬ　特別活
動

3.0

○挨拶運動に関しては長年の実績において竹田市の交通
安全協会と警察署から表彰を受けた。
○老人ホームに行き交流を図った。
○クラスにおいては１人１係で各々が責任を持って活動し
た。

・地域清掃活動が悪天候のため一度しか行えなかったので予備
日等を考えて年２回は行いたい。

・諸行事の充実
　人間関係の育成
　保護者や地域の参加

◇体育大会の充実と地域連携（盆踊り）
◇学園祭１人１役以上
◆清掃登山年２回登頂４割以上,事故０
◆体育大会保護者参加５０人以上

生徒指導
ＰＬ　特別活動
ＳＬ　農場・体
育

3.0

○体育大会は生徒に自主性を持たせ団の団結を図りより
積極的に体育大会に参加させた。
○盆踊り保存会の方の指導により竹田伝統の盆踊りを体
育大会で披露することができた。

・体育大会、学園祭は色々な面で成功したと思うので来年度も
引き続き頑張っていきたい。

・部活動の活性化
　うし部・野球部の充実
　農業芸術クラブの創設
　農業クラブ活動の充実

◆生徒の活動で品評会上位入賞
◇牛の飼養管理に関する研究
◆グランドの整備、野球部毎日練習
◆農業芸術クラブによる作品の展示、投稿、出
品をする。
◇部活動加入率５０％以上をめざす
◆農業鑑定競技～全国大会で入賞する
◆家畜審査競技～全国大会で入賞する
◆意見発表～県大会で最優秀を獲得する

生徒指導
ＰＬ　特別活
動
ＳＬ　農場

3.0

○うし部では県の家畜審査競技で２位と３位に入賞した。
○野球部は全大会に出場し、練習の成果を見せることが
できた。
●遠方から通っている生徒もいるためなかなか部活動の
加入率が５０％を超えることができなかった。
●農業芸術クラブの活動がなかなか軌道に乗せることが
できなかった。

・うし部や３年生の選択（畜産）を中心に品評会や競技会で入賞
できる実力を身につけさせたい。
・農業鑑定競技は全国大会で入賞することが出来なかったの
で、次年度は更に取り組みを強化し、入賞できるようにしたい。

・コミュニケーション能力の育成
　ソーシャルスキル教育の実施
・自分も相手も大切にする意識の育成
　性エイズ教育の実施
　いじめや不登校問題の早期発見・早期対
応

◇外部講師を活用したソーシャルスキル教
育～年3回
◇外部講師活用の性エイズ教育～年３回
◆個人面接充実～個人面接週間設定
◇いじめ問題の調査と解決に向けた取り組
み

健康・安全指
導
ＰＬ　生徒指導
ＳＬ　教育相談
保健係

3.0

○３年対象にキャリアガイダンスと合わせたソーシャルスキルの
学習を行った。１１月の人権公開授業の事前学習としてソーシャ
ルスキルの学習をした。
●９月下旬に個人面接週間を実施した。副校長先生の協力もあ
り、学年部を中心に計画的に実施できた。３年進路や体育大会
準備と重なったので実施時期の再検討が必要である。

・日常の様々な場面でのコミュニケーションスキルを身につける
ことは、大切なので今後も取り組みたい。
・個人面接週間も教員の負担は大きいが、有意義なので実施時
期を検討して今後も実施していきたい。

・歌声の響く学校づくり ◇朝礼前のめざめの音楽を毎日流す(副校
長・庶務)
◇昼休みにさわやかな音楽を毎日流す(副
校長・庶務)
◇清掃時校歌を毎日流す(副校長・庶務)
◇学期１回の全校校歌練習（特活）
◆全校朝礼時や行事の時に校歌を歌う

学校運営
生徒指導
ＰＬ　特別活
動
ＳＬ　庶務

2.9

○毎日、朝と昼に音楽を放送し、掃除の時には校歌を放
送している。
○学期１回以上の全校校歌練習ができた。
○体育大会にも校歌を何度も行い歌わせた。生徒は良く
歌っていた。
●全校朝礼時の校歌斉唱はできていない。

・放送機器の関係や毎日音楽を流す係の体制などを検討する。

・危機管理体制の充実 ◇「危機管理の手引き」の改訂と配布～災
害危機管理の作成

学校運営
3.1

○手引きの改訂を行った。災害危機管理の作成ができ
た。 ・手引きの内容の見直しと全員に周知徹底する。

・特別支援教育の充実
　校内での組織的な体制の確立
　関係機関との連携の拡大
　教職員の研修

　

◇教育相談連絡会議等の定例化
◇進路指導部や福祉機関等との連携による就
労支援
◇臨床心理士、県教育センター、特別支援学
校、中学校との連携
◇校内職員研修会やケース会議等の実施
◇問題事象の背景に発達障がい傾向が疑われ
る場合は医療機関等に繋げ生徒が「過ごしやす
い環境」作りに努める。

学校運営
ＰＬ　教育相
談
　

3.0

●教育相談会議を月１回行った。８月に長期欠席生徒に関する不登校
対策委員会も行ったが、担任だけが抱え込まないよう早期に組織的な
対応が望まれる。
○月１回のカウンセリングや竹田支援の巡回相談を通して、生徒理解
や個別の指導につなげた。
○校内職員研修会は、１１月に実施する予定。
○保護者と面談し、詳しい本人の状況を聞く中で福祉就労に関する情
報提供を行った。
●主治医や関係機関と連携してメンタル面の対応を行っているが、保
護者との連携が不十分である。

・様々な関係機関との連携ができ、生徒理解やその対応につい
ての成果があがった。特に臨床心理士からの助言は欠かせな
いので、今後も継続していきたい。

・人権教育の充実
　教職員の人権教育研修
　公開ＬＨＲ

◇学期１回の実施
◇年１回以上の実施

学校運営
ＰＬ　人権同
和

3.0

○学期に１回以上人権学習を実施し、豊肥区地区の特色や就
職差別への取り組みついての職員研修を行った。
●人権教育研究大会での公開授業に向けて、クラス担任を中心
に準備を整え、職員の人権意識も向上するよう取り組む。

・小規模校でも地区の人権教育研究大会を実施できた。生徒の
実態に応じた人権学習や研修に今後も取り組む。

地域・保護者との連携による学校
活性化

・広報活動と学校新聞(久住校だより)や
ニュース
  を適宜発行
　ホームページの整備

◇広報新聞(久住校だより)・農業クラブ新聞・ク
ラス通信などの適宜発行
◇ホームページの充実と適宜更新～各分掌よ
り必ずアップする。

学校運営
ＰＬ　庶務・情報・
分掌主任

2.9

○「久住校だより」を６回発行し、竹田市全中学の全三年生等に配布
し、豊後大野市・大分市・別府市・由布市の全中学と臼杵市玖珠郡等の
関係中学にも配布した。竹田市の回覧板にも１８００枚配布した。
○ホームページへのアップがあまり進んでいない。

・「久住校だより」を継続して発行しアピールする。
・ホームページへの更新を分掌主任等を中心に全員で行う。

・ＰＴＡとの連携
　総会出席率の向上
　保護者との連携強化
　ＰＴＡ新聞の発行

◆７０％以上の出席率を目指す
　（休日開催で総会案内状は１ヶ月前配布）

　（二次ＰＴＡ、学年ＰＴＡ、三者面談の実施）

◇年１回の発行

学校運営
ＰＬ　ＰＴＡ係

3.0

○ＰＴＡ総会出席率は69,5％でほぼ目標に近づいている。
今後も１ヶ月前の案内配布を継続する。
●保護者中心の学校新聞作りを計画、実施する。

・ＰＴＡの協力を仰ぎ計画的に本年度の取り組みを継続して行
う。

・地域との連携
　地元中・小学校との連携
　栽培や飼育で共同研究や連携
　地域・家庭との連携

◇中高連携会の実施
◇体験入学（８月）の実施
◇出前授業で生徒の出番を増やす
◇中学校訪問を年１回（母校訪問）
◇地域の農家や研究機関との連携を推進する

学校運営
ＰＬ　教務
ＳＬ　農場

3.0

○年２回の中高連絡会を実施できた。
○体験入学参加者が、昨年度より約２０名増加した。
○地域農家や研究機関との連携はできている。

・本年度の取り組みを継続するために、年度初めの計画を早期
に行う。

・地域や行政との連携 ◇「竹田くじゅう学」内容の充実
　　竹田市と合同入山公廟学習と清掃
　　竹田市文化財課との連携実地学習

学校運営
ＰＬ　教務・農
場

3.0

○竹田市と合同の入山公廟の学習と清掃が出来た。

・竹田市との連携を図り、内容を充実させる。

その他～寮の運営管理改善及び
寮教育の充実

・健康管理を徹底させる
・生活事故ゼロをめざす
・竹田市との連携をはかる

◇寮則の指導・自律生活の指導を徹底
◇防災訓練・救急救命訓練を実施
◇各家庭における保険加入の促進
◇竹田市補助金交付の継続を要請
◇週末の農家民泊 について検討協議

学校運営
ＰＬ　寮務主任
ＳＬ　舎監長

2.5

○寮則を実情に合わせて一部変更した（携帯電話使用時
間）。
○竹田市補助金交付が承認され手続きが完了した。
●防火訓練・救急救命訓練を実施する。
●保険加入促進、農家民泊の検討をする。

・土日の生徒の下宿については、同窓会で協力する。

・防災訓練をする必要がある。

・安全、安心な寮にするために最善策を検討し、実現の努力を
怠らないようにする。

・受精卵移植に積極的に取り組み、授業やうし部なども
絡めて、優良な牛の育成をする必要がある。

・畜産試験場や振興局、竹田市などの地域との連携も
必要。

教科指導
ＰＬ　教務
ＳＬ　情報教
育係

・指導が甘いのではないか？　腰パンや女子の長い髪
の指導はどうなっているか。

・体罰問題で指導が難しくなっていると思うが、保護者や
学校評議員ななどと協力して取り組む必要がある。

・３年生の進路の全員決定は、大変な成果を残すことが
できた。

○成果　　●課題具体的方策
◆成果指標
◇取組指標

○●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。

学校運営計画

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。

・課題研究発表会は保護者、地元中学校、行政機関に案内を出
し、参加してもらった。取りかかりが早く、全員発表ができ、有意
義な会となった。
・ＪＧＡＰ認証が関係者の熱心な取り組みで取得することができ
た。今後の維持が問題となる。
・関係機関との連携をより親密にとる必要がある。
・農業芸術への取り組みは、見直す必要がある。
（方法等）

・うし部の活動を充実させ、牛の手入れや引き運動を行い、優良
繁殖牛の育成に力を入れたい。
・全国和牛能力共進会家畜審査競技県予選には本校から３名
の生徒が出場し、第２位と第３位を獲得した。残念ながら、全国
大会には行けなかったが下級生へのよい刺激となった。
・受精卵移植はまだ行っていないが、今後も関係機関と連携をし
て取り組みを深めたい。

基礎学力・教養など基礎基本の
充実

・基礎学力向上のための取り組みの継続
・学習時間の確保
・ＩＣＴ研修の計画と実施

評価

あいさつや服装頭髪の整備など
基本的生活習慣の確立

生徒指導
ＰＬ　生徒指
導

重点目標 評価領域

中期目標

１、あいさつや服装・頭髪の整備など、基本的生活習慣の確立
２、基礎学力・教養など基礎・基本の充実
３、豊かな人間関係を築くための、コミュニケーション能力や積極性の育成
４、地域・保護者との連携による学校活性化

豊かな人間関係を築くための
コミュニケーション能力や積極
性の育成

重点目標

・生徒の実習はよく動いているようである。

・部活動の活性化を今以上に取り組む。
・うし部の活動に力を入れて、うし部の目玉をつくるべき
である。

・畜産教育を中心とした体制作りをする必要がある。
　　　肉加工、畜産と他の部門との連携
　　　循環型農業の実践
　
・久住の自然を利用した教育の推進をさらに進める。

・学校行事の精選、見直し等もすべきである。

・竹田くじゅう学を充実する。竹田市文化財課と連携をす
る。

・ＰＴＡの出席率は昨年より高くなっているようである。遠
方からの保護者が増えてきたが、発言力のある保護者
をもっと取り込んでいく必要がある。

・勉強嫌いの生徒が多いと思うが、諦めずに頑張って取
り組んでもらいたい。

平成２４年度学校評価結果

学校関係者評価 分析・考察及び今後の方策
自己評価結果

○成果　　●課題

学校名　    大分県立三重総合高等学校　久住校


