
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

評価 平均値 重点的取組・取組指標の実践 今後の改善策

○学力の向上、体力の向上 ○基礎学力テストを週３回実施する。（水・木・金）
○小テストや課題の実施（毎時間）
〇課題プリントの徹底。家庭学習最低1時間以上の生徒60％以上
○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）
○体力の向上「登山から「ドニーチョ・ウォーク」（土日等ウォーキング）へ」
　　清掃登山（年３回）へ向けた体力づくり　→　頂上登頂率を８０％以上にする。
　　　・１学期（５・６月）：大船山清掃登山・入山公廟清掃に向けての取り組み。
              　　     （土日等ウォーキング期間の設定）
　　　・２学期（１１月）：黒岳清掃登山に向けての取り組み。
                        （土日等ウォーキング期間の設定）
　　　・体育授業や部活動での毎時間ランニング
　　　　　　　➥運動の習慣化・日常化を図る。ウォーキングプランの自己目標を８
０％以

ＰＬ　教務
ＳＬ　体育
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〇国語・数学・英語の３教科において実施することができ
た。

〇各教科で実施している教科と実施できていない教科が
有り、徹底できなかった。家庭学習時間１日１時間以上
は達成できなかった。

〇基礎力診断テストに１，２年生は３回、３年生は２回取
り組んだが、基礎力診断テストＧＴＺのＤゾーン、１年１０
０％、２年９２％、３年８７％となり達成指標を超えること
はできなかったが、全体的に少しずつ向上している。

〇週に３回基礎学講座として実施して、定着しているの
で、その内容がさらに学力の向上に繋がる工夫が必要
である。

〇全校かで課題を出せるように、各担当者への連絡徹
底をおこなうことにより、家庭学習時間も増加すると考え
られる。

〇基礎力診断テストの結果を踏まえ、ワンウイークトライ
アルの診断テスト終了後の利用法の研究をおこなう。

○基礎学力、体力の向上に期待します。

○進路達成１００％でよかった。

○清掃登山等、今後も続けてほしい。

○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を実施する。（年２回　合計１０日間）
○進路ガイダンスの実施（年３回）
○進路講話の実施（年２回以上）
○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年生によるインターンシップは７月と１０月に２回、合
計１０日間実施することができ、受入先からも大変好評
であった。

〇進路ガイダンスは、各学期に1回、年３回実施できた。
各回ごとにねらいに沿った充実したガイダンスとなった。

〇３年生を対象として進路講話、２年生を対象として上級
学校講師による模擬授業など実施できた。

〇就職ガイダンスに複数回参加し企業との情報交換を
行った。

〇引き続き、進路に関する情報を得る機会を充実させて
いく。

〇教育相談と連携し、面接週間における個人面談にお
いて進路に関する情報共有ができるよう検討したい。

○きめ細かい指導をお願いしたい。

○職場訪問、体験学習等今後も積極的に行って欲しい。

○生徒が積極的に資格取得するような指導をお願いし
たい。

○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）
○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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○授業時間を大事にするための呼びかけを全校朝礼
時・職員朝礼時に実施した。

○授業規律アンケート３．４であり、問題行動に対する対
応が遅れた。

○今後も随時呼びかけを実施し、授業規律の確立を目
指す。

○職員間の情報の共有の徹底。

○あいさつ運動と清掃の徹底。 ○生徒会主体の挨拶運動の実施（各学期に実施）。　生徒会の「あいさつ運動」
○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。
○職員が自らのあいさつの実施。
〇清掃時の始めと終わりの確認とあいさつの徹底。
〇ふくき上げ、机移動による清掃の徹底。

ＰＬ　特別活動・
生徒指導
ＳＬ　教務、寮
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○生徒会として「あいさつ運動」ができなかった。生徒ア
ンケート３．３であった

○学期ごとに清掃コンクールを行い、自主的に清掃に取
り組む姿勢を養った。

○生徒会の「あいさつ運動」の年間計画を立て実施す
る。

○今後も続けるとともに、常にあいさつの呼びかけのみ
ならず、教職員自ら率先してあいさつを実施する。

○定期的に清掃コンクールを行い清掃活動の充実を図
る。

○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５０％減）
○外部講師を活用したコミュニケーションスキル教育～年３回
○個人面接の充実～個人面接週間の設定（年３回）
○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）
○不登校対策委員会等の支援会議（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）

ＰＬ　生徒指導
ＳＬ　学年
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○生徒指導件数が２倍増となった。また、いじめに関す
る指導があり、生徒指導が十分機能しなかった。

○個人面談３回、いじめに関するアンケートを年４回実
施し、いじめ対策を行ったが不十分であった。

○不登校対策委員会を行い、生徒支援に努めた。

○生徒指導マニュアルを熟読に努め、マニュアルを実行
あるものにしていく。

○いじめが発生しない校内での職員の共通理解に努め
る。

○サポート会議を実施、SCやSSWからのアドバイスをも
らい、きめ細かい指導を実施し全職員であたる。

○学校として十分な対応している。継続して努力をお願
いしたい。

○早期発見に努めしっかりした対応を望みます。

○魅力ある学校行事づくり ○各行事の生徒意見の吸い上げと行事後の毎回アンケートによる内容改善
○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地域、保護者との連携強化。
○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
○学校HPの定期的な更新を行う。
　　　     全職員で１人年間２回以上のＨＰを作成し、発信する

ＰＬ　特別活動
ＳＬ　農場、学
年、庶務、情報
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○学校への魅力に対する入学させて良かったアンケート
３．６であった。

○地域の清掃活動はできたが、清掃登山は雨のため中
止になってしまった。

○体育大会や学園祭には、多くの地域の方や保護者の
参加があった。

○各行事ごとにPTA会長名で参加の呼びかけ文書を配
布した。しかしながら、参加保護者数は、体育大会・学園
祭以外は数名の参加にとどまった。

○今年度は清掃登山が行われなかったが、来年度も十
分な計画と準備を行い実行する。

○今後も行事ごとの保護者への案内は続けていきた
い。

○外部とのアピールの徹底。

○学園祭は賑わってたくさんの来訪者がありよかった。

○各ボランティア活動も今後も説教的に活動してほし
い。

○地域との連携強化と情報交換をお願いしたい。

○竹楽、チューリプフェスタ植付と地域との取組が拡大さ
れ有意義な協力活動ができたと思います。来年ども継続
して地域との連携をお願いしたい。

○魅力ある農場づくり ○有機農業に取り組み、久住校独自の農業教育を推進する。
　・「安心いちばんおおいた産農産物認証制度」の取得を目指す。
○ＪＧＡＰの継続により、安全な農作物生産に関する農業教育を推進する。
○久住校独自の循環型農業を推進と地域連携の強化を図る。
○農業クラブ・うし部・農業愛好会の充実を図る。
○地域特産品を利用した独自ブランドの研究を行う。
○地域・保護者との連携した学校活性化を推進する。
　・竹田市と合同の入山公廟の学習と清掃活動の実施。
　・保護者や同窓会と協力した学園祭の実施。

ＰＬ　農場
ＳＬ
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○有機農業に取り組み今年度は「安心いちばんおおい
た産農産物」の認証を７品目において取得することがで
き、１０割減での取得は県内初となった。

○全国の農業高校で３校しか取得していないＪＧＡＰを継
続することができた。有機循環型農業は畜産部門の協
力により確立しつつある。

○農業クラブも鑑定競技で全国大会へ出場し、農業愛
好会も毎日の活動をよく行っている。

○入山公廟の清掃活動や保護者や同窓会と協力した学
園祭を行うことができ、多方面との連携が良くできた。

○有機農業により学校独自のブランド作物を作り出すこ
とができた。

○全農大分県本部と協定を結ぶことができ、今後の農業
教育に大きく寄与できると考えられる。

○学校全体の取り組みとしての「有機循環型農業」を確
立させ、次年度は「有機ＪＡＳ」の取得を目指し、有機循
環型農業が学べる「全国唯一」の農業高校を目指す。

○全農大分県本部との連携強化を図るとともに、農業法
人との協定締結を図る。

○農業大学校との連携について検討し、連携強化を図
る。

○久住校独自ブランド農産物の確立と、有機農業の取
組におけるPR活動を強化する。

○新聞等でいろいろみています。喜ばしい事で今後も期
待しています。

○ＪＧＡＰ、オーガニックファーミング、ＪＡとの連携など期
待しています。

○夢現プロジェクト実現のため各取組に努力してほし
い。

○有機農業の実現で安心・安全な農産物生産を期待し
ます。

○中学生募集 ○中学校訪問（各学期１回以上）
○広報資料の作成（毎月）

ＰＬ　副校長
ＳＬ　教務主任、
寮務主任
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○中学校訪問は各学期に継続して形で実施することが
できた。

○久住校だよりは毎月発行することができた。

○定員確保については、不十分であった。

○定員確保に向けて、中学校訪問の他、中学校行事へ
の参加を密に行う。

○中学校、生徒､保護者や地域にわかりやすいアピール
をしていく。

○生徒募集に向けて努力してほしい。

○久住校だよりはよく発信できています。今後も幅広く発
信して下さい。

2.5

2

3

　　　４：重点的取組・取組指標について、十分取組ができており、重点目標・達成指標の達成（成果）に確実に結び付きつつある。           ３：重点的取組・取組指標について、おおむね取組ができており、重点目標・達成指標の達成（成果）に結び付きつつある。　　　　　　　　　　　　　　　※　１学期末評価においては、学校関係者評価は不要
　　　２：重点的取組・取組指標について、あまり取組ができておらず、あまり重点目標・達成指標の達成（成果）に結び付いていない。       １：重点的取組・取組指標について、ほとんど取組ができておらず、全く重点目標・達成指標の達成（成果）に結び付いていない。

平成２８年度学校評価（年間評価）

学校関係者評価重点目標

社会人として自立に必要な資質・能
力を身につけさせる

　　基本的生活習慣の確立と社会人
として必要な規律やマナーの取得

○生徒が興味関心を持てる授業をお願いしたい。

○挨拶はよくできていると感じています。今後も引き続き
指導をお願いしたい。

○登下校時歩きスマホをしている生徒がいるのでマナー
等の指導をお願いしたい。

○授業規律の充実を望む。

取組指標
ＰＬ
ＳＬ

中期目標

➀基礎基本の学力や体力の向上におる進路達成については、１１月の段階で進路決定は１００％と早い段階で決定することができた。また体力向上についても９０％以上の生徒が取組みができていた。しかし、家庭学習に対する生徒の取組が全くといっていいほどできていない。②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。全員が改善するまで時間がかかりすぎる。職員全員で徹底することが必要である。③魅力ある学校づくりについては、農業科の行事や学校全体の行事など特色ある取組を実践し外部へのアピールはかなり取り組まれてきた。久住校独自の取組をさらに深化していく必要性がある。外部からの評価も高くなってきているが、しっかり
継続と挑戦を続けていくことが必要である。

検証結果（自己評価）

①組織的・効果的な校務運営の充実
②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みにより生徒の希望進路
　 の実現
③生徒の豊かな人間性育成のために基本的な生活習慣の確立と部活動の活性化
④特別支援教育の観点を取り入れた教育活動の充実
⑤地域に開かれた信頼される学校づくりの推進

１、学力の向上や体力の向上による進路希望の達成
２、社会人として自立に必要な資質・能力を身につけさせる
３、地域と連携した教育の推進
　　　～  魅力ある学校づくり(久住校ブランドつくり）～

重点目標

地域と連携した教育の推進
　～  魅力ある学校づくり(久住校ブラ
ンドつくり）～

重点的取組

〇学力向上として、基礎力診断テストの
ＧＴＺのＤゾーン、１年６５％以下、２年を６
０％以下、３年５５％以下を目指す。

○進路達成率１００％を目指す

○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。

○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。

○この学校に来て良かった（生徒）　アン
ケート４段階評価で３．５以上にする。
○この学校にやって良かった（保護者）
アンケート４段階評価で３．５以上にす
る。
〇久住校の取組評価として、地域住民ア
ンケートで４段階評価で３．５以上にす
る。
○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。

学校教育目標

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６７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。

学力の向上や体力の向上による進
路希望の達成

達成（成果）指標


