(別紙様式３）

平成２７年度学校評価（年間評価結果）
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

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、授業を受ける姿勢が徐々にではあるが良くなってきているようである。基礎学力向上テストや数学の苦手な生徒・進路に応じた個別指導も効果が出ている。進
路の決定については、福祉就労などに関係機関との連携や組織的な対応が必要である。 ③魅力ある学校づくりについては、外部へのアピールはかなり取り組まれてきた。しかし、生徒募集は大変厳しく、中学生を目標の人数の確保はできそうにない。 大変な苦労をした割には３年生の満足度が低く、満足度をいかに高めるかを分析し取り組む必要がある。

学校教育目標

中期目標

重点目標

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６６年の歴史ある農業技術者養成の専 ① 学力の向上～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・教養を身につけた生徒の育成
門高校としての使命を全うする。
② 社会人基礎力の育成～規律やマナーを守り、社会の一員として高い規範意識を育成する。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育成する。
①農業教育の推進
『 当たり前のことができる人間の育成 』
②希望と誇りと何事にも打ち克つ意志を持ち、地域農業の発展と地域文化・経済の発展の担
い手として、たくましく生る若者を育成する。

重点目標

達成（成果）指標

基礎基本の学力や体力の向 ○欠席・遅刻・早退について、昨年度
上による進路達成
比３％減を目指す。

重点的取組
○基礎学力・体力の
向上

○進路達成率を１００％以上

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
＜当り前の事ができる生
徒の育成＞

取組指標

ＰＬ
ＳＬ

○基礎学力テストを週２回実施する。（水・木）
ＰＬ 教務
○小テストや課題の実施（毎時間）
ＳＬ 体育
○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６０％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（１０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。ウォーキングプランの自己目標を８０％以上

○欠席・遅刻・早退を ○学期１回以上の個別面談を実施する。
減らす取り組みを行 ○家庭との連絡を密に行う。（必ず保護者連絡、家庭訪問）
う。（面談や個別指導
の徹底）

ＰＬ 教務
ＳＬ 指導・教育
相談

○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

○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

○生徒アンケートで「まじめに授業を受 ○授業規律の確立
けている」を４段階評価で、３．３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、３．３以上にす
○服装頭髪整備およ ○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
る。
び清掃の徹底
○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。
○清掃時は全職員が清掃につく。始めと終わりのあいさつの徹底。
○教室は机を後ろに移動して清掃する。

○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）
○久住校の魅力をアピールし、全校生
○生徒指導方針を生徒に理解させる（新学期・各学期１回）
徒８０人以上の生徒確保をする
○教職員全員で生徒情報を共有し、全職員で徹底して指導する。（毎日・朝礼
時）
○魅力ある学校行事 ○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
づくり
○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
○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

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。
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。

平均値

分析・考察
・基礎学力テストの数学、国語は水・木曜日の実施率 １００％
・小テストや課題の実施率 ６９％
・体育の授業の中で準備体操、補強運動強化、その後、ランニングを入れて徹底
させ基礎体力の向上を図り充実した。
・体力向上プランでは、ドニーチョ・ウォーク（土日等ウォーク）の取り組みに対し
てのアンケートと報告書を作成し、生徒に呼びかけをした。実施した生徒は１学
期には、５８％でしたが、２学期には９１％まで上がった。
・黒岳清掃登山の頂上登頂率７５％。

3

3

・学期ごとに１回、面接習慣を職員を割り振って生徒への個別面談を実施した。
・SCを必要な生徒に対して活用し、家庭を連携を取って対応することができた。

次年度の改善策
・授業改善の取組として教科会議（普通科と専門科）を定期的に実施する。
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・SC配置校と連携をとって対応がとれる体制を強化する。
・職員全体で共通理解をして対応する。

・密度の濃い地域との連携を展開していただ
いている。今後も引き続きお願いしたい。
・目標達成のため各取組みに努力していま
す。

・授業アンケートの「真面目に受けている」は、３．６であり落ち着いている。
・授業の予習、復習については、６２％の生徒ができていない。

・授業改善として他教科の授業見学を学期に1回実施する。
・研修として、他校への授業研究に参加してスキルアップを図る。

・生徒が興味関心を持って授業の工夫を是
非お願いしたい。
・保護者アンケートで18問中14問が80％以
上の高結果となり先生方の生徒に対する日
頃の愛情と感謝の表れと感じます。

・月１回の服装頭髪検査は実施できた。
・再検査はしたが、全員が改善するまで時間がかかった。
・授業中や休み時間などで、不備な生徒の指導を行った。
・清掃時は、９割程度、全職員が監督につき、あいさつも徹底することできた。

・服装頭髪検査前にクラス担任による事前指導を実施し指導の徹底を図る。

ＰＬ 特別活動
ＳＬ 農場、学
年、庶務、情報

ＰＬ 副校長
ＳＬ 教務主任、
寮務主任

・学期に１回清掃コンクールを実施する。
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・環境保全等ボランティア活動を実施してい
るのでしっかり清掃はお願いしたい。
・目標達成のため各取組みに努力していま
す。

・学校外のあいさつができている生徒は３．１（７８．４％）。必要と考えている生徒 ・職員が生徒より先に率先して「あいさつ」をする。
は３．５（８８％）であった。
・ＨＲ等での啓蒙活動を実施する。
・地域住民の結果は、３．５（８８％）であった。
・生徒会活動として学校全体の取組を今後検討する。

・挨拶はとても良くできているように感じてい
る。今後も引き続き指導をお願いしたい。
・目標達成のため各取組みに努力していま
す。

・指導件数は、前年度より減少した。（９件→８件）
・学期ごとに計画的に個人面談を実施した。（３回）
・いじめに関するチェックシートを実施し、職員全体で対応した。
・いのちの講演やアルコールに関する講演を実施した。

・個人面談等での情報共有を図り、早期発見で事前に防ぐ指導体制の強化。
・生徒指導、教育相談等の更なる連携を図る。

・生徒指導等については、継続した努力をお
願いしたい。
・目標達成のため各取組みに努力していま
す。

・各行事のアンケート調査が不十分であった。実施しているときとしていないとき
があった。
・学校行事では、大分合同新聞や竹田ケーブルテレビ等取材でＰＲができた。
・ＦＢ、ＨＰなどの効果で情報発信がうまくできつつある。
・計画的に清掃登山や地域清掃活動は実施できている。
・保護者の「この学校に入学させて良かった」アンケート３．９。

・各行事の反省アンケートは、当日までにアンケート用紙を配布する。
・報道機関には、２週間前に事前に連絡をとる。
・ＦＢやＨＰの掲載内容を工夫しより多くの情報を発信する。

・学園祭は例年になく賑わって、地域の人た
ちがたくさんきてくれていたようである。
・目標達成のため各取組みに努力していま
す。
・各種の生徒の活動と活躍や報道へのPRと
その効果等この1年、学園祭の大成功に見
えるように生徒、先生方が一体となった姿
は、久住校の発信にとなった。

・農業クラブ活動（農業鑑定やうし部）は、全国優秀３名、県共進会参加等積極的
に活動ができた。
・ＪＧＡＰ更新もでき、外部からの見学者もおり普及に向けて取り組めている。
・地域・保護者の連携による学校活性化においては、学園祭では多くの保護者や
同窓会の協力により盛大に行うことができた。
・清掃登山活動は天候に左右されるが、きちんと実施することができた。
・１学期と２学期に２回中学校訪問を実施し好評であった。
・年間を通じてＴＯＳに毎週花を持って行き久住校名を放映してもらった。
・ホームページにも農場の取り組み等を掲載するとともに、新聞等にも多くの行
事を取り上げてもらい、PRすることができた。

・農場としてＪＧＡＰの取り組みを強化していく。
・学校農業クラブの農業鑑定競技は、来年度の全国大会を目標に取り組む。
・地域や関係機関との連携を強化し、よりよい農業教育に向けて取り組む。
・農場のＰＲでは、テレビ局に毎週花を展示してもらい久住校のＰＲを継続する。

・新聞等でいろいろな活躍した場面を見てい
る。特に農業クラブの全国大会の入賞はとて
も喜ばしいことである。今後も頑張っていって
ほしい。

・関係中学校の行事等に出席し学校訪問を繰り返し実施した。
・久住校だよりを月１のペースで発行し広報することができた。
・寮の調理場、階段の改修工事ができた。

・学校行事の市報掲載をその都度依頼する。
・寮施設の改善についてさらに引き続いて検討していく。
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・きめ細かな指導をお願いしたい。
・目標達成のため各取組みに努力していま
す。

・２年生のインターンシップを１学期と２学期の２回実施することができ、充実した ・インターンシップの体験を生かし、進路指導に繋げる。
体験をすることができた。
・１学期から計画的に進路ガイダンスの計画を入れる。
・１学期と３学期（３月１９日）の２回進路ガイダンスは実施し、巣立ち講座など進 ・外部団体を活用して進路に関する講義等を取り入れる。
路に関する講義を実施した。
・進路達成は１００％。
・資格取得は、日本農業技術検定合格率８３％と意欲的に取り組む事ができた。
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ＰＬ 生徒指導
ＳＬ 学年

学校関係者評価

・清掃登山等は昔から実施しているので、今
後も是非続けていってほしい。
・ドニーチョ・ウォーク（土日等ウォーク）の取り組みアンケートと報告書を月ごとに ・基礎学力等はしっかり身につけさせてほし
作成する。
い。
・清掃登山にむけての体力作りの継続として、体育の授業中の準備体操、補強 ・目標達成のため各取組みに努力していま
運動、ランニングを年間通じて実施し、頂上登頂率をあげる。
す。
・体力向上に成果が上がり学習意欲に継続
して連動できる事を期待します。

3

ＰＬ 生徒指導
ＳＬ 学年

○魅力ある農場づくり ○畜産教育：うし部の充実を図る。
○ＪＧＡＰの継続と生徒地域への普及を推進する。
○サフラン、チョロギ、むらさきなどの地域特産品を利用した独自ブランドの研究
を行う。
○地域・保護者との連携による学校活性化の推進。
１ ・竹田市と合同の入山公廟の学習と清掃活動の実施。
ＰＬ 農場
２ ・保護者や同窓会と協力した学園祭の実施。
ＳＬ
○生徒による中学校訪問を年２回実施する。（母校訪問）
○ホームページを活用し、農場をPRする。

○中学生募集および ○中学校訪問（年２回以上）
寮危機管理対応
○広報資料の作成（学期１回以上）
○異物混入、耐震化等の取り組み強化～竹田市や県教委との連携

検証結果（自己評価）
評価
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○あいさつ運動に取 ○挨拶運動を行う。生徒会主体の運動も実施する。
ＰＬ 特別活動・
り組む
生徒会の「あいさつ運動」など
生徒指導
○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）
ＳＬ 教務、寮
○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。
○この学校に来て良かった（生徒） ア ○生徒指導（いじめ
魅力ある学校づくり(久住校ブランドつくり）
ンケート３．３以上にする。
０・不登校０）を目指
○この学校にやって良かった（保護者） す。
アンケート３．３以上にする。

１、基礎基本の学力や体力の向上による進路達成
２、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
＜当り前の事ができる生徒の育成＞
３、魅力ある学校づくり

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：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。

・ＪＧＡＰ認証やうし部の活躍などしっかり活
動をしてきている。生徒に還元できるように
今後も取り組んでいってほしい。
・目標達成のため各取組みに努力していま
す。

・久住校通信等情報については、幅広く発信
していってほしい。
・寮については、毎年支援を戴いている。大
変だと思うが、今後もしっかりと運営をお願
いしたい。

