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平成２６年度学校評価（年間評価）
学校名

前年度評価結果の概要

１年生は入学当初からの指導としてオリエンテーションや４月のセミナー研修により双国生としての意識づけができた。２年生は自分の進路に向けて取り組むことが出来た。３年間をとおした指導を経た３年生をみると、自分に関係する進路等については、積極的に自ら行動し進路目標を１００％達成した。しかし、集団での活動になるとまとまりが
悪かった。尚、各クラス担任の時間を厭わない指導や研究によって、生徒に学校生活に対する興味関心を持たせる指導を展開できた。
課題としては、3年間を通して、家庭学習時間の定着がはかれなかったことや、提出物等の期日を守る指導を徹底したものの全員毎回の提出は難しかったことがあげられる。

学校教育目標

中期目標

重点目標

高い志を掲げ、たゆみない努力を積み重ねて心身を鍛え磨き、将来に夢と希望を抱きつつ、自ら １ 生徒の授業を大事にする気持ちの育成と家庭学習の定着を計り、学習意欲を向上させる
の生き方を探求しその達成に挑む進取の気概を培い、平和で民主的な国家及び社会の形成者、 ２ 進路目標達成に向けて、キャリア教育を中心とした進路指導を行う
また、地域発展の原動力となる、心豊かで実力とたくましさを兼ね備えた若者を育成する。
３ 地域に信頼され、生徒・保護者が来て良かった、行かせて良かったと思える安全・安心の学校づくりを行う

重点目標

大分県立国東高等学校双国校

達成(成果)指標

重点的取組

①朝学習の確立と学習に対す
る生徒の探究心の向上を図る

取組指標

ＰＬ
ＳＬ

・毎日１０分間の朝学習を各学年必要に応 ＰＬ 進路指導主
じた内容で実施と継続
任
・互見授業を１００％実施
ＳＬ 教務主任
・ＩＣＴ機器を活用した授業実践

１ 基礎学力の向上と各種資格の取得を推進することで、希望する進路の達成を図る
２ 社会で通じる豊な人間力を育成する
３ 積極的な情報発信と信頼される学校づくりを行う

検証結果（自己評価）
評価

・朝学習、各学年ともに計画通り実施することができた。
・互見授業は、様々なアイデアを知ることができ教科を越えた研修
となった。
・ＩＣＴ研修はホームプロジェクトの全国大会のものや文化祭での
発表を見たので、その効果を充分に体験できた。

3

学校関係者評価

今後の改善策

重点的取組・取組指標の実践
・引き続き計画にそって実施する。

・生徒の上下に長い習熟度の分布は知っている。
先生方の苦労を察する。

・問題集を使わず、自作ﾌﾟﾘﾝﾄを作成して実施。商業科目が多く偏りが反省点であるが、検定へ
の合格者数増加につながった。（1年）
・1学期間は読書。2学期より、市販の問題集を使用し実施。計画通り実施できた。一定の数名
ほどが未提出となったが、全体的には成果が上がった。（若干学力がついたようだ）問題集の
チェックリスト8回実施。点数は伸びてきている。）（2年）
・就職試験前の９月まで実施。取り組みはとても良い。力もついてきた。（3年）
・研修を受けて、その後の提案授業まで計画すると良いかもしれない。
・ＩＣＴ活用授業の取り組みは進まなかった。

・５０分間の授業態度の確立

１ 基礎学力の向上と各種
資格の取得を推進すること
で、希望する進路達成を図
る

・朝学習を毎日実施
・各教科で課題提出１００％の徹底を図
ＰＬ 教務主任
・全員に「３級以上を１種目以上 ②学習の習慣化の徹底と資格 る。
取得」を挑戦させ、取得率９０％ 取得を推進する
・各種検定に向け家庭学習を含んだ受検 ＳＬ 商業科主任
指導の徹底を図り取得率の向上を図る。
以上
・卒業時の進路達成１００％

③進路達成のため、キャリア教
育によって職業意識の育成を図
る

①規律ある学校生活を送り、社
会のルールやマナーを遵守す
る態度を身につけ、協力、気配
り、思いやりの心を育む
・皆勤者昨年度１６名、本年度２
０名以上
２ 社会で通じる豊かな人間 ・生徒指導件数の１０名未満
力を育成する
・いつでも面接に行ける態度の
育成
②コミュニケーション能力の向
上を図る

③学校行事、部活動、ボラン
ティア活動の活性化を図る

・進路講演会や進路ガイダンス等年１０回
実施
ＰＬ 進路指導主
・インターシップやジョブシャドウイング等
任
の体験的活動の実施
・各学期に面接週間を設け進路意識の向 ＳＬ 各クラス担任
上

・全職員による日々の生活指導と校内美
化
ＰＬ 生徒指導主
・薬物乱用防止教室や交通安全教室等の
任
開催
・全職員による服装頭髪検査の月１回実 ＳＬ 各クラス担任
施

・文化祭や体育大会等の学校行事での発 ＰＬ 生徒指導主
表場面設定
任（特別活動）
・体験発表会を各学年１回実施
ＳＬ クラス担任

・生徒会で年間テーマを決めるなど生徒に ＰＬ 生徒指導主
よる自主運営の育成
任（特別活動）
・部活動の入部率８０％以上
ＳＬ クラス担任
・ボランティア活動年２回以上実施

①学校新聞「想風」のレベル
アップを図るとともに学校行事、 ・学校新聞「想風」年７回発行
公開授業、ＰＴＡ活動等の情報 ・各行事のスナップレター年８０回発行
を近隣の中学校、地域住民に ・ホームページの毎月更新
・学校行事への参加者５０％以 積極的に発信する
上
・中学生への出前授業実施
３ 学校の情報発信と信頼さ
・ホームページの毎月定期更新 ②総合ビジネス科の内容を中 ・ＰＴＡや「教育の日」等での公開授業の実
れる学校づくりを行う
施
実施
学校に発信する
・各中学校への商業科目出前授業の実施
・関係者アンケート満足度８０％
以上

・生徒会とＰＴＡによる登校挨拶運動月１回

③ＰＴＡ活動と連携・協力し各種 実施
・主な学校行事であるＰＴＡ総会、体育大
行事への参加者増
会、文化祭参加率５０％以上
・ＰＴＡでの除草作業年１回実施

ＰＬ 教務主任
ＳＬ PTA担当

ＰＬ 教務主任
ＳＬ 商業科主任

ＰＬ 生徒指導主
任
ＳＬ 各クラス担任
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・集会での呼びかけなどによって、課題の提出等は改善されてき
た。しかし、授業態度については居眠りや私語などを改めない生
徒がいる。
・検定取得に関しては、日商（３級１名合格）、全商（３年生３級合
格９０％以上達成）ともに積極的な取り組みが見られ、昨年度以上
の合格率を達成した。
・就職試験に向けてのマナー講座（３年生）インターンシップに向け
てのガイダンス（２年生）進路のしおりの配布と進路についての話
（１年生）を実施。外部講師に関しては内容等良く生徒の態度も前
向きであった。
・３年生面接指導は全職員の協力のおかげで計画的に進んだ。
・進路ガイダンス（1，2年）、ジョブSのためのマナー講座を実施。
・3年の進路に関しては、先生方の指導のおかげでほぼ決定した。

・特別指導や保護者召喚によって、生徒自身に反省すべき事由を認識させる。
・ほとんどの検定が3学期に集中しているので、一つでも多く合格させたい。
・生徒自身の取り組みの維持に苦労した。
・家庭学習の習慣作りには、苦労した。

・家庭で宿題や試験勉強をする姿を一切見かけな
い。
・本人に合った学習法や問題集の世話を個別にし
ていただき、感謝している。

・「面接に行ける格好」という職員共通理解の元、服装頭髪検査で
違反者は少なくなった。
・日々の清掃活動で職員も参加し清掃を行った。
・薬物乱用防止教室を行い、周知徹底に努めた。
・年度当初の早い段階で交通安全教室を実施した。
・本年度の皆勤者数１７名
・生徒指導件数２件９名

服装頭髪検査で違反者は少なくなったが、ゼロになる気配はなく今後も継続的な指導が必要で
ある。日々の声かけや指導を多くしていく。
少ない生徒数の割にきれいに環境整備ができている。今後も継続して行う。
交通安全教室を実施したがバイク事故がまた１件発生した。危険意識の低い生徒たちへの注
意を呼びかける。
（年度末）全体的に良くなってきている。ゼロにはなっていないが、軽微なものの違反が少しある
程度で、特別に指導を要するような生徒は出ていない。引き続き継続していく。
日々の清掃活動はよくできている。使用していない教室の清掃をしなければならない。
交通安全教室を実施したがバイク事故が２件発生した。交通安全意識の向上に努めていきた
い。

・自転車の交通マナーが悪い。
・知らない生徒でもあいさつしてくれる。

・全校朝礼、壮行会で生徒に発表する機会を与えた。
・体験発表会各学年１回実施

・部活動生や表彰者に目標や感想をのべさせてはいるが、単調に感じるので話す内容の工夫
が必要
（年度末）
・体験発表により生徒の成長がうかがえる今後も継続しておこないたい。

・国東半島芸術祭では双国生の存在が欠かせな
い。

・部活動入部率は約７０％である。交通事情により入部できない生
徒もいる。挨拶運動等は保護者も積極的に参加し行っている。
・生徒会活動徐々にではあるが自主的な活動が出来るようになっ
た。
・ボランティァ活動年２回実施する。

・想刻祭は昨年を上回る内容の充実と一般観覧者を得て成功裏に終了。11月から新体制に切
り替わったので、あいさつ運動、クラスマッチ等のより充実を目指して取り組ませたい。
（年度末）数少ない部活動のため生徒の選択肢が狭くなっている。これ以上増やすことも難しい
ためどう勧誘していくか（入部率を上げるか）に課題が残る。
ボランティア活動では地域の方からも好評を得ている。

・別宮社の流鏑馬のための環境整備はとても助
かっている。
・顧問の先生を配置して、部活動の選択肢を拡大
して欲しい。

・３年生の進路報告会、１年生ジョブシャドウイングに向けてしっかりした事前指導を実施してい ・受験のことは保護者ではわからないので、全て
く。
学校にお願いしたい。
・日程や資料等の通知や配布は、早めにお願いし
・就職・進学にむけてのマナー講座（３年生）・インターンシップの為のマナー講座（2年）・ジョブ たい。
シャドウイングの為のマナー講座（1年）いずれも、それぞれのあった内容の講座が実施出来
た。生徒の態度もとても良く、講師の先生方からもお褒めの言葉をいただく。
・（２年 インターンシップ） 昨年同様の形態で実施。とくに不都合な所は見受けられない。
・（１年 ジョブシャドウイング） 昨年同様の形態で実施。企業の都合で午前中のみとなったが、
内容等照らし合わせれば、この程度の時間でいいような気がする。
・（３年生面接指導） 全員の先生の協力で、実施できた。生徒の事前のアポが不徹底で、実施
出来なかった班もあり、生徒への細かい指導がもう少し必要であった。
・（進路のしおりの活用）2年前より、本校独自の進路のしおりを作成し、進路の指導等に活用し
てもらっている。進路の情報をＰＴＡ等で配布しているものの、保護者へ伝わっていない現状が
みられる。ホームページを活用し出来ないだろうか。

・学校の丁寧な指導にも関わらず、再三校則違反
を繰り返す生徒については、進路変更を求めても
良いのではないか。

・想風の第１号の発行が遅れてしまったが予定通り年７回発行す ・想風は次の担当者に早めに知らせておき、記事の収集から計画的に行う。
る。
・ホームページは特定の教員に負担を与えないように作業分担を工夫する。
・ホームページも定期的に更新した。
・進路関係の資料をホームページに載せる。
・関係者アンケート満足度全体的に８０％以上達成したが、進路情
報の項目が低かった。

・ＨＰがよく更新されているので見応えがある。
・学校新聞の「想風」の配布はありがたい。

・今のところは中高連絡会や高校説明会で校内の様子を外部に
知らせる取組が順調になされている。
・3中学（姫島、国見、香々地）へ、簿記の出前授業を実施した。

・今後は時期を見ながら、体験入学や出前授業等で高校へのステップにつなげたい。

・より実践的な商業の授業内容に驚いた。

・毎月２０日ＰＴＡ役員参加で登校あいさつ運動を実施した。
・ＰＴＡ総会は４７％の保護者参加であったが、体育祭、文化祭の
参加率は７０％以上であった。
・ＰＴＡでの除草作業は２７名の参加で１回実施。

・保護者の方々の参加に感謝し、今後も引き続き継続して行う。
・除草作業では野球部の公式戦と重なった。時期の見直しが必要である。
・ＰＴＡ総会、平日開催のためか参加率５０％未満であった。参加率を上げていきたい。

・学校から要請があれば何でも協力したい。

※ 1学期末評価においては、学校関係者評価は不要

