
(別紙様式３）

①朝学習による基礎学力の養成
と、生徒の探究心を育てる授業づく
りに取り組む。

ＰＬ　進路指導主任
ＳＬ　教務主任 2

・朝学習（読書を含む）は、一部を実力考査に出題。3年生は
10月より新聞記事を使った時事問題に取り組んだ。
・互見授業は授業公開週間（10月）に実施し、教職員の指導力
向上に資することができた。
・ＩＣＴ研修を年3回実施。「ＩＣＴの効果的活用検討会」（県事業）
に参加しタブレット端末の活用方法について研究。

・朝学習は粘り強くその意義を説き、自己採点や誤答練
習を徹底させ、基礎力の養成につなげる。 新聞記事の
利用は1、2年生にも有効。 次年度の導入を検討する。
・互見授業は他教科の取り組みを自教科の指導力向上
に役立てられるので、次年度も継続して取り組む。
・ＩＣＴ機器や図書館を活用した授業実践を充実させる。

・互見授業を増やし本音で議論し授業力向上
を図る。・授業規律を確立し、教師と生徒が一
体となって授業に取り組む。・朝学習で読書
後の感想を書かせ作文力を強化する。・朝学
習の成果を検証する。・生徒の学力に合わせ
るのではなく伸ばす教育をしてもらいたい。

②学習習慣の確立と資格取得のた
めの指導の充実に取り組む。

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　商業科主任 2

・指導主事を招聘しての研究授業を、商業科（10月）、国語科・
地歴公民科（11月）で実施し、全教職員で取り組む。・検定対
策として補習等個別指導を実施。・家庭学習時間調査を年3回
実施。平日の家庭学習時間は30分前後と改善にはつながっ
ていない。・各種検定に向けた家庭学習は充実している。・「授
業スキル向上研修」（県事業）に参加。「知識構成型ジグソー
法」について校内研修を実施。・「3級以上を1種目以上」は1年
生：91.7%、2年生：100%、3年生：96.3 %が達成。

・本年度タブレット端末が24台配備された。ＩＣＴ機器を活
用した授業の工夫・改善・充実に継続して取り組む。
・検定対策を充実させ、個別指導に取り組む。
・学習時間増を図るため、課題の出題等を検討し、基礎
学力の定着・上位級を目指した資格取得の促進を行う。
・授業での図書館活用を促進し、主体的・協働的な学習
を授業に組み込む。

・生徒の授業への集中力を高め、基礎力を強
化する。・検定前には特別授業が実施され熱
心に取り組まれている。資格取得目標をしっ
かり掲げ、より高い級に挑戦させる。・公開授
業への参加者を増やすため広報をする。・頑
張ることを後押しする指導は生徒の励みに
なっている。・予習復習を徹底させる。

③キャリア教育を充実させ、職業意
識の育成に取り組む。

ＰＬ　進路指導主任
ＳＬ　各学年担任 3

・進路に関する講演会・講習会・ガイダンス等を11回実施。
・2年生のインターンシップを7月に、1年生のジョブシャドウイン
グを2月に実施。事前事後指導を充実させ取り組んだ。
・1、2年生は進路志望状況や次年度の科目選択等について
の個人面接を、3年生は進学・就職受験の直前指導、不合格
者の追指導を中心に個人面接・三者面談を行った。結果、3年
生は12月末までに全員の進路が決定した。

・各企画に生徒は意欲的に取り組み、進路意識や職業
観の向上につながった。次年度はさらに新規行事に取り
組む。・3年生の全教職員による就職・進学対策はその
成果が顕著である。継続実施し内容の充実を図る。・進
路だよりを9月より発行。将来の進路について視野を広
げるため、引き継ぎ進路情報を発信する。・企業・専門学
校・大学等を視察するＰＴＡ研修を検討する。

・就職対策では多くの先生方による指導がな
され何度も面接練習した姿が伺え評価でき
る。・将来の進路について面接指導を受け相
談する中で視野を広げ考えを深めることがで
きている。・働くことの意義をしっかり教え、進
路意識と職業観を育てる。・地元の企業情報
を提供する。・PTA研修を企画し企業・専門学
校・大学の視察を行う。

①生活規律・社会規範の確立に取
り組み、協力、気配り、思いやりの
心を育てる。

ＰＬ　生徒指導主任
ＳＬ　各学年担任 2

・頭髪服装の検査方法を改善し、全学年統一性のある検査に
変更し、次第に成果が現れるようになった。・校内で違反者を
見かけたら、その場で指導をするよう全教職員の意識統一を
図った。その成果が徐々に現れている。・毎日放課後、全教職
員輪番制による校内巡視を実施。校内美化点検と施設使用
後の施錠の徹底を図った。・生徒の健康管理能力は優れ、本
年度の皆勤は34名（78名中）である。

・交通講話と実技指導を5月に、車体検査は毎学期実施
してきたが、バイクによる交通事故が４件発生した。交通
委員による「交通事故危険マップ」を作成した。次年度も
情報更新し、注意喚起と未然防止につなげる。
・ネット安全教室は毎年実施しているが、ネットトラブル
対策については、ＰＴＡ主催の研修会等を企画し、保護
者との連携を図る。

・学校外でも挨拶ができるように指導する。・
ネットトラブル対策については、保護者との連
携を強化し、マナー教育を徹底させる。・双国
校に対し、生活面では良い印象がない。保護
者と連携を密にし、生活習慣作りや社会規範
作りを行う。

②コミュニケーション能力の向上に
取り組む。

ＰＬ　生徒指導主任
        （特別活動）
ＳＬ　各学年担任
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・最大の自己表現の場である想刻祭体育の部、文化の部が、
例年にない生徒会の前向きな姿勢とアイディアで、生徒、保護
者、教職員、地域の方々の好評を博すことができた。
・コミュニケーション能力育成を目指し取り組んでいる「体験発
表会」は、国語科と商業科の協力により、事前指導が十分に
なされ、自らの体験活動に基づいた発表ができており、学年が
上がるにつれ、その成果が顕著である。

・体育の部では新種目を追加。今後とも改善を図り充実
させていく。文化の部では、生徒の創作意欲に溢れた発
表や県警察音楽隊の演奏会を企画できた。次年度に引
き継ぎ、さらなる文化的な内容の充実と商業科らしさを追
求していく。・体験発表会は全教職員で取り組み、さらに
内容の充実を図る。・読書活動の活性化策としてビブリ
オバトルを取り入れ、表現力・発進力を育てる。

・体育の部は新しい競技もあり充実していた。
文化の部は3年生の発表が素晴らしかった
が、全体としてマンネリ感がぬぐえない。商業
科らしさが欲しい。・恥ずかしがって自己表現
が上手くできない生徒の指導も充実させて欲
しい。・生徒会役員が力を合わせ取り組んで
いる姿が伺え評価できる。生徒の自主運営を
取り入れられればさらによい。

③学校行事、部活動、ボランティア
活動等の活性化に取り組む。

ＰＬ　生徒指導主任
        （特別活動）
ＳＬ　各学年担任
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・生徒会執行部のリーダーシップのもと、文化の部では、年間
テーマに沿った企画と自主的な取り組みに加え、一般生徒や
教職員・保護者を巻き込んだ取組となり成功につながった。
・別宮社ボランティア清掃は、恒例行事として定着し、地域の
方々にも大きな期待と評価をいただいている。

・新生徒会執行部を積極的で自主的な運営ができるよう
育てる。・部活動の加入率は、男子：63%、女子：34%。女
子生徒が入りやすい部活動を検討する。・図書館事業と
して絵本等の読み聞かせ活動を地域の保・小・中・老人
施設で実施し、ボランティア精神を育てる。

・全員部活動制を検討する。・ボランティア活
動は、生徒が自主的に取り組めるよう、保護
者と協力して行うと良い。・地域の芸術家や文
化、歴史研究家等を巻き込んで取り組むとよ
い。

①学校新聞「想風」のレベルアップ
を図り、学校の教育活動を近隣の
中学校、地域に積極的に発信す
る。

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　PTA担当 4

・学校新聞「想風」は、年間6号を発行。
・スナップレターは年間116号（6年間で641号）を発行。
・ホームページはほぼ毎週更新。・保健だよりを毎月発行。
・ＰＴＡ新聞は年2回発行。・進路だよりは9月より毎月発行。
・「図書館だより」（年間8号発行）は県で優秀賞を受賞。

・各種通信物については、各分掌で意欲的に取り組んで
いる。作成の技術と方法を次年度に引継ぎ、より内容の
充実を図り、広く双国校の魅力を地域に広報する。
・ＰＴＡ新聞の発行は現在の所、教職員主導で実施され
てる。保護者の視点から見た記事になるよう改善する。

・学校新聞は地域に情報発信するよい機会で
ある。大いに発行してもらいたい。スナップレ
ターはタイムリーに発行され、良く閲覧されて
いる。・ＰＴＡ新聞は保護者主体で作成する。・
いろいろと取り組んでいるとは思うが、双国校
の魅力が伝わらない。

②総合ビジネス科の内容を中学校
に発信する。

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　商業科主任 3

・公開授業は、保護者・地域に案内を出したが、保護者の参観
は0人であった。広報の仕方を検討する必要がある。
・出前授業は近隣の5中学校で実施。総合ビジネス科では何
を学んでいるのか、中学生に伝えることができた。

・引き続き公開授業は実施の方向で検討するが、見学者
が少ないので、宣伝に工夫を凝らす必要がある。
・中学校への出前授業は、より効果を上げるために、出
身中学校の生徒の同行を検討する。

・出前授業には、出身中学校の生徒を同行さ
せ、先輩の成長した姿を見せると良い。また、
受けた中学生の意見をアンケートする。・今の
状態だと双国校がなくなる。中学校訪問をし、
もっと双国校のアピールをして欲しい。

③保護者・地域と連携・協力し、各
種行事への参加者増に取り組む。

ＰＬ　生徒指導主任
ＳＬ　各学年担任 3

・登校挨拶運動は毎回保護者3～4人が参加。・ＰＴＡ総会参加
率51.3%。・公開人権LHRに地域関係者・保護者9名参加。・1年
生体験発表会に保護者他３名参加。体育の部や文化の部で
は多くの保護者の協力を得て、特に食品バザーは盛況であっ
た。・除草作業は2回に分け実施。保護者15名参加。

・登校挨拶運動は次年度も継続実施。・ＰＴＡ総会は、欠
席者集会を持つなど参加者増のための工夫を行う。・除
草作業は日程調整を早めに行い、保護者と教職員の交
流の場となるよう企画。・各種行事への参加案内を保護
者・地域へ積極的に広報し、参加者増を図る。

・学校行事への保護者の参加者が少ない。土
日開催などの工夫をする。・除草作業も2日に
しどちらか必ず出てもらう。・ＰＴＡでは、行事
に参加するだけでなく、時には学校で起こっ
た問題に取り組み、保護者に家庭での指導を
呼びかける。また、地域の声を学校に届け
る。

学校教育目標

　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、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。

重点目標 達成(成果)指標

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。

取組指標

重点目標中期目標

１　生徒の授業を大切にする気持ちを育て、家庭学習の定着を図り、学習意欲を向上させる。
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。
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・安心な学校
づくりを行う。

　３年間を見据えた指導が実施できた。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１年次よりも各自で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。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。

前年度評価結果の概要

総合評価
次年度への展望等

○資格取得目標「３級以上を１種目以上取得」は、ほぼ100%達成。○全教職員で指導主事を招聘しての授業研究を３教科で実施。○「知識構成型ジグソー法」やＩＣＴ機器の効果的な活用研究に取り組む。○３年生の進路は12月末に全員決定。全教職員による組織的な進路指導により成果を上げることができた。○各種通信
物を積極的に発行。本年度は、香々地地区にも配布。○学校司書の配置により図書館利用が活性化。図書館報は優秀賞を受賞。●学習時間は少なく、一日平均３０分前後。携帯・ＴＶを見る時間は多く、それぞれ１日平均約８０分と約７０分。如何に家庭学習時間を増やすかが課題である。●登校挨拶運動、体育の部・文化
の部、除草作業などＰＴＡとの連携により実施。今後は、進路やネットマナーなどで連携を強化し取り組む。●国東市支援事業「輝き続ける国東・双国を創る会」により、１年生は国東市内企業訪問、外部講師による日商簿記検定対策を実施。外部講師を招聘した各種セミナーも積極的に実施した。今後は如何に成果につなげ
るかが課題である。●授業改善スクールプラン・マイプランを効果的に運用し、講義調の授業から脱却し、生徒の主体的・協働的な学習を授業に組み込み、課題解決能力を育てる授業実践を行う。●資格取得については、より高い級を目指し、目標設定を高くする。●生活習慣作りや社会規範作りを強化し、安心して学べる環
境づくりを行うと共に、社会で活躍できる生徒を育てる。

平成２７年度学校評価（年間評価）

次年度の改善策 学校関係者評価

　社会で通じる豊かな人
間力を育成する。

学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分県立国東高等学校双国校

　学校の情報発信と信頼
される学校づくりを行う。

分析・考察

　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。

重点的取組
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価

・朝学習に集中して取り組
める１００％
・全生徒が「３級以上を１種
目以上取得」を達成
・卒業時の進路達成１０
０％

・皆勤者２０名以上(昨年度
１３名）
・生徒指導件数の半減（昨
年２件）
・部活動入部率７５％以上

・学校行事への保護者の
参加率７０％以上
・学校関係者アンケートで
の満足度８０％以上

2

3

3

・生徒会とＰＴＡによる登校挨拶運動を月１回実施す
る。
・ＰＴＡ総会、体育大会、文化祭等の各学校行事の広
報を充実させ、保護者の参加を呼びかける。
・ＰＴＡによる除草作業を年１回実施する。

・全教職員で、日々の生活指導と校内美化を実施す
る。
・薬物乱用防止教室や交通安全教室等を開催する。
・全教職員による服装頭髪検査を月１回実施する。
・いつでも面接に行ける態度を、風紀検査や日常の
授業の中で育てる。

・文化祭や体育大会等の学校行事で、生徒の発表場
面を多く設定する。
・体験発表会を各学年１回実施する。

・生徒会で年間テーマを決めるなど生徒による自主
運営の育成に取り組む。
・ボランティア活動年２回以上実施する。

・学校新聞「想風」を年７回発行する。
・各行事のスナップレターを年８０回発行する。
・ホームページを毎月更新する。
・ＰＴＡ新聞を年３回発行する。

・ＰＴＡや「教育の日」等で公開授業を実施する。
・各中学校（４校）への商業科目出前授業を年１回実
施する。

・毎日１０分間の朝学習を各学年で計画的に実施し、
定期的に試験を実施し到達度を確認する。
・互見授業を１００％実施。
・ＩＣＴ機器等を活用し、生徒の探究心を育む研究授
業を各教科１回は実施する。

・５０分間授業に集中して取り組めるよう、授業の工
夫改善と授業態度の確立に取り組む。
・各教科で課題提出１００％の徹底指導に取り組む。
・各種検定に向け家庭学習を充実させ、個に応じた
きめ細かな受検指導を行う。

・進路講演会や進路ガイダンス等年１０回実施する。
・インターシップやジョブシャドウイング等の体験的活
動を実施する。
・各学期に面接週間を設け進路意識の向上に取り組
む。


