(別紙様式３）

令和元年度学校評価（ 年間評価 ）
学校名 大分県立日出総合高等学校

前年度
評価
結果の
概要

【成果】
○３回の校内研究授業や２回の互見授業を実施するとともに、月１回開催の教科主任会議での報告・討議をとおして職員の意識の高揚を図ることで、さらに職員全員が「授業改善」の工夫に取り組み、「分かる授業」の展開が進んだ。
〇外部講師による講演会や校外登校指導、ＰＴＡや部活動生によるあいさつ運動や声かけ等をとおして、「豊かな心」の育成を推進し、集会時の話を聞く態度や頭髪服装検査に改善が見られる。
○資格取得については、受験種目が増加し、意欲的に挑戦する姿勢がでてきた。また、ホームページの更新、学校だより(HIJI SO GOOD NEWS)の毎月発行等、「学校の今」を保護者や近隣中学校等に伝え、開かれた学校づくり及び入学試験の受験者数の確保に取り組めた。
【課題】
●「授業改善」を推進することにより、基礎学力の定着及び学習習慣の確立を図り、生徒の進路目標達成はもちろん将来活躍できる人材を育成する。
●外部人材の活用や生徒会活動の充実を図り、マナーやルール等の社会性や公共心、協調性を育成する。
●学修成果発表会や特別活動行事の内容を充実させ、近隣中学への出前授業を実施し、活気があり地域に密着した学校づくりを進める。

学校教育目標

中期目標

知育・徳育・体育のバランスのとれた教育を実践し、一人一人の個性の伸長を図るととも
に、豊かな人間性とグローバルな感覚を備え、国家や社
会の発展に貢献する人材を育成する。

重点目標

達成(成果)指標

重点的取組

①わかる授業
の展開

・授業改善による基礎学
力を定着させるための
教材及び指導法の研究
・生徒に対するアンケートで、以下の項目の評価が
４点満点の８５．０％（３．４） 以上。
〇「生徒の学習意欲を向上させる授業を行なっている」
（興味・関心）
〇「定期的な課題チェックや適切な指導を行なって
いる」
（助言方法）
〇「わかる・できた・楽しい授業である」
（満足感）
〇「基礎学力が身に付いたと感じる」
（達成感）
〇「個人面談や進路指導等先生方のアドバイスは効果
的である」
（満足感）

・生徒の学習習慣の確立
及び授業規律の徹底

重点目標

・主体的に学習に取り組む意欲と態度を身につけさせるとともに、確かな学力の定着を図る。
・基本的生活習慣の確立に努めるとともに、健康でたくましく生き抜く力の育成を図る。
・地域や家庭との絆を大切にし、愛され信頼される学校づくりの推進を図る。

取組指標
・ＩＣＴ技術研修会を年3回企画し、各学期に２回以上全職員がＩＣＴや図書館を利用した授業を行う。
・全職員が参加する授業研究会を授業改善組織委員会が企画運営する。各学期に原則として３教科実施
し、指導主事を招聘する。（農業経営科・機械電子科・国語・数学・理科・英語・保健体育・家庭・
商業）・互見授業旬間を年２回設定し、各自「スキルアップタイム」として、各２回見学することで
各自の授業改善に役立てる。
・互見授業旬間を年２回設定し、各自「スキルアップタイム」として、各２回見学することで各自の授
業改善に役立てる。
・「日出総スタンダード（５０分完結型授業、本時の目標、振り返り）」の授業スタイルを確立し、生
徒の基礎学力の定着を図る。
・「生活記録表」調査を年２回行い、データを個人ごとに整理、関係者（学年主任・担任・教科担当者
等)で共有しつつ、個別指導で活用する。
・毎日課題や週末課題の実施状況を調査し、教科間で共有・調整を行い、適切な課題提供により学習習
慣の定着を図る。
・毎回の授業目的の提示と授業のまとめ行うとともに、生徒の学力差に対応するため小テスト等を利用
し、教員が理解度を確認する。また、生徒にも成績の変化を実感させる。

ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果
評価

・就職力、進学力向上に
向けキャリア教育の推
進

②豊かな人間性
の育成

ＳＬ：各学年主任
各学科主任
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・授業アンケートの結果から昨年度に比べて、数値平均の割合がほとんど高くなっており、日出総スタンダードの授業スタイルが
定着している。
・家庭学習時間調査を実施し、昨年度より1日平均学習時間(99.4分、昨年度89分))があがっていた。ただし、60分以下の占める割
合が、全体の34%であった。
・年２回、生徒生活アンケート実施、課題提出 2.43 ⇒ 2.57、授業に集中 2.88 ⇒ 2.94 と増加している。
・年度当初生徒個人面接旬間を設定し、早期に生徒の情報を収集することができた。
・各教科からの課題について、実施教科と提出日の調整を学年主導で行うことで、学習習慣定着に向けての共通理解を図った。

・授業に関しては、特に「めあて」と「振り返り」に焦点を当てて、各自の授業アンケートを活用し
各自の授業改善に役立たせる。
・家庭学習時間調査を生活記録表とし調査後に実施する生徒面談に活用できる内容に変更し。今後教
員相互の情報共有や生徒面談など様々な場面での活用を進めていく。
・生徒個人面接旬間について、冬季休業明け後の設定は難しいが、スクールカウンセラーやスクール
ソーシャルワーカー等と連携し、早期に生徒の情報収集に努める。
・課題未提出者に対して学年部が計画的・組織的に指導を行う。

・授業アンケートは、生徒の声を
聞けるので、実施して頂きたい
・家庭学習が少ないので、課題提
供の工夫等、更に努力されたい
・授業に関しては取り組みが結果
を出しているが、家庭学習への
対策をお願いします。

・３年生は夏休みを利用して、応募前職場見学やオープンキャンパスに参加し、進路情報の収集にあたった。また就職希望者は、
はじめの一歩講座で企業側の求める人材像についても学習した。進学先・就職先での心構えについて、12月19日に外部講師授業
を実施した。
・１，２年に対しては、職業人や大学の入試広報担当者と直接対話ができる形式の進路ガイダンスを
・２年生２学期の進路ガイダンスでは、県の「高校生職業意識形成強化事業」を活用し、企業側、労働者側２つの立場から、働く
計画する。
ことについての講話をしていただいた。職業研究の大切さが理解できたようだ。
・進路報告会（３年生が、１，２年生向けに自分の進路決定の取組について話をする会）において、
・7～９月にかけ、インターンシップ、ジョブシャドウイングを実施。受入れ先の開拓と、生徒にその意義を理解させるのに苦労
企業や学校の紹介、自分の高校での取り組みを入れた報告をさせることで、３年生には高校生活の
した。８月の個人面談で、６月の基礎力診断テストの結果や職場見学等の参加記録を利用。参加記録は期日までに提出できず、
振り返りと４月からの心構えを、１，２年生には進路選択の準備をできるようにする。
利用できていない生徒もある。
・アンケート付きの進路資料を活用し、定期的に自分の進路について考える機会を設ける。
・全校集会、学年集会のおりに進路について話す機会を設けてもらったり、クラスに掲示用のビラを配布したりした。生徒へ伝え
るべきことが他の分野でも多く、情報を処理できていない様子の生徒も多い。

・進路情報が多く提供され、１年
生の早い時期から積極的に進路
学習ができるように工夫されて
いる。
・生徒の進路決定については、大
学・専門学校・企業等と連絡を
取り合い、密なコミュニケー
ションをお願いします。
・公務員講座は、今後更に強化し
て合格者増加をお願いします。
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ＰＬ：特別活動主任

・歓迎遠足では、昨年と同じ場所での実施となり、生徒会が主体となって昨年の反省を生かしながら企画し、昨年よりもきちんと
実施できた。
・６月にリーダー研修会を実施し、文化祭実施に向けて、文化祭企画委員が中心となり、テーマを決定するなどスタートさせ、準
備のための委員会やリハーサルを生徒主体に取り組み、文化祭を成功に導いた。
・部活動では、入部率が、全体では 78.4 ％であり、目標に届いていない。特に、１年生は 76.1％の入部率で男子が 78.2％に対
して、女子は７０．７％となっているので、今後、女子の加入促進を行いたい。
・「保健だより」は４月より毎月発行している。保健委員も計画通り発行している。【学校ＨＰに掲載】
（教員が作るものだけでなく、生徒の手書きによる「保健だより」も発行している）
・保健講話は、１・２年生は１学期に実施した。３年生は、１２月１２日に実施した。

ＳＬ：保健主任
・学校行事及び部活動に
主体的、積極的に参加
する生徒の育成

・歓迎遠足、文化祭の企画運営を生徒会主体で実施する。
・部活動入部率８５％を維持し、集団活動の活性化を図る。
・毎月「保健だより」を発行し、年６回保健委員が作成し、心身ともに健康な体づくりを目指す。
・心身の健康の保持・増進を目的に保健講話を実施する。
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・歓迎遠足については、今年度３学期から実施場所の他校との調整を始め、内容についても検討する
ことから始める。
・文化祭は、来年度もリーダー研修会をそのスタートとし、文化祭終了まで、継続的に実行委員会を
開催し準備を進めていく。
・「部活動紹介」の実施方法を工夫するとともに、部活動の意義を理解させる。また入部の呼びかけ
を年間通して継続するとともに、入部後の生徒の活動状況を把握し、各部の活動に積極的に参加で
きるように工夫する。
・「保健だより」は継続して、月１回発行する。
・保健講話は来年度に向け内容・日程などを検討する。

・生徒、保護者及び学校評議員に対するアンケートで、以
下の項目の評価が４点満点の８２．５％（３．３）以上
ＰＬ：生徒指導主任
（主体性）
（公共心）
〇「集団行動ではルールを守っている」

・ルールやマナーを遵守
できる生活態度の育成

（社会性）
〇「社会生活の中でマナーが守れている」
（社会性）

・就職や進学の試験の際に正しいマナーや服装で臨めるように服装頭髪検査以外の時も日常から全教職
員で指導するように申し合わせ、基準を統一して指導を行う。
・月１回の頭髪・服装検査や集会等で日出総合生の心得（校則）を確認、指導する。
・頭髪服装検査の最終合格率１００％。
・年間２回以上の交通安全・情報モラル講習会・防災避難訓練を実施し、規範意識を高め社会の一員と
しての自覚を促す。
・生徒自身が、[安全・安心な学校づくりに努める」気持ちを持たせる。
・人権教育や教育相談活動を推進し、毎学期のアンケート調査を活用して、いじめや差別の未然防止を
図る。
・ＳＣを積極的に活用し、いじめや不登校の早期発見・早期解決を図る。
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・全校集会等で、公共物を大切に扱う気持ちと自らの学校を奇麗に保つ精神を養うために校内の破損個所の再確認をおこなった。
・各清掃箇所の清掃監督の徹底を図り、清掃時間には毎日人員点呼をおこなうことで掃除をさぼる生徒がいない状況をつくること
により環境整備が整いつつある。
・気持ちの良い挨拶ができる生徒の育成を目的とし、10月実施の校門での挨拶運動、服装指導をおこなったことにより自ら進んで
挨拶ができるようになった。
・「ＨＩＪＩ ＳＯ ＧＯＯＤ プロジェクト」を活用したボランティア活動として、地元大神地区の活性化のため、
大神ＳＵＭＭＥＲ ＦＥＳや大神ふるさと祭りに協力した。
・地域おこし協力隊員との連携活動の強化に取り組んだ。

・挨拶は、お互いのコミュニケー
ションをとる上で非常に重要で
あるので、挨拶の徹底をお願い
・校内外での挨拶や言葉遣いなど、全職員共通理解のもと徹底した指導の継続。
します。
・毎週火・木に実施している登校指導、校内巡視のほかに、1ヵ月間継続した校門での挨拶、服装指導
・校外ボランティア活動において
を行なう。
地域に信頼される日出総合高校
・校内環境を整備するために、校内巡視と合わせ校内での破損個所の再確認を行なう。
となるように、継続的な指導を
・地域が企画するボランティア活動に関しては、早期から生徒に呼びかけ参加者を増やして公共心を
お願いします。
育てる。
・日出総合高校独自の活動は、と
ても評価できますが、生徒全体
の活動であって欲しい。
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○農業経営科
・７月農業クラブ県大会農業鑑定競技園芸の部で最優秀・優秀賞獲得。家畜審査競技で優秀賞獲得。・８月、くじゅうアグリ創生
塾研修として星空討論会参加。・９月、２年生インターンシップ実施。久住チャレンジで小中学生に「糖度測定」の出前授業を
した。・１０月、農業クラブ全国大会農業鑑定競技園芸の部出場。くじゅうアグリ創生塾研修として先進技術ＧＡＰの研修に参
参加した。大分県農業祭に参加。・１１月、文化祭で課題研究中間発表農産物販売をした。
カボチャの栽培・収穫・食味調査等。
○機械電子科
・第14回大分県高等学校ものづくり溶接技術大会の個人の部で、初めて1位を取り、九州大会に出場することができた。・第78回
大分県発明くふう展高校の部で、県知事賞・県教育長賞・県工業連合会会長高賞を受賞した。県知事賞を受賞した作品は、全日
本学生児童発明くふう展に推薦された。・若年者ものづくり競技大会フライス盤部門の全国大会に出場した。・大分県ものづく
り大会旋盤部門に出場した。・第２種電 気工事士に８名合格した。
・第80回計算技術検定４級では、1年生４０名が全員合格した。
○総合学科
・じもたんと育成塾を各学年で実施し、総合学科1学年では、環境アドバイザーの斎藤氏、立命館アジア太平洋大学の轟教授、日
出町役場生活環境課長の梶原氏を講師に実施し、その後の地域の魅力を探るフィールドワークおよびHiji So Good Calendar・
フットパス プロジェクトにつなげていく。２年生では１０月に日出町、別府市、杵築市の行政担当者をお招きし、今後行う地
域研究のため現状について講演をしていただいた。３年生は５月に、杵築市で環境活動を行っている木村氏をお招きし、氏の
取組みを伺い、３年生が行う個人研究の参考にした。・３年生Ｇ１「電子商取引」２６人の授業で、日出町福祉協議会と関係団
体と共同で、高齢者への給食活動に対してランチョンマットなどを作成する取り組みを行っている。各種検定合格率・商業系列
：珠算電卓実務検定（６月）７０．９％、簿記実務検定（６月）５１，２％、ワープロ実務検定（７月）４３．５％、
情報処理検定（９月）台風の為中止

・学校活性化のため、外部と連携しながら様々なプログラムを展開しているが、その準備に労力を要
するため、回数確保が難しい。今後につながるようなルーティンづくりが必要である。
○農業経営科
・日本農業技術検定やワープロ検定、各種資格取得への取り組み。・課題研究発表会実施
○機械電子科
・県内大手の工場見学を２社実施する予定である。・近隣小・中学校にロボット関係の出前講座を
実施する。
〇総合学科
・今年度は全学年で、「じもたんと育成塾」を展開している。学校全体としての取り組みに発展さ
せるため、効果的な方法と内容をさらに検討していく必要がある。
また、生徒をフィールドワークに派遣するための引率者の人数や交通費の問題など年度当初に計
画を立てておく必要がある。・各種検定では振り返り課題や検定前に放課後補習を実施する。
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・機械電子科２年生１０名が大神小学校５年生を対象に２足歩行ロボット操作の出前授業を12月16日に実施予定。
・ＰＴＡ総会、ＰＴＡ報告会の参加率が70.4％と目標に達していない。除草作業・暘谷祭・PTA研修旅行の保護者の参加がトータ
ルで２５３名となり、現時点で年間の目標を達成することができた。PTA新聞なども予定通り発行している。

・学校ＨＰの閲覧数も指数にする
・庶務としては順調に ＰＴＡ 活動が進んでいる。今まで同様にPTA役員さんに協力を依頼していく。
と良いと思います。
・文化祭・日出総ウォーク等の保護者が参加できる行事については、早期に案内を配布して多くの
・３９メール等を利用して、保護
保護者に参加してもらう。
者への連絡を徹底して下さい。
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・ホームページの更新は年間 266 回を超え、多くの情報を発信できた。また学校だよりの発行も毎月発行し中学校へ届け、開か
れた学校をアピールできた。
・１１校の中学校へ訪問し、学校説明会を実施した。また昨年度につつぎ、「オープンスクール」のほかに「親子相談会」も実施
した。
・「糸が浜海水浴場」オープニングイベントに商業部が販売活動を行うなど地域イベントにも積極的に参加した。
・昨年度に続き、「ＨＩＪＩ ＳＯ ＧＯＯＤ ～ 」を合い言葉に各種取組をはかった。

・ホームページを定期的に更新し、情報を発信する。
・近隣の小学校での出前授業を実施する。
・地域貢献の一環としてベンチを製作して寄贈する予定。
・学修成果発表大会の充実を図り、２月に生徒の代表者が近隣中学校で発表会を行う。
・生徒の学習成果を発揮した校外活動を通して、開かれた学校づくりを心掛ける。

ＰＬ：生徒指導主任

・社会性及び公共心の養
成

③地域との連携

ＳＬ：特別活動主任

ＰＬ：各学科主任
ＳＬ：教務主任

・学校評議員及び保護者に対するアンケートで、以下の項
目について、

・学科や系列の専門性を
活かした活動の充実

○「外部と連携し学科や系列の専門性を深める活動が実
施できている」
（専門性の充実）は、評価が４点満点の
８０．０％（３．２）以上。

・授業の中で地域に目を向けさせ、地域に出て行く学習活動及び地域の方が来校する機会を増やす。
・「ＨＩＪＩ ＳＯＧＯ じもたんと育成塾」の活性化。
・異校種との交流を年５回企画。
・各種検定や競技会に挑戦し結果を出す。

○「学校行事を中心に保護者の協力が得られている」
（保護者との連携）は、評価が４点満点の
８０．０％（３．２）以上。
○「学校の活動の様子が十分に発信されている」
（ＰＲ活動の充実）は、評価が４点満点の
７７．５％（３．１）以上。
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・保護者、小中学校、企
業等との連携強化

○「地域からの要請に参加・協力ができている」
（地域とのつながり）は、評価が４点満点の
７５．０％（３．０）以上。

・ＰＴＡ総会の参加率を８０％以上、その他学校行事への保護者の参加延べ人数２５０人以上(在籍生徒
数の半数)
・中学生体験入学の参加生徒数を、１８０名以上にする。
・専門性を活かした進路先につながるようなインターンシップの企画運営。

ＰＬ：庶務主任
ＳＬ：進路指導主任

ＰＬ：教務主任
・開かれた学校づくりの
ための広報活動の充実

・学修成果発表大会の充実を図り、近隣小中学校へ出前授業を行うことで、本校の教育活動を広報する
・行事担当分掌で、ホームページの記事を作成掲載する。
・地域イベントへの協力依頼に積極的に参加していく。

ＳＬ：庶務主任

【成果】
〇指導主事・指導教諭を招聘し、全職員が参加した授業改善研修会を各学期１回計３回実施して、充実した研修会となった。
〇外部講師による講演会、校外登校指導、ＰＴＡや部活動生・生徒会によるあいさつ運動を通して、「豊かな心」の育成を推進して、高校生らしい行動が見られるようになった。

総合評価
〇生徒の進路意識向上のため、資格取得を勧め、意欲的に挑戦する生徒が増加した。また、ホームページ等による本校の情報発信を行うことにより、保護者・近隣中学校・地域に対して、開かれた学校をアピールできた。
次年度への 【課題】
展望等
●更なる「授業改善」に取り組み、基礎学力の定着・日々の学習習慣の確立を図り、生徒の進路目標の達成を目指す。
●各科の課題研究発表会や学習成果発表会・生徒が中心となって活動する特別活動行事を充実させ、社会で活躍できる人材の育成に努める。また、社会性や公共心・他者との協調性を育成する。
●生徒が取り組む活動を、保護者・近隣中学校・地域に発信して、活気があり地域に密着した学校づくりを推進する。

・服装の乱れは、非行の第一歩と
も考えられるので、常にチェッ
クして、高校生らしい服装を心
掛けて頂きたい。
・多欠席・転学者・退学者の増加
が気になります。魅力ある学校
作りをお願いします。
・これからも、頭髪服装検査で、
違反者ゼロを目標に、日出総合
高校が地域に信頼される学校と
なるように頑張って欲しい。
・道徳心を持たせることは大事な
ことです。時間を掛けて先生方
に努力をお願いします。
・ＳＮＳに関するトラブルが心配
です。

・全職員共通認識、共通理解のもと規律ある学校生活の徹底を図る。
・校内外において善悪の判断のできる生徒の育成に努める。
・毅然とした態度で接することにより頭髪服装検査での違反者ゼロを目指す。
・関係分掌と連携し、問題行動の未然防止に努め、迅速な対応と組織的な対応を心掛ける。
・杵築日出警察署や自動車学校等、関係機関と連携することにより安全意識の向上を目的とした講習
会を実施する。
・『平和学習』の実施時期については、熱中症の危険を考えて時期・方法を再度検討する必要がある
・悩みを抱えた生徒を早期に発見するため、担任と生徒支援部との密なる連携を更に構築する。
・公開人権教育ＨＲＡに関しては、近隣の中学校・高等学校からの参加者を増やしていき、連携強化
に努める。

ＳＬ：生徒支援主任

〇「いじめや差別につながる言動はしない」
（人権意識）

・清掃活動では、生徒教師が一緒になって清掃活動を行うとともに、委員長や係で呼びかけあいホーム
ルームや廊下のごみを無くす取り組みを行う。また、日々の清掃活動の中役割の理解及び友人との協
働を通して、公共心の養成を図る。
・いろいろな場面（毎月の頭髪服装検査等）で挨拶、礼法指導に力を入れ、良き社会人となる心構え意
識を育成する。・登校指導時に気持ちの良い挨拶の励行。・ボランティア委員会の呼びかけによるボ
ランティア活動への参加率向上を図る。
・「ＨＩＪＩ ＳＯ ＧＯＯＤ プロジェクト」を活用したボランティア活動の展開を推進する。

・歓迎遠足やリーダー研修会は生
徒が成長するために重要な行事
です。内容を充実させ、実施し
て下さい。
・部活動が未加入の生徒に対して
部活動の魅力を伝える様な、取
り組みや発表の場を作り、目標
達成を目指して欲しいです。
・月１回の『保健だより』の発行
は、必ずお願いします。内容も
充実させて下さい。

・頭髪服装検査における最終違反者が減少した。全校生徒最終合格率98.7%であり1学期末に対し0.4%合格率が上昇した。
・バイク通学生対象の交通ルール、交通マナーの実技講習をおこない交通事故、交通違反、警察による自転車指導、警告ゼロであ
った。
・生徒指導部による全校集会、各学年集会でのSNSの危険性や情報モラルの注意喚起を図ったが、SNSによるトラブルが本校の喫緊
の課題である。
・問題事象の早期対応早期解決のために緊急全校集会を実施し、生徒に善悪の判断と注意喚起をおこなった。
・１学期に続き、２学期にも危機管理意識啓発のための防災避難訓練を実施した。避難時間5分14秒であった。
・ＳＣやＳＳＷを活用して、生徒や職員の心の安定を図る活動を継続した。
・「生徒に関するアンケート」を各学期行い、いじめの早期発見に努め、各専門機関の協力で問題解決に努めた。
・人権教育においては、１年生を対象に８月下旬から９月上旬にかけて、ソニー・太陽インクルージョン・ワークショップを行い
２学期の人権教育ＨＲＡにつながる校外学習を行った。
・『平和学習』を８月、『校内人権教育ＨＲＡ』を１１月、『デートＤＶセミナー』を１２月に実施して心の教育に取り組んだ。
・ＳＮＳ によるトラブル発見・防止のため、ＳＮＳ に関するアンケートを実施して、問題の早期発見・防止に取り組んだ。

〇「学校行事に積極的に参加できている」
〇「気持ちの良いあいさつができる」

学校関係者
評価
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ＰＬ：進路指導主任
・職業人との対話の機会(年４回)を充実させ、仕事への理解を深められるようにする。
・進路ガイダンスを各学年で年２回以上実施する。
・基礎力診断テスト等を用いた基礎学力向上に向けての学習アドバイスを年２回実施する。
・ジョブシャドウイングやインターンシップを充実させ、生徒のキャリア形成を推進する。
・進路目標の決定と確認を早急に行い、進路にかかわる行事に積極的に参加できるように促す。進路決
定後もその後の生活設計を考えるような活動を取り入れる。
・生徒がオープンキャンパス、応募前職場見学等に参加して作成した報告書を見ながらの面談を行う。

次年度の改善策

・iPadや電子黒板を利用すると、
授業にメリハリがっできるので
使用できるよう整備・活用をお
願いします。
・授業機材の整備を行い、生徒の
環境整備をお願いします。

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：各教科主任

分析・考察

・ＩＣＴ研修会は年３回企画し、ＨＰの作成・更新方法、iPad・電子黒板等の操作方法について研修を実施し、情報発信に関する
・ＩＣＴ研修会は年間最低３回は実施し、今年度導入された iPad や電子黒板等に対応できる内容で
共通認識ができた。
実施する。
・授業改善研究会は指導主事・指導教諭を招聘して、充実した研究会となった。全体会では、指導主事より「観点別評価」の取り
・授業改善研究会は指導主事・指導教諭を招聘し、全教科で実施する。
組みについて情報共有することができた。報告書を作成し、参加できなかった先生に還元した。
・互見授業については、期間を長めに設定し、職員が必ず互見するように計画し「スキルアップタイ
・互見授業は、各自に事前に「互見授業旬間シート」を作成してもらい、参観しやすい体制を準備したが学校行事等あり、参観率
ム」「互見授業旬間シート」を併用して参観率100%を目標とする。
は 85% であった。

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：各教科主任

①わかる授業の展開
②豊かな人間性の育成
③地域との連携

・多くの資格取得ができるように
指導をお願いします。
・高校生の出前授業は、地域との
連携に重要な役割を担っている
と思うます。継続的な取り組み
となるように努めて下さい。
・フィールドワークを行う際に、
交通指導は徹底して下さい。
・全学科で各種資格取得や検定試
験合格を目指すような取り組み
をお願いします。
・魅力ある取り組みを行っている
と感じます。
・各学科とも素晴らしい結果が出
ていると思います。

・ＨＰの更新や、出前授業も学校
ＰＲには効果的であり、日出総
合高校の発展につながります。
積極的な取り組みを実践して下
さい。
・『学校だより』の発行は、今後
も継続して頂きたい。
・日出総合高校の情報発信を積極
的にお願いします。

