
(別紙様式３）

・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 ＰＬ：教務主任

ＳＬ：各教科
　　　主任
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・達成(成果)指標である生徒に対するアンケート結果から4点満点で興味・関心(3.3)、助言方法(3.4)、授業満足感(3.3)、達成感(3.3)、アドバイス満足感(3.3)といずれも
指標を達成した。
・ICT研修会は年3回(7月10月12月)実施した。ICT活用による教材作成方法、アンケート集計、大判プリンタの活用、「著作権」講演会、出張還流報告を行い、情報共
有ができた。ICT機器の月1回活用については、アンケート集計から7月51.9%であったが、12月48.9%であった。授業での図書館利用に関しては、99時間、延べ生徒数
2,184名であり、昨年度より利用が増えた。(昨年度69時間　1,844名)
・授業改善研究会は年3回(7月・12月・2月)5教科(地歴公民・保健体育・家庭・農業・商業)提案授業を実施し、いずれもICT機器使用またはAL型授業を行い、参観者の
参考になった。また、授業改善研究会では指導主事を招聘し、最新の教育事情等情報を共有できた。参観できなった授業に関しては、報告書にて還元した。
・互見授業旬間は年2回設定し、1回目のグループごとの問題点を改善し、2回目は「スキルアップタイム」として、各自空き時間1時間を研修時間として設定し、100%達
成することができた。

・ICT研修会については、引き続き実施し、研修で得た知識を今後の授業実践に十分活用して
いく。
・授業改善研究会については、引き続き年3回実施し、提案授業後に参加者全員ですすめる
KJ法を取り入れた内容で実施する。また、指導主事を招聘し、指導助言をいただくとともに、最
新の教育情報を提供してもらい、自身の授業改善に役立てる。
・互見授業については、「スキルアップタイム」方式で引き続き実施し、特に他教科の授業を参
観してもらい、異なった視点からのスキルアップを図っていく。
・授業改善組織委員会を形成し、日出総スタンダートの授業スタイルをさらに確立し、「問い」
「振り返り」を重点テーマとして、実践する。

・ICT機器を使った「授業内容の見える化」は、わかりや
すい授業につながる。授業で学習された事柄が、実際
に活用されている場面を動画で見たり、教室に持ち込
めない実物を見せることでタイミングの良い授業の展
開に結びつき、学力の定着にもつながると思う。
・授業改善研究会等を活用して、生徒の意欲向上につ
ながる授業づくりを今後も続けてもらいたい。
・生徒一人ひとりの個性をみて、きめ細かな指導をこれ
からもお願いします。

・生徒の学習習慣の確立及
び授業規律の徹底

ＰＬ：教務主任

ＳＬ：各学年
　　　主任
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・年2回実施の授業アンケート結果から日出総スタンダードの授業スタイルが定着している。平均2回とも3.5(4点満点)
・年2回実施の家庭学習時間調査は、1回目は時間のみの調査であったが、2回目から「生活記録表」として、個人面談にも活用できる内容に改訂し、実施した。全校
の平均家庭学習時間は、1回目は89分であったが、2回目は、109分に増加した。
・個人面談に関しては、年度当初と長期休業明けに「生徒個人面談旬間」を設定し、早期に生徒の情報を収集することができた。また、それ以外は、スクールカウンセ
ラーと連携し、早期に生徒の情報収集に努めた。
・課題提出に関しては、2回のアンケート結果からともに3.0であった。提出状況がよくない生徒は、学年でも呼び出して理由や学習計画の確認を行った。
・3年生は、受験前の面接指導も含めて、実施できたので、非常に効果的であった。
・課題の提出については、なかなか１００％というわけにはいっていない。長期休み明けには、学年で調査を行い居残りの指導なども行って、提出を促している。
・3年は考査で欠点や欠試のあった者に「卒業に向けた対策シート」を作成を取り組んだ。教科担当や担任と話す機会を作ったことで家庭学習で何をすべきか考えさせ
ることができた。その結果、2学期末に欠点を持っていた生徒の大半が卒業考査で自己最高の結果を残せた。
・長期休暇課題に的を絞り、徹底的に提出を促したことで、提出率が飛躍的に向上した。

・家庭学習時間調査については、年2回「生活記録表」として行い、面談等により活用できる内容、生
徒が取り組みやすい内容を検討する。
・個人面談については、年度当初、長期休業明けに時間を設定して、担任・副担任がより生徒を把握
する時間として設定する。必要に応じて、その内容について、拡大学年会議等を設定し、情報共有を
図る。
・週末課題等の出題・提出について、各教科への調査を実施し、全体への情報共有等を行い、対策を
立てる。
・進路目標にむけ、自分に何が足りないのか、どれだけの成績が必要なのか、具体的に生徒に目標
を持たせ、そのための取り組みの実践を促していく。
・課題提出の状況が教科だけでなく担任をはじめ学年にわかるように提示をしてもらい、協力して指
導にあたる。また、キャンペーン期間を設定し、未提出の者に督促状を渡す、呼び出すといった繰り
返しの呼びかけを実施する。
・考査前の学習計画をより具体的に作成させる。

・課題提出100％にするための生徒へのアプローチを
お願いします。
・班に分かれて課題に取り組み、班の中で共通した答
えや意見をまとめ、全体に発表することで、思考力・判
断力・表現力がより育成され、深い学びにつながると思
う。
・中学校段階までの基礎学力が定着していない生徒に
対して、補習などの学びなおしの機会を与えてもらいた
い。

・就職力、進学力向上に向
けたキャリア教育の推進

ＰＬ：進路指導
　　　主任

ＳＬ：各学年
　　　主任
　　：各学科
　　　主任
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・職業人との対話を、6月12日進路相談会（２・３年）、12月13日と2月14日の進路ガイダンス（２年就職希望者）、2月21日進路ガイダンス（1年就職希望者）において実施した。
・進路ガイダンスは、３学年は6月12日と6月14日に、２学年は12月13日と2月14日に、１学年は11月29日と2月21日に実施した。マナー講習を熱心に聞く姿が見られ、分科会でも進
学するために必要な具体的な話を聞くことができた。
・公務員対策講座を、今年度10月から新たにスタート。（週3回の講座を継続させ、現役合格を目指す）
・３年生の進路達成のため、問題集に取り組ませた。問題集が終了した者用に、就職試験対策の追加プリントを準備した。学科試験のある者は積極的に利用した。
・３年生には、進路フェスタやオープンキャンパス、応募前職場見学に参加させ、そのレポートの提出を義務付けた。目標を持って見学・質問することで自分の適性を判断すること
ができた。
・就職試験一次合格率が過去最高の95.7%（70名受験中67名合格）となった。（昨年88.7%）
・2月上旬には希望進路先内定が100%となった。
・農業経営科では生徒の意識改革のため、１０月に「農業の６次産業化」について外部講師招聘事業を実施。
・機械電子科は、大分県内の大手企業に1年生に２社工場見学を行った。
・ジョブシャドウイングを１年総合学科で７月下旬実施し、目を向けてほしい職種や事業所の中から選ばせたため、新規開拓も出来た。また動機付けやお礼状の書き方など事前研
修に時間を割くことができた。その成果で、欠席者もなく、事業所からのアンケート調査の評価も概ねよかった。

・本校への就職求人倍率が１５．１倍（斡旋就職希望者７２名に対し１０８７名の求人）で超々売り手市
場の状況下、合格内定は容易になっている。昨年度卒業生ですでに３名が離職している現状を踏ま
え、働く意義や職場の厳しさを教えるなど離職率低減のためのキャリア教育の一層の指導が重要に
なる。
・進学希望者に対しては、上級学校への見学・オープンキャンパスへの参加を積極的に行うように促
す指導を強化する。
・公務員希望者に対しては、10月から対策講座をスタートさせたので、より一層の充実をはかる。
・就職や進学の試験に備えて、３月に面接の準備を実践練習を実施する。
・４月の進路希望調査の際に慌てないように、３月中に予備調査を実施し、必要な場合は面接をして
方向性を確認する。
・知っている先輩の話が一番現実味がある様子なので、卒業後１，２年の先輩の話を聞く機会を設定
する。
・ジョブシャドウイング：進路目標がはっきりしていない生徒への対応が必要。

・今年度から始まった「公務員対策講座」を今後、いっ
そう充実させていってもらいたい。
・特に、１年生には就職や進学が遠い将来のことでは
なく、１年も経てば準備をはじめる時期になることがわ
かり、進路に対する意識が向上できたと思う。
・企業等への進路先訪問はよくやっていると思う。今後
もお願いします。

・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 ＰＬ：特別活動

　　　主任

ＳＬ：保健主任
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・達成(成果)指標である生徒に対するアンケート結果から4点満点で主体性(生徒は3.29、保護者3.12)でいずれも指標を達成出来なかった。
・歓迎遠足は、新しい場所での実施であったが、生徒会が主体となって企画を行い、しっかりと運営できた。
・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。
・部活動の入部率が、１年生は83.4パーセント（運動部85人、文化部52人）であるが、全体では76.1パーセント(運動部244人、文化部131人）と目標には届かなかったが、各部活動
ともに活発に活動できた。
・自転車競技部、新体操部、書道部で全国大会に出場した。また総合学科２年生野優翔君（自転車競技部）が日本代表としてアジア大会に出場し、団体種目で優勝した。
・毎月の「保健だより」は計画通りに発行した。朝読書の時間等で読ませることで、生徒の健康な体づくりに役立ったと思われる。生徒が年間6回作成したことや学校ＨＰに掲載した
ことで多くの人に読んでいただけたと思われる。
・保健講話は、講師の先生方の話をしっかり聞いていた。生徒の実態に応じた内容であった。

・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。また、入部の呼びかけを継続するとともに、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」は継続して年度末まで発行する。
・保健講話は来年度に向け内容・日程などを検討する。

・部活動の指導は大変だと思いますが、学校活性化の
ため、今後も是非お願いします。
・体育大会や文化祭、部活動の試合の応援にも来た
が、生徒は一生懸命頑張っていた。生徒が積極的に動
き、自分たちで盛り上げようとしている姿勢が感じられ
た。学校が少しずつ変わりつつあると実感した。
・生徒主体の企画・運営を今後更に充実していって下さ
い。

・ルールやマナーを遵守で
きる生活態度の育成

ＰＬ：生徒指導
　　　主任

ＳＬ：生徒支援
　　　主任
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・達成(成果)指標である生徒に対するアンケート結果から4点満点でルール厳守（生徒は3.43、保護者2.94）、マナー遵守（生徒は3.29、保護者2.94）、人権意識（生徒は3.29、保護
者2.90）で生徒のルール厳守以外は指標を達成出来なかった。
・頭髪服装検査における最終違反者数が減少傾向にあるが（合格率１年98.7％　2年100％　3年98.7％　全校平均99.1％）その場限りの指導にならないように日々の指導と、全職
員の協力と共通理解が必要である。
・警察署による情報セキュリティ対策講習会を実施。また、１年生対象に弁護士による情報モラルの講演を実施したが、全職員の協力と共通理解、保護者の協力も必要である。
・生徒指導部より全校集会、各学年集会でのSNSの危険性や情報モラルについての講話を実施したが、生徒にどのように伝わり理解できるかが課題である。問題発生時の早期
対応は今後も心がけたい。
・警察署による夏季休業前の交通安全講話を実施し、交通ルールｰ、交通マナーについての注意喚起を図り、自転車バイク事故の減少。
・いじめアンケートと個人面談を各学期に行い、いじめの未然防止や解決に努めた。
・毎週金曜日に来校するSCを毎回、４コマ程度に分けて調整を行い、有効活用することができた。
・ソニー・太陽と連携し、インクルーシブ教育の推進に努め、生徒の意識変容に繋げることができた。
・「平和学習（８月）」、「デートＤＶセミナー（１１月）」「公開人権ＨＲＡ（１１月）」を実施し、こころの教育に繋げることができた。

・今現在校内で問題となっていることに焦点をあて、現在の学校事情に沿った生徒指導内規、
生徒心得の見直し。
・校内におけるいじめ、盗難等の危機管理体制強化を関係分掌、学年、管理職、外部関係機
関との連携に努める。また、保護者の協力や理解が絶対的に必要である。
・最低限の基本的生活習慣の確立、ルールやマナー、家庭での躾を保護者に協力依頼。
・いじめアンケートの内容と個人面談の持ち方の検討
・ソニー・太陽への訪問学習の実施時期の検討
・人権教育の三年間を見通した内容の検討と係からの資料の提示

・SNSのモラルや交通安全について警察署に講演を依
頼しているが、適切な事例等をあげながらの内容は生
徒にとっても分かりやすい講演である。これからも続け
て欲しい。
・ＳＮＳの書き込みへのチェックが出来れば、お願いし
たい。
・電車内でのマナーが良くない生徒がいるので、今後も
注意の呼びかけをお願いします。
・町内で見かける生徒の行動は徐々に良くなっている。

・社会性及び公共心の養成

ＰＬ：生徒指導
　　　主任

ＳＬ：特別活動
　　　主任
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・達成(成果)指標である生徒に対するアンケート結果から4点満点で公共心（生徒は3.49、保護者2.91）で生徒は指標を達成できたが、保護者では達成出来なかった。
・校内生活ルールの徹底を再確認し、清掃の際には、毎日人員を確認し掃除をさぼっている生徒がいない状況をつくった。
・生徒指導部より全校集会等で、校内外における行動が他人に与える影響等、校内外におけるマナーについての講話を実施し生徒自らに考えさせた。
・外部から依頼のあったボランティア活動は年間は18件で156人参加した。

・授業準備、授業管理、校則、清掃全てにおいて校内生活のルールを徹底し、全職員、全校
生徒で共通認識のもとおこなう。関係分掌主任がリーダーシップを発揮し声掛けをおこなう。
・美化委員会を活用した美化コンクール、期末大掃除の実施と清掃監督の強化徹底。
・全校朝礼での生活安全委員による呼びかけをおこない、授業中や校内外での挨拶や言葉遣
いなど全校生徒および全職員の共通理解のもと徹底した指導の継続。
・ボランティア委員会を中心に、ボランティア活動への参加を呼びかけ、積極的に参加を推進
する。

・高校生の中には基本的生活習慣ができない者もい
る。社会のルールが守れるよう粘り強い指導をお願い
したい。
・ソニー太陽の「足の不自由な社員」に対して、手助け
をしてくれた生徒さんがいます。大変、感謝していま
す。

・学科や系列の専門性を活
かした活動の充実

ＰＬ：各学科
　　　主任

ＳＬ：教務主任
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●学校全般
・違校種間交流では日出支援学校と２回、大神保育園と２回、また韓国訪日教育旅行団とも交流を持った。
・日出町都市建設課と「都市計画マスタープランの見直し」を題材に、高校生ワークショップを実施した。
・資格取得は全校で延べ８１７資格を取得し、一人あたり１．８０資格と昨年度よりも増加した。
○農業経営科
・外部講師による実技指導、地域の花壇作り、大分空港へのプランタ設置、校内販売実習４回実施。
・農業クラブ：県大会（ポスターの部：最優秀賞、意見発表Ⅰ類：最優秀賞（九州大会出場8月）、意見発表Ⅱ・Ⅲ類：優秀賞、農業鑑定競技園芸の部で優秀賞獲得)。
・くじゅうアグリ創生塾研修として青空討論会・久住チャレンジで小中学生に出前授業。
・大分県畜産公社の新しい設備を見学（1年生）。
・大分県農業祭、高校生の収穫祭に参加。
・課題研究計画発表会・中間発表・発表会（3年生）実施。
・カボチャの栽培・収穫・食味調査等実施。
・資格取得:：日本農業技術検定3級34名合格（51.5%）、ワープロ検定：3級26名・準2級13名・2級5名・準1級1名合格。
○機械電子科
・プロジェクトの一環として製作したベンチを地元の小中学校に寄贈した。
・電気工事士や技能検定2・3級や溶接技能者評価試験専門級・基本級に挑戦して、放課後、補習をして高い合格率を得た。
・大分県高校生ものづくり競技大会普通旋盤部門に出場して、県で2位になり、若年者ものづくり競技大会フライス盤職種にも県代表として出場した。
○総合学科
・1学期に実施した３年生の「じもたんと育成塾」は、地元で活動されている環境アドバイザーを県から派遣してもらい、地域の水資源など環境問題について講演してもらった。「じも
たんと」に概ねの生徒が関心を持ったとの結果が得られた。講演では、地域研究だけでなく、3年生の卒業研究に役立つ情報なども盛り込んでもらい、生徒に好評であった。
・２学期に1年で実施した「じもたんと育成塾」では、糸ヶ浜プロジェクト代表者の早水氏に「地域の魅力を探る」というテーマで事前に講師に学校側の意図を伝えて、大神ガイドマッ
プ作製についてなど講演をしていただき、日出町在住でない生徒にも日出町に関心を持たせることができた。（アンケート結果で、地域に関する関心が７５名中、３２名がとても高
まった、３８名がまあまあ高まった、という結果がでた。）
・3学期のHiji So Good Calendar Project（日出町の魅力を知り、カレンダーにしてみんなに伝えよう）につなげることができた。全生徒が、授業の一環として、日出町の各地域に班
別に取材に出かけるという校外学習を実践することができた。学校のマイクロバスを利用することで、交通費を最小限に抑えることができ、地域の高校活性化支援事業の予算か
らカレンダー作成費用を捻出することができた。

●学校全般
・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
・農業クラブ活動の充実。・各種資格取得の合格率の向上。
・校内外行事への積極的な参加。
・外部講師による実技指導、校外研修の実施。
・課題研究の充実
○機械電子科
・機械・電気機器の設備が不足または老朽化している。
・いろいろな行事があるため、放課後の補習時間の確保がむずかしい。
○総合学科
・１年の「じもたんと育成塾」はHiji So Good Calendar Project という日出町でのフィールドワークにつ
なげることができたが、３年の卒業研究のテーマ設定に生かすためには、開催時期の検討が必要。
・２年の「じもたんと育成塾」は現在取り組んでいる地域研究の講評を予定しているので、来年度に向
けて、３年間を見通した計画を立てていきたい。
・Hiji So Good Calendar Project を継続するためには、各地域に分かれて取材をするための指導者
（引率者）や印刷費などの予算の確保が必要になる。
　＜商業科＞
・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している。また、各種競技会においては
他校の商業科とは異なり、系列としての商業教育ゆえに商業科目に取り組む時期も遅く、更に競技
会に準じた部活動も存在しないので上位入賞は現実的に難しいが、目的意識のある生徒を系列内か
ら募り、地道に基礎固めを行っている。

・保育園や支援学校など異校種との交流は、生徒に
とって得るものが多いと思うので、今後も続けてほし
い。
・地元を愛し、地元に就職して、地元の将来を担う生徒
を多く育てて欲しい。
・日出町やJAと連携し、三つの学科の専門を活かし、
学校をあげて日出町産のカボチャをプロデュースする
取組をとおして、本校が地元に愛される学校になって
欲しい。さらには将来、提案した加工食品が商品化さ
れ、日出町だけでなく大分県下にも知られるようになっ
て欲しい。
・各種検定等でスキルアップして生徒が自信を持って
進学・就職できるようにこれからもお願いします。

・保護者、小中学校、企業
等との連携強化 ＰＬ：庶務主任

ＳＬ：進路指導
　　　主任
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・ＰＴＡ活動への保護者の参加数は、１回目の除草作業の１４２人、２回目の除草作業が６６人、暘谷祭が４４人、研修旅行が２６人、日出総ウォークの炊き出し２５人
で、合計３０２人と目標（２５０人）をクリアできた。
・中学生体験入学の参加生徒数が188名で、昨年度並みを維持することができた。
・オープンスクールのほかに今年度新たに「親子相談会」を実施し、46名の参加があり、学校のPRができた。
・インターンシップは、将来就きたい仕事を視野に入れながらインターンシップ先の選定を時間をかけて行い、２年総合学科で７月下旬、２年機械電子科で７月下旬、２
年農業経営科で９月上旬に実施した。実施率は農業経営科で２５％、機械電子科で９０％、総合学科で１００％だった。

・庶務としてはＰＴＡ役員や理事、その他の保護者の協力で年間行事が順調に進んでいる。
・中学生体験入学の参加生徒数を昨年度(188名)レベルで維持する。
・インターンシップ：専門分野受入事業所の開拓、受入事業所の拡大、実施時期・期間の検討
が必要である。

・近隣の神社の清掃を野球部の生徒が一生懸命に
やってくれている。このような生徒と地域が結びついた
活動を、今後とも続けて欲しい。
・生徒会や部活動を中心に、学校から国道沿いのコン
ビニまでの通学路の落ちているゴミを集めるボランティ
ア活動を今後も続けて欲しい。
保護者と協力して、学校づくりに邁進してもらいたい。

・開かれた学校づくりのため
の広報活動の充実

ＰＬ：教務主任

ＳＬ：庶務主任
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・達成(成果)指標である保護者に対するアンケート結果から、4点満点で専門性の充実3.17(3.4の割合86.3%)、保護者との連携3.09(3.4の割合85.1%)、PR活動の充実
3.08(3.4の割合82.9%)、地域とのつながり2.96(3.4の割合76.9%)であった。
・学修成果発表会の開催時期を例年と変更し、保護者15名参加のもと1年から3年までの成果発表を行った。近隣中学校２校、小学校１校に出前授業を行い、本校の
教育活動を紹介することができた。
・ホームページの更新は、2/12現在で144回である。また学校だよりの発行も毎月発行し、日出・杵築地区および別府地区の中学校にも毎回届け、情報提供を行っ
た。また、杵築のど～んとテレビなどのメディアと連携し、学校の情報発信を行うことができた。
・のべ14校の中学校へ訪問し、学校説明会を行った。また、杵築中、日出中2校のＰＴＡの視察を受け入れ、学校のＰＲを行った。
・「HIJI SO GOOD　～」を合い言葉に各種取組を図った。
・ＰＴＡ新聞「ＮＥＷ日の出」も広報委員を中心に活発に進められており、予定通り発行できた。

・学修成果発表会に保護者に引き続き、近隣中学校の生・企業関係者に案内を出し、生徒の活動の
場をさらに発信する。
・これからも依頼された行事や学校説明会等には進んで参加し、開かれた学校への活動を行う。
・ホームページやテレビ、新聞での情報提供をさらに行っていく。
・オープンスクール、親子相談会の取り組みを継続し、内容を充実させる。
・ホームページを定期的に更新し、情報を発信する。
・杵築ど～んとテレビで制作した番組のDVDを、今後の学校紹介に活用していく。
・ＰＴＡ新聞については、次年度は少し発行数を増やして、近隣中学校に１部づつでも配布することを
考える。

・ケーブルテレビを活用した学校紹介を今後も継続して
もらいたい。（できれば日出・別府にも広げてもらいた
い）
・親子相談会の取り組みも継続してもらいたい。
・この取組が、地域の中学からの入学者増につながる
事を期待する。

・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、昨年度（187名）レベルで維持する。
・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。

・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なう。
・全職員が参加する授業研究を、各学期に２教科ごと年３回行なう。
・互見授業期間を年２回設定し、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。
・家庭学習調査時間を年２回行ない、その資料を活用した個人面談を各
学期に１回実施する。
・課題等の提出率１００％をめざす。

・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。

総合評価
次年度への展望等

【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。

③地域との連携 ・学校評議員及び保護者に対するアン
ケートで、以下の項目の評価が４点満点
の８２．５％（３．３）以上。
　　「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）
　　「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）
　　「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）
　　「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）

・学修成果発表大会の充実を図り、近隣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。
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・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。

達成(成果)指標 取組指標

・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８２．５％（３．３）以
上。

　　「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）
　　「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）
　　「わかる・できた・楽しい授業である」
（満足感）
　　「基礎学力が身に付いたと感じる」（達
成感）
　　「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、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。
　　「学校行事に積極的に参加できている」
（主体性）
　　「気持ちの良いあいさつができる」（公
共心）
　　「集団行動ではルールを守っている」
（社会性）
　　「社会生活の中でマナーが守れてい
る」（社会性）
　　「いじめや差別につながる言動はしな
い」（人権意識）

・歓迎遠足、体育大会、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。

・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。
・年間２回以上の交通安全、情報モラル講習会等を通して、規範意識を
高め社会の一員としての自覚を促す。
・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。

次年度の改善策 学校関係者評価

②豊かな人間性の育成

学校名  　　　　　大分県立日出総合高等学校

分析・考察

①わかる授業の展開

重点的取組
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価

重点目標

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

前年度評価結果の
概要

・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（月１回の全校朝礼等）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。
・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。

【成果】
〇３回の校内研究授業や互見授業をとおして、職員全員が「授業改善」の工夫を行い、「分かる授業」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。
〇ホームページの更新、学校だより(ＯＮＬＹ　ＯＮＥ)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、上位の資格取得等にチャレンジしていく生徒を育成する。
●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。

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。

中期目標学校教育目標

　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。

平成３０年度学校評価（年間評価）


