
(別紙様式３）

・各先生方の対応事例などの情報交換する。（教務）

・各授業において「私語や忘れ物、授業遅刻などしない」ことの重要性を認識させる。
（教務）

ＰＬ：教務主任

ＳＬ：各教科主任

・授業改善に向けて、様々な取り組みをしている。結
果につながるよう、頑張って欲しい。

・授業遅刻の生徒は固定化しているようだ。ペナル
ティーを与えてはどうか。

・授業研究を年３回実施し、授業改善を推進し、生徒の学習意欲・態度を向上させる
（教務）

ＰＬ：教務主任

ＳＬ：各教科主任

・互見授業等をとおして、アドバイスシートを活用す
るなど、前向きな取り組みが評価できる。

・成績下位の生徒の対応に追われて、上位の生徒
が伸ばせていないようである。

・低学年からの進路意識を高める工夫を。

・定期的にノートや課題を提出させ、ノート提出後にアドバイス(アドバイスシートの利用)
を記入して返却する。（教務）

・週末課題を学年ごとに課し、学び直しの機会を与え、基礎学力を身につけさせる。（進
路指導）

・「課題を課す」→「家庭学習」→「確認テスト」→「基準に満たない者のフォロー指導」の
サイクルを確立させる。（進路指導）

ＰＬ：進路指導主任

ＳＬ：各学年主任

・生徒アンケートからも、提出物についての指導は評
価できる。

・家庭学習時間が少ないのは問題である。学習内容
や時間を記入させるノートなどを作らせてみてはどう
か。

・１年生を中心に「仲間づくり」を意識させる取り組みを学期に１回以上実施する。(生徒
支援)

・充実した人権学習ＨＲを学期に１回以上実施する。(生徒支援)

・頭髪服装検査の徹底を図るため、学年団全教員で一人の生徒を確認する方法をと
り、指導部検査の減少を図る。（生徒指導）

・美化委員会の活動を活発にし、学期１回の美化コンクール等を通じて学校美化を向上
させる。（生徒指導）

・体育大会、文化祭に１学期から取り組み、素案を７月末までに作成する（特活）

・部活動の加入率８５％以上を目指す（特活）

ＰＬ：生徒指導主任

ＳＬ：特別活動主任

・生徒アンケートから、学校が楽しいという項目の評
価が高い。楽しく学校に来るのが一番なので、良い
と思う。

・体育祭、文化祭を見に来たが、生徒が一生懸命に
取り組んでいる様子がうかがえる。

・入部率の目標値には届いてはいないが、80％を越
えているので悪くはない。

・自転車競技部など伝統的な強豪校である。この伝
統を維持、発展させて欲しい。

・発表会など生徒の集まったときの私語が気になっ
た。何度も繰り返し指導するしかない。

・家庭訪問(１、２年生は原則、年１回)や保護者面談を通して、保護者とのつながりを密
にする。（各学年・生徒支援）

・PTA総会やPTA広報紙でPRを行い、あいさつ運動への協力をお願いする。（庶務）

ＰＬ：各学年主任

ＳＬ：庶務主任

・家庭訪問の実施率がほぼ100％で良いが、定期的
な保護者との連携にも取り組んで欲しい。

・授業担当者会議での情報と心理検査の結果をリンクさせ、面接期間を学期に１回設
定する。（生徒支援）

・ＨＲ担任の業務を整理し、生徒と向き合う時間を確保。（生徒支援）

・全教員を３学年一組に振り分け、交代で毎朝の挨拶運動と昼間の校内巡視を行う。
（生徒指導）

・各部活動、生徒会で曜日を決めて挨拶運動を行う（特活）

・生徒の心に響く講演会を年間２回実施する。（生徒指導）

・基本的な生活習慣の確立や、健康に気をつけさせ、気になる子には声をかけ、相談
活動に努める（保健）

・一人年に１回以上研修に参加。（生徒支援）

ＰＬ：生徒支援主任

ＳＬ：生徒指導主任

・「心の教育」について様々な取り組みをやってい
る。結果につながるように,今後も続けて欲しい。

・講演会に企画は良いが、事後指導で、感想の共有
ができるようにした方が良い。

・生徒指導部通信「天知る地知る」は良い取り組み
である。

・愛宕神社の清掃ボランティアには大変感謝してい
る。今後もお願いしたい。

・大神駅までのクリーンアップ運動も定着している。

・PTA連絡会の日程を下げ、PTA総会の欠席者へ参加依頼を徹底する。（庶務）

・保護者に生徒の心に響く講演会を案内し、参加を促す。（生徒指導）

・学校だよりや学年だよりを考査ごとに発行し、保護者や地域(回覧板等を利用)に配布
する。（各学年主任）

ＰＬ：庶務主任

ＳＬ：各学年主任

・更新回数が増えて良いが、トップページの変化が
ない。中学生や保護者との窓口である。工夫すべき
でる。

・更新のないバナーやコンテンツは削除するなどし
た方が良い。

・クラスだよりで学校の様子がよく分かる。

・ＰＴＡ主催行事(PTAバザーや研修会など)への参加率を上げるよう、学年と協力して取
り組む（庶務）

・昨年度実施したウォークラリー時の豚汁の炊き出しを継続する（庶務）

ＰＬ：庶務主任

ＳＬ：各学年主任

・学校行事に多くの保護者が参加をしていて驚い
た。先生方もＰＴＡ活動に協力してくれるので、やりや
すい。

・除草作業の後に、懇親ソフトボール大会を開催す
ることができた。

・山香農業高校との連携を密にし、統合に向けた農場運営に取り組む。

・山香農業高校と合同で農産物販売実習を実施する（文化祭・農業祭等）。（農業経営
科）

・機械電子科のＰＲを兼ねた「ものづくり教室」を、昨年度より回数を増やして実施する。
（機械電子科）

・1/17（土）に日出暘谷としては、最後となる生徒研究成果発表大会を発表内容のレベ
ルアップと、多数の保護者参観の増加等をめざし実施する。（総合学科）

ＰＬ：各専門科主任

ＳＬ：総合学科主任

・生徒研究成果発表大会の企画は大変良い。外部
の方にも多くの参加を呼びかけてはどうか。

・発表する生徒が様々なテーマをもって研究し、堂々
と発表する姿がすばらしい。

平成２６年度学校評価（年間評価）

・アンケート調査により生徒の状況・職員の対応の仕方などの共通理解を持つことができたが、完全には統一
した対応をすることはできていない。（教務）

・ほとんどの生徒は「授業遅刻」をしないことの重要性を認識できるようになったが、まだ認識が不十分な生徒
もいる。（教務）

・生徒対応をより公平に統一させるために、全職員共通かつポイントを絞った指導
の基準を提示する。（教務）

学校名    大分県立日出暘谷・日出総合高等学校

前年度評価結果の概要

【成果】
○昨年度の課題を解決すべく「学校生活改善プロジェクト」を打ち出すことができた。生徒指導面・学習指導面を一体的に指導し、毎日が充実し、生き生きとした学校生活を送れるような取り組みを提案することができた。
○各教科担当の様々な指導により、提出物に対する生徒の意識には高いものがある。「課題提出をほとんど期限内に提出している」の評価項目が４点満点で３．５点と高い数字を示した。当たり前のことを、なお一層徹底していきたい。
【課題】
●基礎学力の向上も早急に取り組むべき課題ではあるが、その前に学習環境を整え、授業規律を確立することが急務である。１時間の授業でしっかりと説明を聞き、ノートをとり、理解する喜びや満足感を得られるような授業展開を構築したい。
●厳しさと同時に優しさを持って、生徒を感化しながら積極的な生徒指導が必要である。情熱を持って生徒と向き合い、規律正しい生活態度や学習習慣を啓蒙し、学校での規律正しい生活リズムを定着させる必要がある。
●学校行事等については「学校新聞」や「学校ホームページ」で発信をしてきたが、外部から十分な評価を得られていない。外部報道機関を利用するなど、新たな情宣活動に取り組みたい。

学校教育目標 中期目標 重点目標

①「学習規律」及び「学習習慣」の確立
　（学校生活改善プロジェクトの遂行）

・生徒に対する以下の授業アンケー
ト項目の評価で３．２以上。
　（４点満点）

　　「生徒への対応(私語や忘れ物、
授業遅刻などへの注意)が適切であ
る」
　
　　「生徒の学習意欲・態度を向上さ
せる授業を行っている」

　　「定期的な課題チェックや適切な
アドバイスを行っている」

・授業時に適切な生徒対応を心がける。

・確実に提出物を提出させ、課題チェックや
適切なアドバイスを心がける。

・教科を超えた授業研究をすることにより自分の授業の改善点を知ることができた。また反省会での議論・意見
交換で他教科の見方や考え方を知り、多角的な視点が持てた。
（教務）
・教科内の互見授業については、時間の関係もあり不十分である。実施できるための工夫が必要である。（教
務）

・次年度も学期ごとの授業研究を計画的に実施する。（教務）

・より的確な助言が求められるよう、アドバイスシートの内容を精査する。（教務）

・成績上位者の意欲向上に向けた意見交換を実施する。（教務）

・週末課題については、未提出者は減少してきているが、部活動生の提出がよくない。顧問と連携を取り指導
して行く必要がある。（１年部）

・課題の未提出者については、居残り指導を計画したが、徹底せず、うまく機能しなかった。　（２年部）

・週末課題の取組は各学年でばらつきがあり徹底しなかった。（進路指導）

・朝礼前１０分就職・進学対策の小テストを毎日実施した。チャレンジクラスはより熱心に取り組んだ（３年部）

・定期的に練習が休みになる部活動については、顧問と連携を図り放課後指導
を、実施したい。（１年部）

・各教科から定期的に提出状況の一覧表を出しもらい、取り組みの悪い生徒は個
別指導をしていく。（２年部）

・３年間の基礎学力向上計画を立て、教材を準備し、進路実現へつなげる。（進路
指導）

・学習意欲や学習態度の向上につながる
授業を心がける。

2

重点目標 達成(成果)指標

2

2

3

　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。

・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。

評価

ＰＬ
ＳＬ

重点的取組 取組指標

（学校生活改善プロジェクトの遂行）                       （開かれた学校づくりと地域との連携）
　　①「学習規律」及び「学習習慣」の確立　　　　　　　　③「学校開放」と「学校広報」充実
　　②「思いやりの心」と「規範意識」の向上
（キーワード）　　①一体感　　②凡事徹底　　③レベルアップ

学校関係者評価
分析・考察

次年度の改善策
自己評価結果

③「学校開放」と「学校広報」の充実
　（開かれた学校づくりと地域との連携）

・外部評価アンケートの以下の項目
で３．２以上。
　（４点満点）

　　「学校行事や生徒の様子がよく分
かる」

　　「校内及び校地周辺の環境整備
ができている」

・保護者がPTA総会のほかに年１回
は学校行事に参加。

・学校だより・学年だより等をとおし
て、情報発信に努める。

・農産物販売やものづくり教室の実
施。

・決まりを守り、秩序ある楽しい学校生活
が送れる環境を整える。

・保護者と連携・協力を密にとりながら生徒
指導を行う。

・生徒とのふれあいをとおして、心の通った
人間関係を構築する。

・学校行事や生徒の様子が分かるように情
報発信する。

・ＰＴＡと協力し、学校行事を更に活性化す
る。

②「思いやりの心」と「規範意識」の向上
　（学校生活改善プロジェクトの遂行）

・校外へ向けて出前授業や農産物の販売
をとおして、学校ＰＲを行う。

・生徒に対する以下の生活アンケー
ト項目の評価で３．２以上。
　（４点満点）

　　「多くの友人と楽しい学校生活が
送れている」

　　「学校行事や部活動へ積極的に
参加している」

　　「ルール(校則)を守って学校生活
を行っている」

・１、２年生の家庭訪問を原則１０
０％実施。

・生徒との個人面談を担任、副担任
で年間３回以上(生徒一人当たり)。

・ものづくりスペシャリスト体験講座（１０月）、産業教育フェア「ものづくり教室」（１１月）、大神小学校「出前授
業」を実施した。いずれも好評であった。（機械電子科）

・1/17（土）に日出暘谷としては、最後となる生徒研究成果発表大会を実施し、多数の来賓、保護者が参観し、
好評を得ることができた。(総合学科）

・山香農業高校との連携を図り、来年度の農場会計を含めた農場運営計画を作成することができた。また、山
香農業高校で伝統的に継続実施してきた「農産物販売」を日出総合高校で引き継ぐ準備ができた。（農業経営
科）

・来年度は、産業教育フェアでの「ものづくり教室」がないので、それに代わる「もの
づくり教室」を検討したい。（機械電子科）

・来年度は、農業・工業・総合学科３科合同による生徒研究成果発表大会を実施
する。名称変更と平日開催に変更し、更なる活性化をめざす。（総合学科）

・来年度は３学年が揃い、山香農場での農場実習が毎日行われる。効果的な農場
利用及び円滑な農場運営ができるよう取り組みたい。（農業経営科）

・頭髪服装検査について、教員一人ひとりが日々自分自身に妥協しない強さが必要になる。来年度も、学年団
のチームワークを重視していきたい。また、学年主導で生徒を見るという気概でお願いしたい。（生徒指導）

・美化コンクール後、美化意識を持った清掃活動につなげるための、広報などを生徒会や委員会と連携して行
うことができなかった。（生徒指導）

・1年生を中心に「仲間づくり」を意識させる取組は学期に1回は実施できた（生徒支援）

・人権学習HRAは学期に1回実施できた（生徒支援）

・生徒会・生徒会担当・各係でリーダー研修会（６月）から取り組み始め、計画的に行うことができた。（特活）

・暘谷祭準備日程に無理があった。一連の流れの中で雰囲気を高めていく日程になっていなかった。（特活）

・ＨＲ、全校集会、学年集会、面接週間などあらゆる機会で加入を促す。（特活）

・生徒会用ベンチコートを購入してもらえたので、年間を通じての取り組みが行いやすい状況になった。（特活）

・各部によるあいさつ運動は継続できなかった。リーダーの育成、自分たちの手による学校の活性化に果たす
役割の大きさを自覚させるためにも、生徒会とコラボでの取り組みを続けたい。（特活）

・生徒指導部として、日々の服装について、個別に十分な指導ができるように時間
をとりたい。（生徒指導）

・美化コンクールは、しっかりと意識付けをし、学期のできるだけ早い時期に実施し
たい。（生徒指導）

・１年生を中心に「仲間づくり」を意識させる取り組みを学期に１回以上実施する。
(生徒支援)

・充実した人権学習ＨＲAを学期に１回以上実施する。(生徒支援)

・体育大会－中間考査－暘谷祭という流れの中で考査期間と準備期間が重なら
ない日程調整を行う。（特活）

・各部顧問だけでなく、全ての職員が部活動での取り組みが、本校活性化にとって
大変重要であるという共通理解のもとでの取り組みを行う。（特活）

・学校での活動の正確な充実度を計るため、取組指標を「部活動や生徒会への加
入率８５％以上を目指す」に変更する。（特活）

・予餞会、芸術鑑賞会の実施について検討する。（特活）

・指摘のあった「授業態度」や「集会時の集合や態度」の改善にも、部活生の意識
を高めることから始めてみたい。（特活）

・担任団を中心に保護者との連携を密に図り、指導してきた。学校を休む生徒もいなくなり、来年度も頑張って
いけたらと感じる。（１年部）

・実施することができた。（２年部）

・進路決定のための三者面談を実施。保護者の意見をたくさん聞くことができた。（３年部）

・ＰＴＡ総会・広報紙で連携・協力できた。(庶務）

・進路決定に向けた取り組みとして、３者面談を実施し、考えをすりあわせながら、
取り組んでいく。（２年部）

・継続してPTAとの連携・協力を図る。(庶務）

・朝、昼の校内巡視を全教員に割り当て、毎日の活動ができるようになった。（指導）

・９月に「基本は元気なあいさつから」と題し、大畑誠也氏の講演を実施した。生徒は、大きな声で挨拶、大きな
声で返事、大きな声で校歌など、基本的なことの大切さを学ぶことができた。（生徒指導）

・１２月に小野晋也氏の講演を実施した。生徒や教員にも、講演の内容が涵養するように、生徒指導通信等を
利用して継続的に呼びかけた。（生徒指導）

・１・２学期に面接期間は設定できたが、担任の業務により面接実施に差が生じた（生徒支援）。

・職員会議で必要な生徒の情報交換はできた（生徒支援）。

・担任の業務の整理は進まず、生徒との向き合う時間が少なかった（生徒支援）。

・校外研修は、延べ46名参加した（生徒支援）。

・朝、昼の校内巡視を全教員に割り当て、毎日の活動ができるように継続したい。
（生徒指導）

・生徒の講演を聴く態度の改善が必要。また、講演会は継続して、実施したい。
（生徒指導）

・面接期間を学期に１回設定し、期間中は行事を入れないようにする（生徒支援）。

・職員会議や朝礼時を使い、生徒の必要な情報は共有するように努める（生徒支
援）。

・担任業務の整理を行い、生徒と向き合う時間の確保をする（生徒支援）。

・ＰＴＡ連絡会（総会に不参加者対象）の参加依頼は継続して行う。（庶務）

・保護者の来校意識を確認するため、進路ガイダンス等と総会参加等をリンクして
参加者統計を取る。（庶務）

・学年通信を継続して発行し、年間の行事計画を早めに、保護者へ連絡すること
で、ＰＴＡや活動に参加しやすくする。（２年部）

・暘谷祭バザー・ウォークラリーなども参加者が多く、成功した。(庶務）

・学校行事等に積極的に参加出来る様な取り組みは出来ていなかった。努力不足である。（１年部）

・本年度の取り組みを継続して行う。(庶務）

・生徒の様子を伝えるような取り組みを行いたい。（ホームページの充実等）（１年
部）

・ＰＴＡ連絡会は昨年度の20人から35人と参加者が増加した。(庶務）

・最低でも考査ごとに学級便りを発行。（１年部）

・考査ごとに学年通信を郵送し、学年の様子、成績状況、学校行事の連絡をおこなった。（２年部）（３年部）
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