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令和２年度学校評価（　年間評価　）
学校名　　　大分県立日田高等学校

前年度評価結果の
概要

〇授業改善
　　（取組）目標（付けたい力）の達成をねらった発問の工夫・授業互見、管理職による授業観察、・校内授業研究会、入試問題研究の実施　　（成果）９６％の生徒が「（教員の）質問によって思考が深まる」と回答　　（課題）家庭学習時間の確保・生徒の自主的な学習態度の育成・課題の「質」と「量」のバランス・教員個々の授業スキル向上

〇SSH事業・キャリア教育
　　（取組）SSH事業（探究講座や課題研究）の計画的展開・市役所、地元企業と連携した有機的、継続的な指導・県教委主催の各種事業への多数参加　　（成果）最難関大学合格１名、難関大学合格６名を含む１０７名が国公立大学合格・私立大学や公務員合格等における生徒の第１志望の進路目標達成・９０．４％の生徒が「進路意識が高まった」と回答
　　（課題）上位者指導（最難関大学）を含めた日田高校独自の組織的、計画的な進路指導方法の確立・ＳＳＨの取組の日常の学びへの還元・SSHの取組に関する「様々な取組をこなすこと（広く）」から「振り返り・落とし込み（深く）」への重点移行 SSH事業の時間対効果を踏まえた「量」から「質」への転換

〇安全・安心な学校づくり
　　（取組）学校生活アンケートの実施・「スマホ・ケータイ安全教室」「薬物乱用防止教室」等の研修実施　　（課題）SNSによるトラブル発生⇒「ネットトラブル防止教室」の早期実施・教育相談や生徒指導等の分掌間の円滑な連携・人権教育の深化・いじめ対策委員会の定期的開催及び有事の際の早期開催・生徒情報共有の徹底教員個々のカウンセリング能力向上・面接旬間の効果的運用

〇本校の魅力発信
　　ＳＳＨナウの作成及び日田市内の小中学校、日田市外の近隣の小中学校や行政機関、公共施設等への配付・学校ＨＰのオンタイムでの更新及び利用者の利便性を高める工夫、改善

学校関係者評価
考察・分析

次年度の改善策

自己評価結果

評価
重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標

ＰＬ
ＳＬ

重点目標

１　授業改善・探究活動による学力向上とキャリア教育の推進
２　特別活動・心の教育による心豊かで剛健な人間育成の推進
３　地域連携・情報発信による期待され魅力ある学校創りの推進
４　働き方改革によるワークライフバランスの取れた職場づくり

１　授業改善・探究活動
による学力向上とキャリ
ア教育の推進

〇授業アンケート（７月
と１１月実施）において
「授業内容が理解でき
る」と回答する生徒の
強い肯定の割合５０％
以上

〇学校生活アンケート
（７月と１１月実施）にお
いて
「自分の進路に関心を
持ち、将来の職業や生
き方について進んで考
えている」と回答する生
徒の割合１００％

１－１　授業改善の推
進と探究活動の充実に
より、学力を向上させ
る。

・毎授業時間に、生徒の思考を促す発問を行い、ペ
アで協議し意見発表する場面を設定する。

ＰＬ：指導教諭
ＳＬ：教務主任
　　　教科主任

・キャリア教育によって、一人一人の進路意識を高揚させ、地域の魅力を多
角的に分析・評価し、地域の活性化につなげてほしい。
・生徒が自ら考え課題解決の取り組みは、日田高校の強みである。
・SSをもっと活用し、地域の方とSSとが連携できる活動を期待しています。
・今学んでいることとのつながりを知るためにも地域等との結びつき、体験
型参加を進めてほしい。

１－３　キャリア教育の
充実により、学習意欲
の高揚と進路志望を実
現させる。

・地域の行政機関や企業等と連携し、ＳＳ探究科目
（地域探究Ⅰ・Ⅱ等）に取り組むとともに、県教育委
員会や日田市主催の各種事業、夏のボランティア
体験等への積極的な参加を推進する。

ＰＬ：研究主任
ＳＬ：進路指導主任
　　　学年主任

・１月に実施した地域探究Ⅰ（１年），地域探究Ⅱ（２年）における課題研究の学年発表会
に、連携行政・事業所の方々に参加してもらい、指導、助言をいただいた。
・県教委主催の「グローバルリーダー育成塾（年３回実施）」には延べ８５名が参加し、「学
ぶ力向上ゼミ（難関大受験者用講座）」には１、２年生の２４名が参加した。

・地域探究では，地域課題の発見・解決に向けて，さらなる探究活動を進めていき，地域
に提言を行っていく。
・地域の事業については，様々な状況を鑑み，可能な限り積極的に参加していく。
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達成指標である「授業内容が理解できる」については、１１月アンケートでは強い肯定４
０％、肯定的回答が９４％であった(７月より５％上昇）。同アンケートにおいて、「先生の説
明は分かり易い」は強い肯定６９％、肯定的回答９９％であった。この項目間の差は、教員
の説明を聞いてその場では理解できるが、その学習内容が復習や課題での学習を通して
定着に至っていないケースがあることが考えられる。

授業の分かり易さ・授業内での理解においては一定の成果が表れていると判断できる
が、「理解」が「定着」につながるような家庭学習に対する指導や支援についても工夫の余
地がある。解決策として、ICTの活用を通して、生徒一人一人の学習を「個別最適化」して
いく研修、授業と家庭での学習を結び付けていくための手法の研修等が考えられる。

・基礎基本の徹底やＩＣＴの活用でこれまでにない学習方法が広がること
で、学習意欲の向上、学力向上を期待します。
・ICTを活用し個々の理解に応じた家庭学習を期待したい。
・家庭学習が重要であり、そのためには家族の理解が必要となります。
・習熟度の個人差に合った授業の改善を今後も望みます。

１－２　難関大学への
合格を支える指導・支
援体制のもと、高い志
を育む。

・難関大学志望者集会を各学期１回以上実施する。
・入試問題研究や指導法を教科で検討し、計画的
かつ効果的な指導方法を教科で共有する。

ＰＬ：進路指導主任
ＳＬ：学年主任

・２年生の難関大志望者集会を６月に実施した。３年生の難関大志望者集会を兼ねて卒
業生からの講話を８月に実施した。
・入試問題研究は、九州大学について５月に報告書を作成した。おもに東京大学につい
て、９月に報告会を実施し、分析･研究した結果を全職員で共有した。
・２月には共通テストの結果報告会を、３月には進路指導総括の進路報告会を行う。

難関大志望者をグループとして意識づけする取り組みを進めたい。１･２年生は1月の駿台
全国模試受験に向けての教科の個別指導を行うとともに、「難問に挑む会」を定期的に行
う。３年生は11月の大学別模試を契機に、志望大学ごとに受験対策を行う。難関大合格の
ためには、１･２年次から「本気」で難関大に向かう生徒の行動と、高いレベルの教科指導
が必要である。互いの切磋琢磨を継続していく必要がある。

・難関大志望者のグループとしての意識が高まり、難関大にチャレンジする
意欲と向上心を引き出せる環境がしっかり形としてできている。
・報告書を作成したことは評価できる。今後は、１、２年時から「本気」で難関
大学に向かう生徒の育成と、高いレベルの教科指導が望まれる。
・定員割れなど考えられる現状として、難関大をめざした本校の取組は重要
である。進学は日田高の存在意義の１つだと思います。

２　特別活動・心の教育
による心豊かで剛健な
人間育成の推進

〇学校生活アンケート
（７月と１１月実施）にお
いて
「安心して学校生活を
送ることができている」
と回答する生徒の割合
１００％

〇学校生活アンケート
（７月と１１月実施）にお
いて
「自分自身の課題に前
向きに粘り強く取り組
み成長できている」と回
答する生徒の割合９
０％以上

２－１　安全・安心な学
校づくりを推進し、心身
ともに健康なたくましさ
を育む。

・ＳＮＳの適切な利用や交通安全等に係る講演会を
年度の早期に実施する。

ＰＬ：生徒指導主任
ＳＬ：保健主任
　　　教育相談担当
　　　人権教育担当

２－２　特別活動への
主体的な参加を促し、
健全な人間関係を構築
させる。

・自己効力感や自己肯定感を育成するため、生徒
会専門委員会活動や部活動への積極的参加を呼
びかけるとともに、「人間関係づくりプロジェクト」を
効果的、計画的に実施する。

ＰＬ：特別活動主任
ＳＬ：学年主任

・出前講義、先輩の活躍は、あこがれになります。受験の不安を取り除くこ
とにもなります。これからもいろいろな方法でぜひ魅力を発信してほしい。
・「日田高は賢い子が行くところ」「勉強ばっかり」のイメージをこわしてほし
い。自分のなりたい将来について目標を持てる、すばらしい学校です。
・中学生への日田高の魅力を伝える活動は必要です。

・積極的に学校行事や生徒会活動等に参加する生徒の割合（強い肯定）がわずかに減少
した。「積極的に学校行事や生徒会活動、部活動に参加している」６月９１．８％（６２．
９％）→１２月９１．３％（５９．２％）※（　）内は強い肯定「そう思う」
・部活動と学習の両立については、「どちらかというとそう思う」、「そう思う」（強い肯定）と
もに増加した。「部活動と学習の両立ができている」６月８０．８％（３１．２％）→１２月８２．
５％（３７．６％）※（　）内は強い肯定「そう思う」

・次年度は100周年行事を控えており、より積極的に学校行事に参加できるよう生徒会とコ
ミュニケーションを密にとり連携して取り組む。
・部活動の活性化は学校を盛り上げる大きな要因であるため、各部が安心して部活動と
学習に取り組めるようコロナ対策を踏まえて計画する。
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２－３　心に寄り添う教
育相談・人権教育の充
実により、豊かな心を
育む。

・「教育相談委員会」や「いじめ防止対策委員会」を
定例化し、いじめや不登校等の防止と早期発見早
期対応を組織的に行う。

ＰＬ：保健主任
ＳＬ：生徒指導主任
　　　教育相談担当
　　　人権教育担当

・今年度のケース会議は6回、教育相談委員会は4回開かれ、多欠席生徒の早期発見、早
期対応を組織的に行うことができた。
・1年生対象に毎週人間関係作りプログラムを実施し、欠席者は2学期に半減した。
・いじめアンケートは、各学期１回、計３回実施した。要対応事案については、校内いじめ
対策委員会を開催し情報共有を図り、生徒指導部と学年、管理職で迅速に対応した。

・引き続き、悩みを抱える生徒に寄り添い、他欠席の生徒対して早期に対応していくため
に、担任、学年部と連携をしながら教育相談活動を進めていく。
・人間関係作りプログラムの内容について、事前に協議する時間と、振り返りシートの内容
をシェアする時間を確保する。

・全ての生徒が心身ともに健康で安心して学校生活を送ることができる安全・安心な学校
づくりを推進することができた。「安全で安心して学校生活を送れている」　6月93％
（64.7％）→12月94.7.2％（66.1％） ※（　）内は強い肯定「そう思う」
・生徒と保護者対象のネットトラブル防止講演会は、今年度も情報担当に協力を依頼し、
１年生生徒を対象にＮＴＴドコモ「スマホ・ケータイ安全教室」を開催した。（５月）個人情報
を安易に公表する　ことのないよう、注意喚起をした。
・自転車安全運転講習会は、大分県交通安全協会に講演を依頼し、全校生徒を対象に、
模擬運転などを実際の登下校状況を想定した内容を行った。（１１月）
・バイク通学生対象のバイク実技講習会は、日田警察署及び自動車学校の協力を得て実
施した。（１１月）

・生徒会組織の各種委員会との連携を深め、生徒の自主性を活かした「自治・自制心・規
範意識の向上」につながる取り組みを実践する。特に、生徒の交通安全に関連して、交通
風紀委員とともに自転車通学生のステッカーと施錠の検査を実施したり、学校周辺のハ
ザードマップ作成に取り組むなど、日頃から安心安全な登下校の意識を喚起する。
・登下校時の保護者の自家用車送迎について、ＰＴＡと連携を密に図るとともに３９メール
や学校ＨＰを活用するなど、年間を通じて啓発活動を継続して実施する。

・携帯利用について、勉強時間、他の活動時間（睡眠等）へ与える影響が大
きい。携帯電話のメリット・デメリットを意識させ、判断・行動ができるよう働
きかけがたくさんあるといい。
・安心、安全な学校のために、引き続き指導をお願いします。
・今の活動をやり続けるしかないですね。来年度はヘルメットの問題もある
のでＰＴＡとの連携（交通指導の回数を増やす、異なる場所で行うなど）を更
にすすめて活動されて下さい。
・自家用車送迎の件、何か問題が起きた時周知して情報を共有してほし
い。

・限られた時間内で合理的で効率的・効果的な部活動になる環境を与えて
ほしい。部活動の更なる活性化を期待しています。
・創立百周年を学校活性化の契機としてほしい。
・挫折経験、努力が成果に結びつくことなど、今だからできる様々な学びを
経験してほしい。
・心身の成長、人間力の向上のために部活動や様々な行事に参加すること
は重要だと思います。

・人間関係作りプログラムはとても興味深く、今後も続けてほしい。小中高と
連携して取り組めると更に効果的でいい。
・いじめ、差別は大きな社会問題で早い時期からの指導は必要だと思いま
すし、個人と向き合うことが何より重要だと思います。
・コロナ禍で、人とのつながりが薄くなってきている昨今、より人間関係の結
びつきが求められていると思う。

ＰＬ：研究主任
ＳＬ：教科主任

時間と人的資源の有限性の観点から「費用対効果」を考え「やらない勇気」も必要。また
「次年度に検討」ではなく、「行事の実施→アンケートによる検証→改善の提言」がスピー
ド感と確実性をもって行う。

・「やらない勇気」に敬意を表します。コロナのおかげで、様々な行事につい
て、本当に必要なものだけを見直すよいチャンスになったと思います。
・コロナ禍で難しい対応だと思いますが、どの業界においても対策を求めら
れています。勇気とスピード感を持って対応してほしい。
・コロナ対応により新たに見えた可能性を十分生かしていってほしい。
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・コロナ感染による休校や行事の中止・縮小で、アンケート等による「行事の検証」ができ
にくい中で、「行事精選プロジェクト会議」を１２月～１月に持ち、６行事について各分掌に
改善を諮った。またＺＯＯＭ等のＩＣＴ機器の活用による負担軽減の可能性が見えた。

夏季休暇取得率　常勤職員97.8％（未取得者6名）、会計年度任用職員100％。
R2.1～の平均年休取得日数　9.44日、62.9％（常勤職員のみで算出）。
衛生委員会を4・3月を除いた各月１回、計10回（2月は2/9予定）行い、委員全員で休暇状
況を確認し休暇取得を呼びかけた。取得率が62.9％にとどまったのは、時間割や指導等
の都合上、他職員では替えが利かない・利きにくい業務が多々あるためであると考えられ
る。

引き続き、衛生委員会で休暇状況等を確認し、休暇取得に向けて
夏休みなどの長期休暇時には、特に念入りに呼びかけを行う。
併せて職場のストレス判定図や産業医などを活用し、職員の負担軽減を図るためにでき
ることを模索していく。
また業務量の格差を可能な限り平準化するよう、個々人の意識を高めていくよう働きかけ
る。

・1年生「探究基礎Ⅰ」，2年生「探究基礎Ⅱ」の学年発表会や「SSH成果発表会」など，学
校HPにてオンタイムで情報発信をしてきた。

・次年度も，SSHに係る企画・取組を実施後速やかに，オンタイムで学校HPにて情報発信
をしていく。
・課題研究の成果についても，学校HPにて公開していく。

・ＳＳＨなどの活動をもっと広く発信して日田高の魅力を伝えてほしい。学校
ＨＰ、ＳＳＨナウで発信をこれからもお願いします。
・学校ホームページだけではなく、SNSの活用を積極的に行ってはどうだろ
うか。情報をとりに行くホームページから身近にアクセスするSNSの活用を
することで、日田高校の魅力をより発信できるものと考える。

・ＳＳＨナウを2/5現在で18号発行し、日田市内と日田市近隣の小中学校全校、日田市内
の行政機関、公共施設に配付できた。また、学校ＨＰにも随時アップしていった。年度末ま
でには目標の20号以上発行する予定。

・ＳＳＨナウについては、本校ＳＳＨの取組の宣伝、ＰＲの大きな柱のひとつであり、今後も
学校ＨＰへの掲載をはじめ、日田市内の全小中学校や公共機関、施設への配付を行う。

・SSHの魅力をもっと身近に伝える取り組みとして、日田市内のイベントに合
わせて日田高生による出前授業・またはワークショップを実施し、地域の人
たちとの交流と日田高校志願者増につなげたい。
・ＨＰやオンタイムでの情報発信など、ＳＳＨの啓発には努力されている。短
い動画仕立てでニュース的なフェイスブックなどの発信を考えてほしい。

・先生達の負担が減る取組は必要です。地域、同窓会、いろいろと連携でき
るといい。仕事を切り上げる勇気、そして切り上げれる環境が必要です。
・先生方の働き方改革は簡単ではないと思いますが、せっかくICT活用でき
る環境を、業務の中にもどんどん取り入れ、しっかり休んでいただきたい。
・教職員の心身の充実が生徒への指導にも影響すると思いますので、積極
的に取り組んでほしい。

・「日田高に、おいＤａy」は昨年に比べ大幅に参加者が増加し、他校と見学会が重複した
生徒や、中学１．２年生とその保護者の受け皿となった。学校見学会の在校生との懇談
会、久大地区中学校説明会のＯＢ・ＯＧのビデオメッセージなど、在校生を活用し、高校生
活を身近に感じてもらう工夫をした。「出前授業」は東部中学校と光岡小学校で実施し、２
年ＳＳクラスが英語を交えながら実験などを行った。

先輩の活躍と成長した姿を、中学生向けの諸行事やＳＳＨの活動を通じて伝えていく。ま
た「日田高だより」や学校ＨＰを活用し、日田高生の日常をタイムリーに取り上げ、中学生
が日田高校を身近に感じ、「行きたい学校」と思えるように、魅力発信を続けていく。

４　働き方改革による
ワークライフバランスの
取れた職場づくり

〇１箇月の限度時間
（８０時間）を超えて勤
務する職員の割合０％

〇夏季休暇５日、年休
１５日を取得する職員
の割合１００％

４－１　業務の精選及
び見直し・効率化を図
り、時間外勤務時間を
縮減する。

・各行事終了後にアンケートを実施し、時間対効果
の視点から検証し、実施方法の見直し、行事の精
選を行う。

ＰＬ：主幹教諭
ＳＬ：衛生管理者

４－２　年休や休暇等
の積極的取得・活用に
より、ワークライフバラ
ンスを整える。

・衛生委員会を毎月実施し、職員の年休や休暇の
取得状況を確認し、休暇等の計画的取得を呼びか
ける。

ＰＬ：衛生管理者
ＳＬ：主幹教諭

中期目標

１　主体的な学習態度を育成し、質の高い授業による、生徒一人ひとりの学力向上と進路志望の達成
２　生徒の自主性を涵養し、学校行事やＳＳＨ事業・部活動等の充実による、心豊かでたくましい人間の育成
３　安全・安心な教育環境を堅持し、ＳＳＨとして生徒・保護者に選ばれ地域から愛される特色ある学校づくり

学校教育目標

校訓「剛健・積極・明朗」のもと、志高く、知・徳・体の調和のとれた心豊かでたくましい人間を育成する。

総合評価
次年度への展望等

○生徒の思考を促す発問などによる授業改善は、授業アンケートの結果からも推進されてきていると考えられる。今後は、ＩＣＴの活用を通して、個別最適化の学びや授業と家庭学習とを結びつける手法を確立し、授業内容の理解を深め、学力の定着につなげていく必要がある。
○ＳＳＨ事業の取組で探究活動が定着してきており、地域課題の解決に向けた取組も進んできた。あわせて、進路意識を高める事業への参加生徒数も高水準を維持している。今後は、地域との結びつきを深め、地域の活性化や生徒のキャリア教育の充実に力を入れるとともに、生徒募集につなげたい。
○今年度は「人間関係づくりプログラム」として、生徒の仲間づくり、集団づくりの取組を実施した。対象学年である１年生の欠席数の減少を見ると、一定の成果が表れていると考える。悩みを抱える他欠席の生徒が一定数いる現状を考えると、引き続き心のケアをはじめ、プログラムの更なる充実など教育相談活動の継続が求められる。
○「日田高だより」「ＳＳＨナウ」、学校ＨＰなどを通して、学校の広報活動を行ってきたが、本校志願率の低下を考えると、次年度は学校ＰＲの広報活動が重要課題となる。中学校訪問や広報誌の更なる充実、行事のオンタイムでの情報発信、動画、ビデオの配信など、計画的かつ積極的に行っていきたい。
○業務の精選や見直しは進み、一定の成果は上がった。しかし、教職員の時間に対する意識や業務処理の計画性の乏しさ、業務の偏りなどがあり、全体的には働き方改革はこれからである。業務分担の適正化、タイムマネジメントや業務処理に関する研修の実施などを年度初めに実施したい。

３　地域連携・情報発信
による期待され魅力あ
る学校創りの推進

〇本校が実施する各種
発表会や小中学校へ
の出前授業に参加する
小中学生、教員、市民
等の参加者数の合計５
００名以上

〇学校見学会に参加し
た中学生、保護者のア
ンケートにおいて、「満
足した」と回答する割合
８０％以上

３－３　地域や小・中学
校との連携を推進し、
期待され貢献できる学
校にする。

・「学校見学会」、「日田高に、おいＤａｙ！」の内容を
工夫して実施する。
・小中学校への出前授業を各校種１校以上で実施
する。

ＰＬ：主幹教諭
ＳＬ：総務主任
　　　教務主任

３－２　ＳＳＨ事業や諸
活動の成果・実績を広
報・還元し、魅力を発信
する。

・SSHナウを年間２０号以上発行し、日田市内と日
田市近隣の小中学校全校、日田市内の行政機関、
公共施設に配付する。

ＰＬ：総務主任
ＳＬ：研究主任

３－１　探究活動を深
化させ発表会等への積
極的参加を促し、魅力
を高める。

・学校ホームページに、SSHに係る各種発表会の年
間計画と実施案内を掲載するとともに、実施後はオ
ンタイムで実施内容等についての情報発信を行う。


