(別紙様式２）

実施時期

平成２９年１２月

平成２９年度学校評価（ １学期末評価 ・ 中間評価 ）
大分県立日田高等学校

前年度評価結果の概要

○進路指導体制の充実を維持し、丁寧な個別指導も加わり、現役国公立大合格者数は平成28年度入試実績１２１名を越え１３１名であった。
○授業改善は、指導教諭、各教科主任を中心にしてICT機器活用、SSHカリキュラム開発、能動的な学びの育成を組織的に進めた。
○響櫳祭等の学校行事や部活動等９０％以上加入、SSHのアクティビティなどで、生徒の主体的な活動、協働性の育成ができた。
○行事の精選の観点から予餞会を廃止したが、生徒の活動の充実を生むことにつながり、活性化ができた。
○保護者のＰＴＡ活動への参加率は高く、PTAと学校が密に連携してＰＴＡ活動を企画・実施できた。
○ＳＳＨ２期目初年度として、生徒の主体性やプレゼン能力等が高まった。特に、１年部の活発な取組から低学年からの事業の活性化に繋がった。

学校教育目標

●授業改善を推進するなかで通常授業を充実させ、生徒の能動的な学びを形式的なものから本質的な学びに繋がるように継続した取組を行う必要がある。
●一学年５学級の規模となり、進路指導において、生徒の学習時間の量と質の向上を具体的に示し体得させることや難関大志望者の育成を再構築する必要がある。
●日田高生としての誇りをさらに高め、交通マナー（自転車ダブルロック、駅の駐輪場、登下校時）やスマホの利用（家庭での使用・SNSの利用等）の指導を継続する必要がある。
●支援が必要な生徒への組織的な体制を改善し、教育相談活動をさらに充実させる必要がある。
●SSH事業のテーマ「科学系人材の育成」と「地域創生」に取り組むため、全学年・全職員での体制を強め、授業改善等との連動、地域連携からの学びなどを進める。また、SSH事業のため文化祭や体育大会等の学校行事の時期や行事の検証や精選が必要がある。

中期目標

重点目標

１
２
３
４

１ 総合的な人間力の育成
「剛健 積極 明朗」の校訓のもと、志高く、知・徳・体の調和のとれた心豊かでたくましい
２ 伝統・校風の継承、発展と真の文武両道の実践
人間を育成する。
３ 地域に信頼される、魅力ある学校づくり

重点目標

達成(成果)指標

重点的取組

ＰＬ
ＳＬ

取組指標

検証結果（自己評価）
評価

重点的取組・取組指標の実践

今後の改善策

・スクールプラン・マイプランの達成、観点別評価システムの導入（シラバスの検証）

PL：指導教諭
SL：教務主任・進路指導主任

・観点別評価に基づくシラバスの見直しは各教科で進んでいる。「身に付けさせたい力の明確化」については、授業力改善推進委員会や校内研修を通して、引き続き全教員間
・６月の授業改善に係る校内研修をうけ、１０月に授業研究会(６公開授業)を実施。合教科授業及び教科横断型の授業検討会を通して思考力、判断力、表現力の育成を図る の共通理解を図っていく。
授業の在り方を共有できた。
・授業改善スクールプランのテーマや重点・取組内容を、「発問の工夫」等に焦点化したものとする。
・校内授業研究会は授業改善へ繋がる有効な取組であり、内容や実施時期、実施科目が適切であったか等を授業力改善推進委員会で検証する。

・管理職による授業評価（年２回程度）、互見授業（年２期 全職員）、研究授業（全教科、３回程
度）、生徒授業アンケート（年２回）、日田高アクティブラーニング５項目の達成

PL：指導教諭
SL：主幹教諭・進路指導主任・研究主任

・１学期の授業観察に続き、２学期に、管理職による学年別教科担当者面談、学年主任面談を実施。
・互見授業を１０月に実施。指導主事等を招聘しての研究授業は、１２月までに、英語（６回）、数学（４回）、地歴公民（３回）、国語（１回）ずつ実施。特に、１０月の授業研究会
では、教科の垣根を越えて授業研究を行ったことで、授業改善に取り組む意義と改善に向けての具体的取組内容を学校全体で共有することができた。
・生徒授業アンケートを２回実施(７月と１１月)。７月実施分の学校全体の集計結果は次のとおり。11月実施分は集計中。
内容が理解できる（８５％） 目標やねらいをつかめる（８４％） 基礎基本が身につく（８２％）
説明は分かりやすい（９２％） 発問により思考が深まる（９３％） 板書やプリントは分かりやすい（９４％）
学校全体としては概ね良好といえるが、各教科、各個人で詳しく分析・検討し、授業改善への取組をより確かなものにする必要がある。

○多様な研修活動や事業を活用して、教師の授業力、進学指導力、生徒
理解力を高めるとともに、生徒の進路志望達成のための明確な目標と情
報を共有した目標達成に向けた効果的な学校組織をつくる。

１）第一志望・出願合格の１００％達成（年度
末調査）
１
授業改善による学力向上 ① 授業改善による能動的な学びへの転換と
と進路指導体制の充実の 学ぶ意欲の向上
充実を図る。
② 個に応じたきめ細かな指導による進路志
望の達成

授業改善による学力向上と進路指導体制の充実を図る。
特別活動や心の教育を通して人間力を育成する。
保護者・地域の期待に応える魅力ある学校づくりを推進する。
ＳＳＨ活動により、基礎力・思考力・実践力を育成する。
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学校関係者評価

・教科会議の充実により、研究授業の指導案の事前検討や事後検討会、考査問題など作問の検討、生徒情報の共有や授業における教授方法についての活発な議論等が行
われるなど、授業改善に向けて組織的に取り組む体制が構築されつつある。教科会議のより一層の充実を、今後も図っていく。
・互見授業や生徒授業アンケートを分析検討し、１年間の検証及び次年度の改善につなげていく。
・生徒授業アンケートの内容を教科毎に精査して授業改善に向けた具体的改善策、取組内容をとりまとめ、授業力改善推進委員会で検討し、日田高アクティブラーニング５項
目をふまえ、次年度の授業改善スクールプラン・マイプランへの反映を図る。

・授業研究会を実施したり、授業改善の取組に全力を傾注していることは理解できる。アンケート等での生徒
の声をよく把握し、本校生徒の実態に即した、真に学力が身につくような授業をお願いしたい。
・本校は久大地域における進学拠点校である。授業改善の面でも、久大地域の拠点として頑張ってほしい。
・現時点での３年生の推薦入試の合否については、よい結果が出ているとのことで安心している。大学入試セ
ンター試験まで１か月となったが、引き続き、生徒の目標達成に向けて、きめ細かく丁寧で、最後まであきらめ
させないような指導をお願いしたい。
・推薦入試の指導を全ての教員で取り組んでいることは、進学に対する学校の姿勢として高く評価できる。ただ
・第３回授業力改善推進委員会を３学期に実施し、互見授業や生徒授業アンケートの結果分析と集約を行い、年度末の検証及び次年度の具体的取組内容等の改善策を全職 し、個人毎のスキルの違いから生徒の指導に差が出ることは、合否に直結することを考えると、あってはなら
員に提言する。
ない。計画的に研修や学習を重ねて、指導する側の力量を上げてもらいたい。

・指導教諭公開授業見学（年２回）、進路指導３年部新旧引継会（年１回）、授業改善推進委員会 PL：指導教諭
（年３回）、ＩＣＴ活用研修会（年１回）
SL：各分掌主任・各教科主任

・指導教諭の公開授業は１２月までに４回実施。
・授業力改善推進委員会を２回実施（４月と８月）。第２回委員会では、生徒授業アンケート等を基に上半期の取組の検証を行い、改善策の検討を行った。
・ＩＣＴ活用研修会を１０月実施に実施。

・入試問題検討会（春・夏各１回）、日田高模試（8月と10月）の作成（教科会議で検討）、各学年対 PL：進路指導主任
外模試分析検討会（年３回：３年分析検討会に年１回全員参加）
SL：各教科主任

・各教科で入試問題検討会を実施。春にセンター試験、夏に東大入試について実施。
・日田高模試の作問検討会を、各教科で８月と１０月に実施。
・各学年対外模試分析検討会を８月と１２月に実施。現状の分析と今後の方策を議論した。

・東大入試問題を始め各大学の入試問題の分析結果を、３年生の入試対策に活用する。
・１，２年生については、対外模試検討会を踏まえ、３学期を次年度の０学期と位置づけた進路指導、学習指導を行う。

・合格100%達成（最難関２、難関８、国公立大100）、ＡＯ・推薦入試に対応する小論文、面接体制 PL：進路指導主任
（９月から開始）、小論文講演会（年１回）、専門講師による小論文指導
SL：３年学年主任・各教科主任

・国公立大学、私立大学のＡＯ入試や推薦入試の指導については、面接や小論文、口頭試問等の指導を全職員で行うシステムを構築した。現在のところ、国公立大学の推
薦入試合格率は５０％超と好結果である。

・３年生の小論文や面接指導を全職員で担当することは、３年生の進路指導は全職員で取り組むとの職員の意識高揚と、３学年担当職員の負担軽減を図る目的としては意義
がある。しかし、教員個人個人のスキルの違いによって小論文指導や面接指導に差が出る等のデメリットもある。教員のスキルアップのために、校内研修会を実施するととも
に、各種研修会への積極的な参加を呼びかける。

・学習時間目標は(1,2年,3年高校総体前)平日150分以上80%、休日250分以上80% （3年高校総
体後）平日250分以上80%、休日350分以上80%

PL：各学年主任
SL：主幹教諭・進路指導主任

・家庭学習時間の目標に対する達成率の変化はは次のとおり。
１年生の１１月調査では、平日１５０分以上３３％，休日２５０分以上３５％
２年生の１１月調査では、平日１５０分以上３０％，休日２５０分以上１４％
３年生の高校総体後では、平日２５０分以上６５％、休日３５０分以上６８％
家庭学習時間の確保については、不十分である。

・３年生については、今回と１学期末評価の目標達成率を比較すると、平日、休日ともに３０％を超えて上昇している。また、担任や学年主任による丁寧な面談や声かけ等の継
続した指導により、休日の教室開放への参加者は例年よりも多い。生徒の気持ちにより添いながら、指導を継続していく。
・２年生は、休日の家庭学習時間が少ない。自学力の向上を目指し、１２月以降、週末の自学課題を課し、学習時間の確保を図る。
・１年生は、目標設定や弱点克服に向けた学習、グループワーク等を通じて学習意欲向上を図る。また、面接旬間以外にも学年独自で担任面談、教科面談を実施し、学習する
意義や学習方法等について、生徒と担任等が話し込みを行う。
・家庭学習時間の集計結果を全職員に配付し、全職員、特に部活動顧問からの積極的な声かけやサポートを継続して実施する。

・難関大志望者対象講演会(年１回）、チーム「難関大」の添削（国数英４月～）（理地歴８月～）、
学力向上カンファレンスへの参加（2年 20名程度）、グローバルリーダー育成塾への参加（1,2年
20名程度）

PL：進路指導主任
SL：各学年主任

・難関大志望者対象講演会を、1月に実施予定。現２年生は「チーム難関大」の添削指導を１年次から継続したことで、偏差値６５以上の累計人数を、１年次７月５名から２年
・難関大学を志望する生徒については、早期に人材を発掘し、集団としての意識づけ・意識改革を図る本校独自の方法の構築が急務である。難関大志望者育成のための指導 参加し、しかも積極的に意見を発表すると聞いて驚いた。これも、ＳＳＨの取組の成果の１つかもしれないが、
次１１月には１３名と８名増加。現１年生は３学期から取組を開始する予定。
引き続き、他校の生徒と積極的に交流し、自分の意見を堂々と発言できるような生徒の育成をお願いしたい。
計画を、進路指導部と３学年主任を中心に策定する。また、数学と英語の早期指導の方針や具体的計画についても、指導計画の中に盛り込む。
・学力向上カンファレンスは2年生40名、グローバルリーダー育成塾は１，２年生あわせて２０名が参加。県教委主催の各種事業への参加者数は他校に比べ各段に多く、参加
・中学生の保護者から「日田高校は宿題が多く大変だ。」との声をよく聞く。しかし、家庭学習時間のデータか
・県教育委員会主催の各種事業へは、本年度同様に積極的な参加を呼びかける。
する生徒の学びに向かう積極的姿勢は、県教委からも高く評価されている。
ら、特に１，２年生は家庭での学習が十分ではないことが分かる。学力を伸ばすためには、家庭で学習をして

・本校の生徒はおとなしく、内弁慶な生徒が多いと思っていたが、県教育委員会主催の様々なイベントに数多く

○学習習慣を確立し、主体的・能動的に学ぶ姿勢を身につけた生徒を育
成するとともに、高い知性と広い視野を持った次世代を担う人材の育成を
目指す。
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授業に臨むことが必須条件であるので、家庭学習時間を確保するための手立てを、学校側としても工夫してほ
しい。

・朝学習（課題演習等）、長期休業中の登校学習、土日学校開放（３年）、添削指導（２～３年）、学
PL：進路指導主任
年終礼（各学期１回）、３年類型別集会（年３回）、卒業生による講演会（年１回） 等の実施、土曜
SL：各教科主任・２，３年学年主任
学習会（６月～）

・全学年で朝学習（集団討論や課題演習等）、学年終礼または類型別集会（学期１回以上）、土曜学習会（６月以降）を計画通り実施。長期休業中の登校学習や休日の学校
開放（３年）、個別添削指導（２～３年）についても計画通り実施。
・難関大学志望者集会（対象1，2年生）を8月に実施。九州大学や名古屋大学に在学中の本校卒業生７名を招いて実施。参加生徒からは、よい刺激になったとの声が聞かれ
た。

・朝学習については、学年毎に目標を立て、目標達成に向けた独自の取組を実践し、効果が上がっている。今後も継続して実施する。
・土曜講座をはじめとする各種取組が、家庭学習時間の確保や学力の向上に結び付いているかの検証が必要である。進路指導主任、３学年主任と管理職を交えた協議を、今 ・家庭学習時間が十分に確保できない理由の１つに、部活動の活動時間が関係しているのではないかと思わ
れる。部活動の意義は十分に理解はしているが、学習に支障が出るとなれば大いに問題がある。
後も継続実施する。
・土曜日や日曜日にも生徒を登校させて、様々な学習に取り組ませており評価できる。扱う内容等を平素の授
・進路指導主任と３学年主任が中心となり、進路指導にかかる様々な取組やノウハウ等を集約した進路シラバスを作成する。

・探究基礎Ⅰ企業訪問（１年）、進路講演会・出張講義・夢ナビライブ（１，２年）、企業訪問（２年）、 PL：進路指導主任
オープンキャンパス（全学年）等参加
SL：各学年主任・研究主任

・１年生の探究基礎Ⅰの企業訪問（６企業）を１０月に実施。１０月実施の夢ナビライブには１，２年生全員が、夏休み中の大学オープンキャンパスには、２年生全員が参加し
た。
・２年生の企業訪問は、修学旅行（１２月実施）の東京自主研修の一環として、全員が１企業以上訪問した。

・１年生の探究基礎Ⅰの企業訪問、進路講演会や出張講義、１，２年生の夢ナビライブ参加、２年生の企業訪問（修学旅行時）、大学のオープンキャンパスについては、実施時
期や内容等について検証する。

・一人一研究（入試問題、小論文研究、面接指導など）、予備校主催授業研修への参加と還元
（国数理地歴公英）、ＯＪＴひたで教職員に研修計画を周知徹底

PL：進路指導主任
SL：指導教諭・各教科主任

・１人１研究として入試問題研究、小論文研究、面接指導研究等に取り組んでいる。また、予備校等が主催する教員対象研修へ６名（国・数・理・地歴・公民・英）が参加。参加 ・予備校主催授業研修などは積極的な参加がみられ、今後も継続する。参加者には、報告書作成と還流報告を義務づける。
者は教科会議等で還流報告を行い、全職員のスキルアップに繋がっている。
・人材育成の観点、予算等の面から、年度当初に職員に希望を募り、研修参加者一覧（計画）を作成する。

・いじめ・学校生活アンケート（年２回）、人権アンケート（１年）、人権標語（全学年）、人権講演会
（年１回）、人権公開HRA、人権教員研修会（年３回）

PL：保健主任
SL：生徒指導主任・各学年主任

・第１回いじめ・学校生活アンケートを７月に、２回目を１２月実施。１年生対象の人権アンケートを12月に実施。人権標語（全学年）の取組は実施できなかった。
・県教委主催の小中高連携事業として、１月に２年生で公開人権ＨＲＡを実施予定。授業研究とあわせて、運動体と地区の方との対話会を実施し、小中高が連携して生徒と職
・２年生を対象に、７月に九重町隣保館長を招聘して人権講演会を実施した。人権ＨＲＡは、各学年とも計画通りに実施している。県教委主催の小中高連携事業として、１月に
員の人権意識の高揚を図る。
公開人権ＨＲＡ（２年生）を実施予定。
・職員の人権研修会については、１月の公開人権ＨＲＡの際の授業研究会・対話会と、放課後の時間を利用しての研修会の２回を予定している。
・教職員対象の人権教育研修会（フィールドワークと対話会）を８月に実施。

PL：生徒指導主任
SL：総務主任・保健主任

・火災を想定した第２回防災避難訓練を１１月に実施。避難する際や集合時の態度は非常に良好だった。
・校内安全点検は、４月と６月に続き、第３回を１１月に実施。要修繕箇所は事務室で迅速に対応した。
・ネットモラル講演会は、教育財務課から講師を招聘して、１年生を対象に１１月に実施。
・薬物乱用防止教室は、日田警察署から講師を招聘して１１月に実施。

・臨時の校内安全点検を２学期終業日に実施予定、また、第４回校内安全点検を３学期に実施予定である。本年度最後となる第５回の安全点検は、新年度が始まる前の春季 ・いじめ問題が全国的にも大きな問題となっている。生徒との面談やアンケートで早期発見に努めてもらいた
い。もし事案が発生したとしても、校内だけで対処するのではなく、外部機関に相談するなど適切な対応を、早
休業中の３月末に実施する予定である。
め早めにとってほしいと思う。定時制にはスクールソーシャルワーカーも配置されており、いじめを含め様々な
・２月に実施予定の強歩大会の前に、生徒・職員対象の救急救命講習会を行い、安全、安心な学校づくりを一層推進する。

・トイレサミットは、５月に続き、第２回を８月に実施した。生徒の環境美化に対する意識の高揚や所属意識の醸成に大きく役立っている。
・保護者による日田高環境美化デーは、集中豪雨被害のため８月に実施した。

・第３回トイレサミットは12月に、第４回は２月に実施の予定。ＰＴＡと密に連絡を取り合いながら、連携して実施する。

・バイク・自転車講習会（年各１回）、バイク・自転車車体点検、ふれあい登校（月１回）、登校指導 PL：生徒指導主任
（月２回）
SL：総務主任

・バイク通学生を対象に、日田自動車学校の協力で９月に実施。安全な運転技術の習得に役立った。
・ふれあい登校やあいさつ運動は、計画通り実施できた。
・通学途中の自転車事故とバイクの交通ルール違反が数件あった。また、外部の方から、保護者の送迎に関してルールやマナーを守っていないという指摘を受けたことが
あった。

・交通事故は、命にかかわる重大事故に繋がる恐れがあるので、生徒と保護者に対して、適宜、注意喚起していく。
・保護者の送迎については、生徒・保護者に対し、紙面の他に学校ＨＰ、３９メールで、引き続き注意・啓発を行う。

・部活動入部率90%以上、部活動の練習時間確保（10分間終礼の徹底）、学習時間の確保（生徒 PL：特別活動主任
完全下校19:30の徹底）
SL：進路指導主任・教務主任

・部活動の加入率は９５％を超え、多くの生徒が「学習＋１（ワン）」を実践している。
・部活動時間の確保のための１０分間終礼は、クラス間でばらつきが出ており、教職員の共通認識が必要である。
・１９：３０完全下校については、すべての部活動で守れていない。生徒の下校時の安全確保、体調管理や健康安全面、家庭学習時間の確保等の点で、速やかに改善する必
要がある。

・部活動時間の確保を図るため、終礼時間１０分間を厳守するよう、全職員で認識を共有する。また、配布物については、いつまで（何時間目まで）に返却ボックスに配布物を
投入するか等のルール等について、特別活動部と学年主任を中心に協議する。
・生徒の健康・衛生・安全面と、学習時間の確保の点から、１９：３０完全下校の厳守を図る。また、教員の働き方改革の観点からも、部活動実施日と活動時間について、全職
員で協議し再考する必要がある。

・響櫳祭は予定通りに実施できた。あいさつ運動も生徒会を中心に実施できた
・九州北部豪雨の影響で、１学期に実施できなかった校外美化活動を１２月に実施した。ＪＲ日田駅前広場と本校周辺の清掃活動を行った。

・ネットトラブルは重大な人権侵害の引き金になる可能があることから、生徒だけでなく保護者も参加する講演会の実施を検討する。
・校内での携帯電話の使用がないように、生徒主体の校内巡視を実施する。
・アンケート結果をふまえ、来年度の響櫳祭の構想を練る。あわせて、生徒会行事の実施時期や内容についても検討する。
・校外美化活動については、「ふるさと清掃（仮題）」の実施を検討する。

業と関連させることで、より大きな効果が期待できると考える。

・人権教育は教育の根本であり、生徒の人権に配慮しながら教育活動に邁進してほしい。
○人権教育やマナー教育ならびにトイレサミットなどを通じて、優れた社会 ・PTAネット講演、１年生対象ネット安全教育（ともに７月）、避難訓練（年２回）、薬物乱用防止教
的マナーと道徳規範､人権意識を習得するとともに、実社会で活躍する名 室（年１回）、救急救命講習会（年１回）、校内一斉点検（年３回）
士から啓発講演や講話を受けて、意欲に溢れ自己の言動に責任を持つこ
とができる生徒を育成する。
・トイレサミット年間４回の実施。トイレサミットの保護者も参加、保護者による日田高環境美化
デー（1日）を実施

２）部活動や生徒会活動等の参加生徒９０％
（５月末調査）
２
① 人権・モラル教育の充実と安心・安全な学
特別活動や心の教育を通
校づくり
して人間力を育成する。
② 密度の濃い行事の実現と文武両道による
○部活動、ホームルーム活動、生徒会活動等を通じて、社会活動の基礎
人間力の向上
となるコミュニューケーション力や社会性を高めるとともに主体的な行動力
を身につけた生徒を育成する。

・生徒会活動（携帯マナーブックの活用、響櫳祭、挨拶運動、環境美化活動、花いっぱい運動、文 PL：特別活動主任
化ウィーク・横断幕づくり、各委員会行事等）を生徒の自主性を尊重しながら適切に実施する。
SL：各学年主任

・響櫳祭は、昨年より１週間ほど早めて開催した。短い準備期間にも関わらず、生徒にとって満足度の高い響櫳祭となった。また、保護者や地域の方々からも高い評価をいた
だいた。
・引き続き、行事の精選、内容や時期についての検討を行い、早め早めに職員に提示する。
・後期生徒会役員選挙の時期を早めて９月に実施し、後期生徒会が１０月から活動しやすいようにした。役員選挙では複数名が立候補するなど、生徒の生徒会活動に対する
関心や自治意識が高い。

・面接旬間(年３回）、家庭訪問（年１回以上、事情がある場合は学校で面談）、心理テストの実施
（１年）

PL：保健主任
SL：各学年主任・生徒指導主任

・面接旬間は、４月に引き続き、第２回を９月に実施。第３回は３学期に実施予定。家庭訪問は、各学年とも夏休み前後に実施。
・心理テスト（hyper-QUテスト）は６月続き、第２回を３学期に実施予定。生徒理解に役立てていく。

PL：保健主任
SL：各学年主任

・ケース会議と教育相談委員会を生徒の状況に応じて適宜開催し、教育相談記録・支援シート等の生徒情報の共有を図っている。また、スクールカウンセラーと来室生徒につ ・多欠席の生徒について、保健部会議で情報を共有するとともに、必要に応じてケース会議を開催した。今後もサポートマネージャーを中心に学年部との連携を図る。
いての情報も共有し、生徒支援に役立てている。
・別室登校の生徒に対しては保護者の理解・協力を得ながら、全職員の共通理解のもと、個別の支援計画に沿って保健部と該当学年部、ＳＣ等とが連携し、積極的支援を行
・保健だよりは各月１回、定期的に発行。
う。

３） ＰＴＡや地域連携の定期活動１００％実
施
① 地域理解・社会貢献ができる生徒の育成
② 広報活動の充実と保護者・地域との連携
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PL：保健主任
SL：各学年主任

・カウンセリングに関するスキルアップ研修会を、心理テストの分析とあわせて、第１学年の職員を対象に１１月に実施。
・面接旬間（４月と９月実施）では、丁寧な面接実施のため、担当者が面接事前シートを準備し、クラス担任及び学年部所属教員に直接説明した。

・悩みを抱える生徒に対して、学年部を中心に引き続き丁寧な対応を求めるとともに、担任や学年部だけで抱え込まないように、支援を続ける。
・スキルアップ研修会については、他分掌の連絡調整をして、できるだけ早い時期に実施する。

・中・高連絡会（年２回）、学校見学会（８月）、高校説明会（９～１０月）、SSH講演会公開（年２
回）、ＳＳＨ地域探究（１０月～）

PL：主幹教諭
SL：研究主任・教科主任・各学年主任

・第２回中・高連絡会を１０月に実施し、２２校３４名の中学校の教員の参加の下、本校の概況や入学者選抜について説明した。
・学校見学会を８月に実施し、２２の中学校から中学生３４３名、中学生の保護者と中学校教員８４名の計４２７名の参加をいただいた。
・高校説明会には校長、教頭が出席し、中学生に本校の良さをより深く知ってもらう機会となった。

・第２回中・高連絡会は、入学者選抜説明会後（日田教育事務所で１０月１２日に実施）の開催で計画していたが、中学校の行事との調整が難しくなってしまった。中学校側と連
絡を密に取りながら、来年度の開催日の検討を行う。
・学校見学会については、中学生や本校生徒の健康・安全面を考慮しながら、開催時期（８月下旬開催でよいか）、実施内容について検討を行う。

・日田科学の遊び・実験フェスタが８月に開催された。本校生徒が３０名ほどボランティアスタッフとして参加。（参加した小学生は、９０９名で過去最高）
・第５２回日田地区小中高理科研究大会が１１月に開催された。日田市内の小中高から４９名の教員が参加。授業研究会では、教科の内容のみに止まらず、小中高の連携
のあり方についての議論も活発に行われた。
・科学の甲子園ジュニアに向けて、７月に延べ４８名の中学生を本校に招き、本校生徒がその中学生に対して学習指導を計２回行った。

・３学期は中学校、小学校に本校生徒が出向いて理科実験及び学習指導を行い、生徒の成長とともに、本校の生徒募集につなげる。

PL：生徒指導主任
SL：保健主任・総務主任

・メール一斉配信サービス（３９メール）は７月の九州北部豪雨の際に活用した。非常に有効に機能した。
・危機管理マニュアルやいじめ・不登校対応マニュアルは、全面改定済み。

・安全、安心な学校を担保するため、危機管理マニュアル、いじめ・不登校対応マニュアルの見直し・検討を年間を通して継続的に実施するとともに、全職員への周知徹底を図
る。特に、緊急時の対応、連絡体制については、目に留まる箇所に掲示するなど、適切な対応ができるよう徹底を図る。

PL：総務主任
SL：各学年主任

・２学期実施の学年のPTAの出席率は、各学年平均で８６％。学校の現況報告や進路指導についての有益な情報等を保護者に提供することができた。出席率としては決して
・保護者に日程連絡を早めに行い、日程調整していただき、多数参加できるようにする。また、保護者負担を軽減し、かつ参加者数を増やすために、ＰＴＡや行事の回数を減ら
低くは
すことも含め、総務主任を中心に検討する。
・出席率が目標に達しておらず、出席率を向上させるための対策が必要である。

・小学生への授業ステップアップ事業（８月）、ひた科学の遊び・実験フェスタ（８月パトリア）、校外
PL：研究主任
活動による地域イベントへの参加、日田地区小中高理科研究協議会研究大会（１１月）、地元科
SL：特別活動主任・各学年主任
学クラブとの連携による地域貢献、地域のボランティア活動への参加

・PTA総会、学年PTAの出席率を95%以上（欠席者集会を含む）とする。
○PTA事業を活性化させて保護者と教職員がさらに交流し、連携すること
で、３年間を見据えた生徒の育成ができる学校組織をつくる。
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・ＰＴＡ行事（学年PTA,、響櫳祭のバザー、対話会、生徒と語る会など）の広報を学校Webページや PL：総務主任
facebookで行う
SL：全分掌・学年主任
・「あさぎり」は年間４回発行、Webページ・facebookは年間更新数を200回以上とする。
○学校HPや学校便り等の情報発信と学校公開をさらに活性化し、学校評
議員や関係者評価さらに啓発研修などを活用して信頼される教職公務員
としての任を全うする人材育成と能力開発を行う。
・服務規律研修（年４回以上）、学校評議員会（年３回）

・「探究基礎Ⅰ」「探究基礎Ⅱ」で地域に密着した研究を行い、生徒の論理的思考力や創造性を育
成
○「探究基礎Ⅰ・Ⅱ」、「探究Ⅰ・Ⅱ」、「ＳＳコミュニケーションⅠ･Ⅱ」等を通
じて、論理的思考力やプレゼンテーション力を高め、文理志望に隔てなく
基礎力・思考力の高い生徒を育成する。またSSHの全校体制確立のため ・「SSコミュニケーションⅠ・Ⅱ」「SS Logic」「SS Programming」「Water Science」で教科・科目を横
にも、今年度より2年生で始まる新科目「SSLｏｇｉｃ」「探究基礎Ⅱ」について 断した教材開発、理科教育におけるメタ認知の調査方法の開発
は重点的に取り組む。それぞれ目的に沿った有効的なカリキュラムの確
立を目指す。
・「探究Ⅰ・Ⅱ」ではそれぞれ課題研究に取り組み、科学リテラシーの醸成をはかる、年3回の発
表会を目標に成果をまとめ発表する

４
ＳＳＨ活動により、基礎
力・思考力・実践力を育成
する。

４）ＳＳＨ活動の有用感達成率９０％（年間調
査２回）
① 探究活動の深化による自己開拓力の育成
② 実践的なコミュニケーション能力の育成 ○SSH事業における実践的な研究、研修などを通して、知的好奇心や主
体的な研究意欲を持ち、高い科学リテラシーを有した生徒を育成する。

・SSH講演会（年２回）、関西最先端科学研修、フィールドワーク、東海大高輪台高校との連携事
業など様々などを通して、最先端技術や自然を自ら探究する姿勢を育成

PL：総務主任
SL：全分掌・学年主任
PL：教頭
SL：全分掌・学年主任

3

・部活動加入率が非常に高い。学習だけではなく部活動にも一生懸命取り組むことは、人格形成や人間的成
長の意味でも意義が大きい。
・学習と部活動との両立は非常に重要であるが、学習が疎かになれば本末転倒である。家庭学習時間が少な
いとのデータがあるが、部活動の活動（１日の活動時間や１週間の活動日、休養日等）の状況はどうなってい
るのか知りたい。学習だけでなく生徒の体調管理や健康の面からも、部活動における適切な活動時間等の配
慮が必要だと思う。「文武両道の日田高校」を堅持するためにも、バランスのとれた部活動の実施をお願いした
い。
・短い準備期間だったとのことだが、文化の部、体育の部ともに素晴らしい響櫳祭だった。観覧させていただい
たが、とても感動した。本校の一大イベントであり、生徒の本校への満足度を上げ、地域へのＰＲにもなる行事
であるので、充実した響櫳祭を来年度も作り上げてほしい。

・学校ＨＰやＦａｃｅｂｏｏｋについては、除草作業や学年ＰＴＡ等の実施後のお知らせだけでなく、保護者の参加促進のために、実施前の連絡にも利用する。
・学校の魅力や情報の発進については、近隣の小中学校だけでなく市役所やＪＲの駅など公共機関への掲示を依頼する。

・「あさぎり」は２学期末に、本年度の第３号を発行予定。学校ＨＰやfacebookも適宜更新し、情報を発信している。

・本校生徒の活動の様子やＰＴＡ活動の広報等のため、今後も引き続き発行、更新を行う。

・服務規律研修会は、４月以降、計３回実施。また、職員朝礼時や様々な機会に服務規律の保持を呼びかけ、服務規律の保持に努めた。第３回の研修会はグループワーク
を取り入れるなど持ち方を工夫し、研修の内容や趣旨の職員への浸透を図ることができた。
・学校評議員会は７月に続き、第２回を１２月に実施した。７月以降の本校の取組や成果、課題等について評議員の方々に理解していただくとともに、課題の克服・改善に向
けた貴重な提言をいただくことができた。

・服務規律研修については、持ち方と内容を更に工夫・検討し、より一層服務規律の徹底を図る。
・学校評議員会は３学期に第３回目を実施予定。多面的な視点から学校経営に対する助言を頂けるよう、平素から本校の取組や成果等についての情報提供をこまめに行う。

・様々な悩みを抱えた生徒へ、丁寧な指導、支援を引き続きお願いしたい。
・教員が個別に対応するのではなく、生徒の情報を共有して、学校組織として対応する仕組みを構築してほし
い。

・夏休みの「日田科学の遊び・実験フェスタ」は、多くの小学生が楽しみにしている行事の１つである。本校の生
徒が小学生だった頃にイベントに参加をし、その生徒が高校生になってから小学生のお世話をする、という者
が複数名いる。この循環を、ＳＳＨ校としての強み・特色の１つにして、生徒募集や学校のＰＲにつなげていくこ
とができるのではないかと思う。

・ＰＴＡ総会への出席率が９２％は非常に高く評価できる。今後とも、保護者と連携した学校づくりに尽力しても
らいたい。
・学校のＰＲについては、市内の公共機関に限らず、商店に掲示を依頼する等も考えてみてはどうだろうか。

・学校で不祥事が起きると、生徒に直接、被害（ダメージ）が及ぶこととなる。服務規律を遵守して、本校から絶
対に不祥事を出さないよう、強くお願いする。

・１年生の「探究基礎Ⅰ」の「地域探究Ⅰ」では、例年通り６つの事業所、企業で有意義な研究が実施できている。また２年生の「探究基礎Ⅱ」の「地域探究Ⅱ」でも、日田市役 ・１年生の「地域探究Ⅰ」では今後パワーポイントでのまとめ、グループ別発表会に取り組む。また２年生の「地域探究Ⅱ」では、ポスターを製作しポスターセッション形式での発
所や市内の中学校をはじめ地域の各事業所や企業の協力をいただき、地域創生にかかわる課題研究に取り組むことができている。
表会に取り組む。いずれも、各事業所や企業にアイデアを提言するとのスタンスで実施し、地域に高校生の力を還元する目的で今後も継続実施する。

PL：研究主任
SL：関係教科主任・指導教諭

・市役所や県の機関、地域の企業と連携して研究に取り組むことは、高校生の声を地域創生に活かすという点
・今年度から実施の「SSLogic」では、国語と数学のティームティーチングによりカリキュラム開発が進んだ。「論理学の基礎」を学んだ後､論理的表現を文書表現に活かすこと
に特化した「論理コミュニケーション」に取り組んだ。慶応大学のサポートを受け、遠隔授業にチャレンジしている。

や、本校の取組を地域に知らせ本校をＰＲにつながる点で意義が大きく、評価できる。今後も、この取組を継続
・「論理コミュニケーション」は３回目の検定試験を受けて終了となるが、その後、内容の振り返りに取り組み、定着を図る。
・論理コミュニケーションは国語科と数学科の教員によるティームティーチングで２年生の文Ⅱ類型で実施しているが、他類型あるいは他の学年で実施ができないか、研究部で してもらいたい。
・生徒が卒業して社会に出るにあたり、プレゼンテーションでの発表力や表現力、コミュニケーション能力が問
検討を行う。

PL：研究主任
SL：進路指導主任・関係教科主任

・「探究Ⅰ、Ⅱ」で取り組む課題研究は、内容そのものから、研究の意義や深さを問われる段階に入っているとの指摘が、６月の課題研究発表会で審査員や来賓の方々から
あった。生徒の活動や学びを支援する側の教員の指導力を、いかに組織的に向上させるかが課題である。

・教員の課題研究の指導力向上は避けては通れない。教員個人の経験や技量等のスキルに頼るだけでは、ＳＳＨの取組のより一層の深化は見込めない。組織として、全職員
の指導力のボトムアップを図るため、研修などに積極的に参加していく体制づくりが必要である。

PL：研究主任
SL：1，２年学年主任・指導教諭

・ＳＳＨ講演会、サイエンストークは予定通り実施できた。
・関西最先端科学研修は１月３１日から２月２日までの２泊３日で実施予定。（旅程、内容等は確定済み。）
・フィールドワークは、今年度「海洋教育パイオニアスクールプログラム」に参加し、熊本、福岡の３つの高校と連携して取り組んでいる。
・東海大学付属高輪台高校との連携事業は２年目に入り、４つの連携プログラムを組み実施中である。

・ＳＳＨ講演会は２回目を策定中。
・関西最先端科学研修は１月末から２月はじめにかけて２泊３日で実施予定。今後は、参加する生徒の事前指導を行う。
・「海洋教育パイオニアスクールプログラム」はフィールドワークが終了した。発表会に向けての準備を整えていく。
・東海大学付属高輪台高校との連携事業は4つの連携事業のうち1つが終了した。残り３つの内容を先方と協力しながら、よりよい研修を練り上げていく。

・２年生ＳＳクラス対象の海外研修（マレーシア）、国内研修を１１月に実施。充実したプログラムで、生徒の満足度も非常に高かった。いずれの研修とも英語によるプレゼン
テーションに取り組ませ、生徒のプレゼンテーション能力を醸成する良い機会となった。また１１月に時期を変更したことは、生徒への過重負担を減らすという面では有効だ
が、訪問先の日程等も勘案した上で、研修日程を再考する必要もあると考える。

・海外研修、国内研修とも学んだことを整理し、まとめる。１月実施の成果発表会に向けてパワーポイント作成、発表練習等に取り組む。
・来年度の２年生のマレーシア海外研修と国内研修の実施時期について、今年度中に研究部を中心に検討する。

・２年文系・理系では「探究基礎Ⅱ」の「地域探究Ⅱ」カリキュラム開発が順調に進んだ。
・研究部定例会議の実施（週１回）は滞りなく実施している。
・先進校視察は堀川高校、藤島高校、ノートルダム清心女子高校、宇土中・高校の４校で実施している。

・引き続き２年生の「探究基礎Ⅱ」については、３学期に実施内容等の検討とカリキュラム開発を進める。
・先進校視察は実施済。特に課題研究の取り組みやSSLogic、地域創成に関する内容で本校のために有益で参考にすべきものがあれば、さらに参加を検討する。

・SSHナウは、１１月末までに１～8号を発行、Facebookは各種研修毎にアップをしている。
・中学生体験入学（８月実施）や中・高連絡会（１０月実施）、高校説明会（２学期実施）で、ＳＳＨの活動内容や魅力をＰＲした。

・ＳＳＨナウは引き続き発行を進める。Facebookについてもさらに密な情報発信を進める。
・ＳＳＨナウを、本校のＳＳＨ事業の理解を深めＳＳクラスの選択の参考とするために、本校の１年生にも配付をする。

PL：研究主任
SL：関係教科主任・指導教諭
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・２年SSH海外研修（１１月マレーシア）と国内研修のさらなる充実（課題研究の深化と英語による PL：研究主任
コミュニケーション力の向上）
SL：関係学年・関係教科主任

・２年文系・理系用の地域課題研究を開発、研究部定例会議の実施（週1回）と職員会議での定
○SSH設定科目のカリキュラム開発を進めるとともに、全ての職員が連動 期的なSSH事業進捗状況の確認、先進校視察（年3回）
した体制の中でより専門的、学究的な指導ができる学校組織をつくる。ま
た、広報活動の充実を図る。
・SSHナウの発刊（２０号以上）、facebookによる情報発信、各種広報活動（小中学校訪問時、各
種来校時等）による成果の地域への還元

・ホームページの更新は１１月末までで５５回更新、Facebookは行事毎に適宜更新、「日田高だよりは」１１月末までで１～１０号を発行し、中学生やその保護者、地域の方々
に本校の魅力発信に努めた。

悩みを抱えた生徒や保護者の相談に活用することができるのではないかと考える。
・高校生のほとんどがスマートフォンを持っている。ＬＩＮＥやブログ等のＳＮＳでのトラブルが心配される。基本
的には家庭の問題だとは思うが、学校でもネットトラブル防止や啓発のための講演会等を、今後も継続して実
施してもらいたい。

・９月実施の心理テスト（hyper-QUテスト）の職員研修と、３学期に実施予定の第２回目の研修会と合わせて、生徒理解や生徒指導のために活用する。

・カウンセリングに関するスキルアップ研修（年１回）

・メール一斉配信の運用（適宜）、危機管理マニュアルの更新
３
保護者・地域の期待に応
える魅力ある学校づくりを
推進する。
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・特別活動に係る行事の精選（桜花会・響櫳祭の実施内容や開催時期等）、各種行事ではＷｅｂア PL：主幹教諭
ンケートを行い、満足度80%未満の行事は見直し・改善の対象とする。
SL：特別活動主任

○面談活動や教育相談カウンセリングのスキルを上げるとともに、「報告・ ・教育相談記録・支援シートの共有、ケース会議・教育相談委員会の実施（適宜）、スクールカウ
連絡・相談」を通じて情報や指導方策を共有できる学校組織を構築する。 ンセラー・外部機関との連携強化、保健だよりの刊行（各月１回）、学年団・担任の連携強化

○小学校や中学校との連携事業（SSH事業を含む）、地域振興活動や防
災対応、ボランテイア活動への積極的な参加ができる生徒を育成する。

3

PL：生徒指導主任
SL：総務主任・特別活動主任

PL：研究主任
SL：関係教科主任・各学年主任・指導教
諭
PL：研究主任
SL：関係教科主任・指導教諭

3

われる。ＳＳＨの活動を通して、これらの能力をしっかりと身につけてほしいし、身につくような指導を本校職員
にお願いしたい。

・研究テーマの１つである「エリンギの原木栽培」は、地元日田市の活性化の面からも興味深い研究であった。
このテーマに３年間継続して取り組み全国大会に出場したことは、ただ単なる研究の継続・継承という意味だ
けではなく、本校の伝統の継承、ＳＳＨ精神の継承という点でも素晴らしく、評価できる。
・「ＳＳＨで学んだことは大学進学後にとても役立っている。」との卒業生の声をよく聞く。ＳＳクラスの卒業生を
学校に招いて話をしてもらうことで、本校生のＳＳＨに対する認識をもっと深め、モチベーションアップに繋がる
のではないかと考える。

・ＳＳＨの取組や生徒の研究内容が中学生に伝わり切れていない感がある。「ＳＳＨナウ」や「日田高だより」、
「新聞の切り抜き」等を中学校に配付し、更に学校ＨＰやＦａｃｅｂｏｏｋで情報発信をしているが、中学生がどれく
らい興味関心を持って目にしているかは不明である。もっと本校の取組や素晴らしさをアピールできる方法は
ないものだろうか。

