
(別紙様式３）

授業改善の推進と探究活動の
充実により、確かな学力を向上
させる

ＰＬ：指導教諭
ＳＬ：教務主任
　　　教科主任

3

・授業アンケートにおいて、「授業内容が理解できる」の強い肯定の割合は３５％（肯定の割合は９１％）であっ
た。第１回からは８％上昇しているが、目標には到達していない。
・RGBルーブリックについては、２４項目中２３項目で肯定的に回答した生徒の割合が５０％を超えた（ルーブ
リックは４段階としたのでS,A,B,C中でS,Aの回答の生徒の割合とした）。
・取り組みについては、探究活動を取り入れた授業づくり、授業での目標の提示・振り返りの時間の確保とも
に、アンケート結果からも定着しつつある。

・生徒主体の授業を行う中で、「理解できる」環境づくりを目指して継
続して研修や研究授業を実施していく（年間２回以上）。
・ICTの有効活用についても研究を進めていく（長期欠席生徒への
授業動画配信などが少しずつ実施していっている）。

○タブレットの活用で学習の幅が広がっている。活用方法の研究など
大変さが増すが、活用が定着することで負担軽減につながるとよい。
○アンケートを取り、授業改善を進めていくことはよい。
○コロナ禍では、ＩＣＴの活用の充実が重要である。
○達成目標の達成が成果として結びついていない。

難関大学への合格を支える指
導・支援体制の下、高い志を育
む

ＰＬ：進路指導主任
ＳＬ：学年主任 3

・指導力向上を主眼とした入試問題研究は、例年通り春季・夏季の２回実施、うち春季分九大入試問題研究
は進路資料『響櫳』採録で生徒還流、また夏季分は「（思考力・判断力等）新時代の新しい要請」の大学入試
問題への反映ぶりを抽出・分析・共有する観点での報告会を、９月に行った。今年度卒業生の歩みを振り返
る進路指導報告会は、３月実施予定。
・同時に、高い志を抱く生徒を募り意識づける取り組みは２・３年それぞれに行い、特に３年生においては、毎
月曜放課後に「難問を解く会」を12月いっぱい継続実施した（英数国３教科）。

・第２回共通テストは第１回に比べ大幅難化したが、それでも難関
大を強気で受験する３年生を一定数担保できたことは、「これまでの
頑張り」を無駄にしたくないという強い志を内側に醸成できたことの
表れと受け止める。引き続き１･２年生も、学力的不安要素が増え
「難関志望の志」が徐々に薄まる傾向を食い止めるべく、「平素の基
礎学力の底上げ」に全体で推進したい。

○難関大学への合格は進学校である日田高校にとっては必要なこと
であり、中学生の進路選択のＰＲになる。
○日田高校は難関大学等に合格できる環境にある。
○難関大学への合格を支える指導、支援体制のより一層の充実、発
展を期待している。

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

ＰＬ：研究主任
ＳＬ：進路指導主任 3

・RGB意識調査の「問題に対して解決策を考える」が6月2.8→1月3.0に、「自身のアイディアを社会に役立てた
い」が6月1.9→1月2.1に上がったことから、日田市役所、一社NINAU等と連携した探究的な授業を実施するこ
とで、学習意欲の向上につながったことがわかる。
・県教育委員会主催の次世代人材育成推進事業では、年間４回の取組で、１０名の募集枠に毎回２０名が希
望しており、グローバルリーダー育成塾等の参加者と合わせると延べ１２０名以上が参加した。

・RGB意識調査において、波及力の「地域や世界の科学技術の向
上に貢献したい」のポイントが6月2.9→1月2.9と伸びが見られない。
SSHの外部連携をよりSDGsの視点につながるようにし、キャリア形
成に良い影響を与えるよう、各探究活動をじぶんごとと捉える取組
を強化したい。

○課外活動に参加することで、視野が広がり、交流の幅も広がる。他
校生と触れあい頑張る姿はいい刺激になる。
○キャリア教育について、ＳSＨ事業だけでなく、全生徒の積極的な参
加を促すことを希望する。

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

ＰＬ：生徒指導主任
ＳＬ：特別活動主任 3

・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95,3％（61,6％）→12月94.6％（59.4％） ※（　）内は
強い肯定「そう思う」
・日田警察署の生活安全課に依頼して、１年生を対象に「スマホ・ケータイ安全教室」を開催した。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。（６月）
・全校生徒を対象にして、自転車安全運転講習会を実施した。大分県交通安全協会に講演を依頼し、代表生
徒に模擬運転をしてもらい、実際の登下校状況を想定した内容をzoom配信で行った。（１１月）
・バイク通学生対象の実技講習会は、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、引き続き交通風紀委員とと
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、自転車
整備を喚起するなど、日頃から安心安全な登下校の意識を高める。
・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、年間を通じて未
然に事故を防ぐために情報発信を継続していく。

○生徒会、PTA、学校、地域が連携して、交通安全についての声掛け
や活動をお願いしたい。
○コロナ禍で活動が制限されることがあるが、安心・安全が第１です。
スマホの使い方や交通ルールの的確な指導をお願いしたい。
○２回の意識調査の結果、いずれも高い数値を示しているが、２回目
に若干低下している点が気になる。

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

ＰＬ：特別活動主任
ＳＬ：学年主任 3

・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）がわずかに増加した。「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87.7％（53.6％）→１２月88.5％（52.8％）
※（　）内は強い肯定「そう思う」、以下同じ。
・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）ともに減少した。「部活
動と学習の両立ができている」６月68.8％（21.8％）→１２月67.7％（21.7％）

・今まで以上にコロナ対策を具体化（マスク、消毒、換気、黙食等）を
徹底し、各部が安心して部活動と学習に取り組めるような指針を作
る。

○活動が制限される中でも工夫されている。いろいろな活動に参加し、
経験を積んでほしい。
○部活動と学習の両立に対する肯定感について、コロナの影響も加味
し、取組指標に関してよく実践できている。

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

ＰＬ：保健主任
ＳＬ：教育相談担当
　　　生徒指導主任
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・学校生活アンケートにおいて、「自分の学年やクラス、部に対して所属感を感じる」と回答する生徒の強い肯
定の割合が53.7％であった。
・定例の保健会議で出欠状況のよくない生徒、気になる生徒を共有し、それを受けてケース会議を5回実施し
た。
・原則毎週水曜日に全学年対象で人間関係づくりプログラムを実施、人間関係の構築を実践している。
・本校生徒の実情把握等を目的とし、12月に職員対象の教育相談研修会を実施した。

・次年度も定例の保健会議で生徒情報を共有し、早期に対応できる
よう、教育相談との連携を図る。
・全学年で人間関係づくりプログラムを実施し、生徒自身がよりよい
人間関係を構築できる取り組みを継続する。

○アンケートにより生徒の状況を早く理解することはとても良いし、早い
対応が必要である。
○たくさんの人が自分だけが楽しいではなく、みんな楽しいかなと集団
で動く環境になるといい。日田高校ではできていると思う。

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

ＰＬ：研究主任
ＳＬ：総務主任 3

・２年SSクラス中間発表会では３名、１年WS発表会では５名の審査員を招聘した。社会実装につながる発表
内容が多く、質も高いと好評価だった。
・日本財団マリンチャレンジプログラム、崇城大学＠SOJO等、STEAMJAPANAWARD等、外部の発表会に積
極的に参加した。特に、STEAMJAPANAWARDでは全国３位に入賞し、他の生徒のロールモデルとなる成果
がでた。

・SSHナウをさらに充実させ、来年度も計画にしたがって発行してい
く。
・成果発表会の様子の配信はできたが、来年度は、SSＨの魅力を
伝える動画や、取組の様子等をオンデマンドで配信したい。

○SSHの活動をもっと配信して、日田高校の魅力にしてほしい。卒業生
の声を在校生や中学生に聞かせてほしい。
○学校のHPや外部で活動を発表することは大変良い。多くの人に内
容を知ってもらえる機会となる。

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

ＰＬ：総務主任
ＳＬ：研究主任 4

・SSHナウは現在まで１９号まで発行し、月２回以上の発行ができている。
・中高連絡会でのSSH事業紹介、中学生向けの紹介リーフレットの作成、SSHナウの小中学校への配布な
ど、SSHの魅力を様々な形で発信できた。
・２年SSクラス中間発表会、１年WS発表会、SSH成果発表会ではYouTubeで中学生や一般向けに公開でき
た。

・オンラインのよさを生かし、ホームページだけでなく動画を配信す
るなど魅力を発信できた一方で、動画の視聴数や閲覧数をさらに伸
ばす必要がある。リアクションを的確に把握し、より魅力あるホーム
ページやちらしを作成し、広報活動を強化したい。

○学校だよりやSSHナウ、ホームページなどを通して、ＳＳＨなどの日
田高校での活動を広く情報発信してほしい。
○ＳＳＨの活動や事業内容はよく発信されているが、それが中学生や
その保護者にうまく伝わっていないのではないか。

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

ＰＬ：主幹教諭
ＳＬ：総務主任
　　　教務主任
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・夏季休業中に「学校見学会(387名)」「中学校教員向け説明会」「日田高に、おいＤａｙ！(12名)」を開催。８月
から１１月にかけて１４中学校を訪問し、高校説明会を行った。
・「日田高だより」は現時点で７号まで発行した。学校見学会アンケート結果から、記事の内容を工夫し、学習
面についての「先輩の声」や学校行事の様子、部活動の成果などを伝えた。

「日田高だより」については、今後も行事が中止やオンラインになる
中で、在校生からのメッセージなどを通じて日田高の日常生活の中
での「魅力」も発信していく。また「日田高だより」に学校HPのQRコー
ドを載せてHPの閲覧数増加に結びつける。

○生徒が減少してきている今、日田高校の魅力を全校一丸となって伝
え、小中学校の保護者、先生に理解してもらってほしい。
○高校受験者の定員割れは不思議である。選ばれる学校になってほ
しい。

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

ＰＬ：主幹教諭
ＳＬ：衛生管理者 3

・「行事→アンケート→結果・分析→次回に向けての改善」のサイクルを作るため、各分掌から行事実施後の
アンケートをもとした「実施報告書（行事振り返りシート）」を９月、１月に提出してもらい、それぞれ運営委員会
で協議した。今後は３月に同様に実施する予定。

「費用対効果」を考え「やらない選択」が今後も必要である。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。

○効率よくは一般企業で常に求められている。働き方改革の社会で求
められる。今後も努力を続けてほしい。
○学校側の判断や意見を取り入れることができる環境が望ましい。

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

ＰＬ：衛生管理者
ＳＬ：主幹教諭 3

夏季休暇取得率　常勤職員96.9％（未取得者5名）、会計年度任用職員97.1％（未取得者1名）。
R3.1～の平均年休取得日数　9.12日、60.8％（常勤職員のみで算出）。
衛生委員会を各月１回、計12回（2・3月は開催予定）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60.8％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、夏休みなどの長期
休暇時には取得に向けて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。

○働き方改革は企業でも重要な問題となっている。コロナ禍ではある
が、努力を続けてほしい。
○大変なことが増えてきており、ワークバランスに十分気をつけてほし
い。先生たちにオフの時間があることで、ストレスの軽減につなげてほ
しい。

総合評価
次年度への展望等

○目標提示や振り返りの時間の設定が定着してきており、授業アンケートの結果からも授業改善は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、授業内容の理解力の向上、学力の定着につなげていくことが重要な課題である。
○育成したい力を「日田高RGB」として８つにまとめ、この１年その育成に努めた。年３回の意識調査、アンケートを踏まえ、探究する力（R）、基盤となる力（B）については、順調に成果をあげている。今後は、波及させる力（G）つまり、地域や社会への発信力、実践力の意識向上、育成に力を入れていきたい。
○今年度は「人間関係づくりプログラム」２年目として、生徒の仲間・集団づくりの取組を全学年で実施した。一定の効果はあげていると思われるが、多欠席の生徒がいる現状を考えると、プログラムの更なる充実に加え、引き続き面談の実施やスクールカウンセラーとの連携を通して、心のケアをはじめとする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などに加え、今年度は研究発表会等のYouTube配信を実施するなど、学校の広報活動には力を入れてきた。しかし、本校志願率の伸び悩みを見ると、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。
○今年度は行事の振り返りの定期実施による行事の精選、業務の精選や見直しは効率よく実施できた。また、行事等の実施においても教員の業務内容の軽減、公正化に努め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、働き方改革はこれからの状況である。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。

学校生活アンケートにおい
て、「自分の学年やクラス、
部に対して所属感を感じ
る」と回答する生徒の強い
肯定の割合が60％

１ヶ月の超勤時間が80時
間を超える職員の割合が
年平均３％未満となる

高校入試（推薦・一次）で
の志願者数が定員
+５％を超える

3

協働性・社会性の涵養

生徒会活動と連携し、生徒の自主性
を活かした規範意識の向上につなが
る取組を学期に２回以上実践する。

生徒会活動や部活動へ自主的・積
極的な参加を促す企画を年間３回以
上実施する。

いじめや出席状況の良くない生徒等
の早期発見・早期対応のため、ケー
ス会議やいじめ防止対策会議を年間
５回以上開催する。

表現力・発信力の強化

学校ホームページに各種発表会の
計画・実施内容の掲載に加え、実施
後のオンタイムでの情報発信を行
う。

3

働き方改革を実践でき
る職場環境を実現さ
せ、ワークライフバラン
スを整える

行事終了後、アンケートの実施や行
事内容の検証を行い、行事の精選を
行う。

衛生委員会を毎月実施し、職員の年
休等の取得状況を把握し、取得強化
期間を年に２回設ける。

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

１ 主体的な学習態度を育成し、生徒一人一人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・地域から愛され選
ばれる学校づくり

ＳＳＨナウの年間２０号以上の発行に
加え、動画やビデオの配信を行う。

各種行事や生徒の活躍を中学校に
伝えるため、日田高だよりを２０号以
上発行する。

3

3

主体性・探究力の向上

毎授業時間に、授業のねらいの提示
と振り返りの時間を設ける。

難関大学志望者集会を年に3回以上
実施する。

ＳＳＨ事業での地域の行政機関、企
業等との連携や県教育委員会等主
催の各種事業へ延べ１２０名以上の
生徒数の参加を推進する。

○授業アンケートにおい
て、「授業内容が理解でき
る」と回答する生徒の強い
肯定の割合が50％以上

○生徒のＲＧＢルーブリッ
クにおいて、Ａ以上（５段階
での上位２段階）の生徒が
50％以上

１　主体性・探究力の向上
２　協働性・社会性の涵養
３　表現力・発信力の強化
４　働き方改革を実践できる職場環境を実現させ、ワークライフバランスを整える

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

次年度の改善策 学校関係者評価
評価 分析・考察

令和３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

○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。ＩＣＴの活用を通しての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の確立が課題である。
○ＳＳＨ事業の取組で探究活動が定着し、地域課題の解決に向けた取組が進んだ。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。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より、生徒募集へつなげたい。
○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。対象学年の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。引き続き心のケアやプログラムの更なる充実など教育相談活動の継続が課題である。
○「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、志願率の低下を考えると、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など、計画的に行う必要がある。
○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に関する研修を早期に実施する必要がある。

学校教育目標 中期目標 重点目標


