
(別紙様式３）

○生徒会のリーダーシップを強化し、地域貢献やボ
ランティア活動に積極的に取り組む。また、体験入
部を通して、部活動加入率を上げる。
○安心安全な部活動に関する環境を見直す。

PL：特別活動主任
ＳＬ：生徒会顧問
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○清掃ボランティアを各学期で行うことができた。
○部活動オリエンテーション（部活動紹介・体験入部）は、感染症対策で、例年のように実施できなかったが、各先生方の
声掛けのおかげで、入部率は94.4%となった。
○熱中症予防のWBGT指数測定の黒球式熱中症指数計を部活動の各活動場所に配置することができた。

○清掃ボランティアの開始日や開始についての伝達など柔軟にできるための準備が必要である。
○部活動加入への広告、告知が必要。2年度は感染症対策で生徒の勧誘活動を中止した次年度も同
様の対策をとる必要はあると思うので、それをふまえての広告が必要である。
○日田は５月初旬には夏日を迎えるので黒球式熱中症指数計の設置を５月から始めることを部顧問
に周知し、熱中症予防に努める。また、2年度に並び感染症予防を意識した練習計画を立ててもらう必
要がある。

○退部した生徒に対して時期を見て
他部への紹介を丁寧に行い再入部
する機会をつくってはどうか。
○コロナ禍での学校行事のあり方
を実施することを原則に、しっかり検
討してもらいたい。

○人権が身近で大事なものだと認識でき、自己肯
定感を感じられるように教材や行事を考える。 PL：人権教育主任

ＳＬ：特別活動主任
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○職員研修はコロナ関係で実施できなかった。
○人権HRAは事前学習会も含め、予定通り全学年、年間３回ずつ実施できた。
○「人権だより」を予定通り年間１１号発行できた。また、人権HRAの感想等を有効に利用できた。

○職員研修はコロナ問題を考慮し、夏休み中に実施する。
○人権HRAは事前学習会も含め、年間３回ずつ実施するための、早めの計画・周知を行う。
○「人権だより」は人権HRAの感想等を有効に利用して年間１１号発行を続ける。

○実施できなかった研修は別な形
で、趣旨が徹底できるように進めて
もらいたい。

○生徒の安全、安心な学校生活のために、生活に
関するアンケートやいじめアンケート、ＱＵ検査を活
用し、生活実態の把握に努める。

PL：教育相談主任
ＳＬ：生徒指導主任
　　 ：教育相談コー
　　 ディネータ
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○「ハイパーＱＵ検査」「ＴＫ式М２検査」も実施し、係・管理職・学年主任を通して担任へ説明を行い、生徒理解や学級経
営へ活用した。業者説明会は、今年度の事情から実施できず。
○「相談室だより」を５号まで発行し、スクールカウンセラーの紹介や相談室のことなどの情報提供を行った。生徒や保護
者、教員の相談については、教育相談コーディネーターを通してスクールカウンセラーにつなげることができた。

○次年度も「ハイパーＱＵ検査」「ＴＫ式М２検査」を実施し、生徒理解や学級経営に活用していく。業者
説明会等を実施し、検査結果の共通理解を図る。
○「相談室だより」を６号発行し、教育相談やスクールカウンセラーに関する情報提供を生徒・保護者に
行う。教育相談コーディネーターと連携し、生徒・保護者、教員からの相談をスクールカウンセラーとつ
なげ、安全・安心な学校生活が送れるようにしていく。

○SNSトラブルは深刻な問題になる
事が多い。良く取り組んでいるが、
油断せずに適切に対応してもらいた
い。

○授業を大切にし、学習に対する意識を高め、「思
考力・判断力・表現力」を育み、自分の考えを適切
に表現できる能力を養うとともに「基礎学力の定着」
に向けた取り組みを進める。

PL:教務主任
SL:総務主任
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○互研授業は、校内研での１回と合わせて目標回数をクリアできた。
○毎週課題では、実施計画は予定通り立てられたものの、長期休業中の課題の事後指導や基礎力診断テストの実施時
期の変更に伴う取り組み、学校行事の集中化などで計画通りの実施に至らなかった教科もあった。また３学期は行事や
休業、授業カットも多くなり実施しにくい環境があった。
○基礎学力向上対策補充授業は、２学期以降の行事の集中化で実施しにくい面もあったが、何とか計画的に実施でき
た。

○校内研以外で互研を進める方法を検討する必要がある。
○必要時に即座に対応できるよう、リモート授業に対する職員のスキルを高める必要がある。授業改
善のひとつのテーマとして「リモート授業」についての研究を進めるのも良いと思う。
○基礎学力定着の３本柱として「朝学」「毎週課題」「基礎学力向上の為の補充授業」を来年度も実施
していきたい。

○コロナ禍で学習形態が変化する
との報道を聞く。タブレット端末を利
用した学習に対応できるように先生
方の研修を積極的に行ってもらいた
い。

○挨拶・清掃・礼儀(頭髪・服装)など「当たり前のこ
とが当たり前に出来る」ように取り組み、地域で活躍
する生徒を育てる。

PL：生徒指導主任
SL：保健主任
　　 防災教育ｺｰﾃﾞﾈｰ
ﾀｰ
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○登下校指導は保護者や生徒と協力して毎月1回実施した。
○現状に応じた内容を検討しながら「林工だより」や「保険だより」を毎月1回発行した。
来年度から自転車通学生のヘルメット着用が義務化される。ヘルメットの安全性等に関するHRAを2月に実施し、ヘルメッ
ト着用の啓発を行った。
○防災教育に関しては10月に防災教育講演会、12月・3月に防災避難訓練を実施した。また、9月に情報モラル講演会を
実施。

○交通事故防止のための指導については日常的に実施しているが、さらに事故防止の徹底に向けて
企画する。来年度から自転車ヘルメット着用並びに自転車保険の加入が義務付けられる。スムーズな
対応となるように、事前の準備をしっかりしておきたい。
○本年度実施した防災避難訓練の反省を生かして、生徒・教職員ともに危機意識が高まる防災避難
訓練を計画する。「地震体験車」の利用など、いつ起きるかわからない万が一の時のことを事前に考え
ておく契機としたい。。

○挨拶や礼儀作法は良いが評価に
胡座をかくことがなくもう一段上の評
価を得る為に生徒と教職員が一体
となって研鑽して欲しい

○専門高校の特性を生かしたキャリア教育を充実さ
せ、家庭との連携を密にして希望進路の達成を図
る。
〇進学指導および公務員指導体制を強化する PL：進路指導主任

SL：進路指導副主任
　 ：各学年主任
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○就職試験対策（面接・集団討論・グループワーク）の各講座を計画通りに実施し、就職一次内定率は99.2％（117／
118）、専門性を活かした就職内定率は97.4％(114/117)、3年生全員の進路が12月中に決定し、それぞれの目標は達成
できた。
○公務員は、公務員補習や外部機関との連携を図り、国家・県職(大分、佐賀、山口）・日田市・九重町・南小国町・自衛官
に例年より多く合格した。
○進学は、個別指導を充実させ大分大学・東京農大・福岡工大などに合格した。
○インターンシップは、コロナウイルスの影響で参加率85.2％(127/149)となり、100％達成はできなかったが一定の成果
が得られ、事業所・現場見学は計画通りに実施して、出前授業やものづくり教室を積極的に実施しキャリア教育の充実を
図ることができた。
○進路達成満足度3.8、学校の支援に対する満足度3.9、主体的な受験先3.9となり目標を達成することができた。

○新型コロナウイルスの安全対策を図りながら、希望進路達成と満足度を満たすより効果的なガイダ
ンス（就職・進学）や試験対策をさらに丁寧できめ細かく取り組む。
○オンラインによる応募前見学会や面接試験の対応の強化と環境整備を図る。
○事業所・現場見学やインターンンシップは、新型コロナウイルに安全で柔軟に対応できるように企業
との連携を図る。
○進学指導について、新しい入試制度に対応できる学力・小論文・口頭試問・面接・プレゼン等の実情
に応じた早期の情報収集と個別指導の早期（低学年）指導計画を検討する。
○管内をはじめ県内就職率を向上させる進路指導方法を検討する。

○コロナ禍で進路決定が遅れてし
まうのではないかと心配したが、例
年以上の実績を残している。
○地元就職を一層進めてもらいた
い。特に公務員試験対策は重要と
思うので、一層の工夫をお願いした
い。

〇地域、企業、行政、校種間の連携を進める

PL：学科主任代表
ＳＬ：各学科主任

3

○日田くす企業合同説明会（2月本校で実施予定）
○林業科によるGE事業3校7クラスで実施（東渓中、大明小、五馬中）
○アグリ創生塾関連事業に年間を通じて積極的に参加した。
○行政、地域企業との連携で2年生インターンシップは新型コロナウイルスの影響もあったが、全学科実施できた。
○2年生による現場見学・事業所見学を実施(2～3学期）。

○次年度の進路指導達成にむけて、インターンシップや現場見学などを継続的に進める。参加した生
徒の意識啓発や職業理解を深める最終時期となっており、さらに適切に取り組む。
○地域創生の一環として、地域人材の育成や地元就職の促進に向けての取り組みを進めていく。
○地元企業や行政機関との連携を今後も継続していく。
○新型コロナウイルス対策を行い、幅広い活動を展開する。

○「ものづくり」や体験学習の場を多く提供し、より
専門性の高い生徒の育成を目指す

PL：学科主任代表
ＳＬ：各学科主任
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○ものづくりコンテストは新型コロナウイルスの影響で中止（各部門で講習会や練習会等実施）
○事業所・現場見学を各学科1,２年生において以下の通り実施した。
林　業　　科　　１年　高性能林業機械研修（湯布院）
　　　　　　　　　２年　伊万里木材(株)、中国木材(株)伊万里事業所
　　　　 　　　　　　　　若い林業後継者就業促進事業(湯布院林業研修所１泊2日)
機　械　　科　　１年　日本製鉄株式会社八幡製鉄所、トヨタ自動車九州株式会社(福岡県）
　　　　　　　　　２年　九州電力新大分発電所、ＪＸＴＧエネルギー株式会社大分製油所(大分市）
電　気　　科　　１年　九州電力(福岡市）　八丁原地熱発電所　正興電機(福岡市）
　　　　　　　　　２年　日本製鉄　大分製鉄所　九州電力　新大分発電所　大分LNG
建築土木科　　１年　日田ルーテルこども園改築工事・響峠バイパス道路改良事業工事見学（日田市）
　　　　　　　　　２年　建築コース：ルーテルこども園新築工事・草野本家保存修理工事
　　　　　　　　　　　　 土木コース：小野川の鋼製スリット及び小野地区地滑り改良工事見学

○４学科２年生による校外実習、事業所見学、就業体験の２学期以降の実施に向けて企画準備を行
う。
○事業所・現場見学を１２～３月に２年生対象に完了し、３年時に向けた進路意識の啓発が進んだ。３
学期中に個別面談（保護者交えて）を実施しており、就業分野や企業への理解を深めて、ミスマッチな
くさらに専門性を生かした企業や地域産業への就職指導を適切に進めている。

PL：林業科主任
SL：農場主任
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○大分県農林水産部林務管理課と連携事業（若い林業後継者就業促進事業）を継続することができ、「伐木等の業務に
係る特別教育（チェンソー取扱資格）」を２年生全員が取得することができた。
○フォークリフト技能講習２１名取得、刈払機安全衛生特別教育取得者２５名が取得することができた
○保護者に対して、資格取得の奨励を学科通信や資格取得のしおり、保護者宛文書を配布し年間２回以上実施すること
ができた。
○測量士補の取得に関しては、コロナの関係で学習指導時間の確保ができず、また希望する生徒もいなかった。

〇大分県農林水産部林務管理課との連携事業（若い林業後継者就業促進事業）を継続し、「伐木等の
業務に係る特別教育（チェンソー取扱資格）」を２年生全員を取得させる。
○林業・木材産業に必要な資格をさせる。
（フォークリフト技能講習3年生50％以上、刈払機安全衛生特別教育2.3年生50％以上）
○インターンシップや地元企業見学会・工場見学、保護者との面談を充実させ、日田玖珠・県内の地元
就職率30％以上を目指す。

PL：機械科主任
ＳＬ：機械科副主任
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○後期技能検定については機械科１年生３６名が受検し、計画通り補習が実施された。Ｍ３は２年次に全員が技能士に
認定されており７年連続クラス全員合格について西日本新聞社で新聞掲載された。更にＭ２生徒が機械検査作業におい
て成績優秀者表彰を受賞した。
○林工マイスターにおいては１級が３７名、２級が３名取得した。ジュニアマイスターにおいては、３９名が取得しそのうち
ゴールドが７名、シルバーが２３名、ブロンズが９名となった。
○学科通信については定期的に発行することができた。

○今後も技能検定の補習指導については機械科職員でワークシェアリングしながらも１．１５の精神で
取り組んでいき、合否の結果には拘らず生徒が将来の現場で生かせる力を育成していきたい。
○学校と家庭が共通認識、共同歩調で希望進路を達成し、保護者・生徒満足度100％を目指す。

PL:電気科主任
ＳＬ：電気科副主任

3

○第二種電気工事士の資格を今年度は３年生が全員取得しました。また２年生、１年生とクラスの８５％のものが取得し
ているため来年度以降も卒業までに全員取得の見込みが立った。
○第一種電気工事士に関しては５人が受験し３人が合格、施工管理試験は８名受験３名合格、第三種電気主任技術者に
ついては一年生が取得し新聞取材を受けた。
○インターンシップ、1、2年生の工場見学についてはコロナ禍で人数制限、受け入れを断られたが実施が出来た。

○第二種電気工事士クラス全員合格のために効率の良い補習を実施し、第一種電気工事士、施工管
理、技能検定の合格率をあげるため生徒の意識をあげる。
○インターンシップ、工場見学に関してはコロナの状況で実施できるかわからないが可能な限り実施す
る。

PL:建築土木科主任
ＳＬ：建築土木科副主
任
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○測量士補試験2年生1名合格/９名受験・3年生合格なし/４名受験（7.7％）、計算技術検定3級32名合格/３６名受験
（88.9％）、計算技術検定2級5名合格/14名受験（35.7％）、パソコン利用技術検40名合格/40名受験（100％）など、資格
指導の成果が出た。
◯専門系進路先96％、一次合格100％を達成した。
○2級建築施工管理技士試験3年生6名合格/18名受験（33.3％）、2年生11名合格/18名受験（61.1％）計47.2％合格。2級
土木施工管理技士試験19名合格/21名受験（90.5％）

○測量士補、2級建築・土木施工管理技術試験に向けて、計画的に補習を実施する。その他資格試験
等においては、補習方法等の検討を行い、早期よりの指導体制を整え、次年度に向けて合格率の向
上を目指せる方策を検討する。
○インターンシップ・外部講師招聘授業・現場見学等のキャリヤ教育の充実を早期より図り、専門系進
路決定８０％以上に向けた取り組みを行うっていく。
○小学生対象の出前授業から中学生対象の出前授業への検討を行う。
○公務員希望者が増加していることから、合格率の向上に向けて補習体制をより充実させるための方
策を検討する。

※「働き方改革の推
進」に関する重点目
標

○全職員に働き方改革の推進を
意識させる。
　全職員が目標管理シートにお
ける「働き方改革」の自己目標に
対する達成度「３」以上

○全職員に自ら進んで働き方改革に取り組む姿勢
を育成する事で、心身共にリフレッシュし、より効率
よく生徒のために職務を遂行する事を目指す。

PL:教頭
ＳＬ：主幹教諭
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○全員が、目標管理シートの自己目標の１つに設定した。
　・この目標の自己評価の平均は3.83（5段階）で中間評価の3.53（5段階）を上回り、取り組みの成果を感じている。
○年休取得は、昨年度より約３日増加している。
　・年休取得平均　15日3時間5分（昨年 12日3時間58分）
　・年休取得15日以上　　　　　　　25名［56.8％］（昨年 17名［37.0％］）
　・年休取得15日未満10日以上　14名［31.8％］（昨年 13名［28.3％］）
　・年休取得10日未満5日以下     5名［11.4％］（昨年 11名［23.9％］）
　・年休取得  5日未満　　　　　　　　0名［0％］（昨年 5名［10.6％］）
○夏季休暇完全取得は達成出来なかった
　・対象者59名　完全取得者56名（94.9％）、取得日数4.93日
○残業は、平均で月４５時間を下回った。
　・1人平均の月残業時間 41.0時間（6月から1月の８ヶ月間の平均）

○教職員個々の働き方改革についての意識は、この１年間で向上してきたと思われる。この流れを大
切にして、より一層進めていきたい。
○学校全体で良い流れが出来ているが、学年・教科・学科等小グループで見ると改善されているグ
ループやそうでないグループに分かれる。改善が進んでいないグループのリーダーに「どうすればこの
グループの働き方改革が推進できるか」を考えてもらい、小グループでの取組を進めていきたい。
○常に働き方改革を意識させるために、新総務事務システムを利用して、個々で「年休等の取得状況」
を確認させる。また、職員朝礼で呼びかけ、計画的な取得を促進する。

○取組が進んでいると思えるが、勤
務時間を短くすることや効率を上げ
ることを今以上に取り組んでもらい
たい。
○学校独自で会社の経営者から
「組織の効率性」等を学んでみては
どうか。

《創造》
体験学習を重視し
「１．１」の精神でも
のづくりや資格取得
に挑戦させ、専門性
を高める

林業：行政（大分県・大分森林管理署）との連携によるインターンシップの実施（2年生全
員）、地元企業との連携による協議会、事業の実施。（3回以上）
工業：行政、地域企業との連携によるインターンシップの実施（2年生全員）

林業：校外実習、事業所見学等の実施。（年間4回以上）
　　　　専門企業におけるインターンシップの実施により、専門企業への理解を高める。
（2年生全員参加）
工業：事業所見学、現場見学等の実施（各科２回超）

（建築土木科）
○専門教科・キャリア教育の充実を図ると共に、2級建築・土木施工管理技術検定の合
格率をともに70％、測量士補20％、技能検定80％に向けて指導の充実と受験に向けて
の意識の向上を目指し、専門系進路先決定80％以上及び一次合格90％を目指す。

○目標管理シートの自己目標として、次の６項目の中から４項目を取り組む。
　①年休取得
　　・昨年度取得日数より１日増で設定。ただし１５日以上とする。
　②夏季休暇完全取得５日
　③考査期間の定時退庁（１７：３０退庁）、考査期間中に年休を取得。
　④残業を月４５時間以内とする。
　⑤定時退庁日の設定
　　・週に１日を定時退庁日（１８：００までに退庁）とする。
　⑥部活動週休日について
　　・週に１日の休養日を設定し、定時退庁日（１８：００までに退庁）とする。
　　・月に１日は休養日とする。

重点目標中期目標
１．人権尊重の精神で自他を敬愛し、調和のとれた人づくりを実践する学校にする。
２．規律ある生活習慣を確立させ、学ぶ力と自立する力を育成する学校にする。
３．生徒一人一人の希望進路が実現できるよう指導体制の充実した学校にする。
４．林業、工業の併設専門高校として専門性の高い実践力のある生徒を育てる。

○授業改善ロードマップをふまえた「互見授業期間（年間二期）」を設定し、他者授業の
見学回数を平均で1.5回以上にする。
○「毎週課題」を1学期中間考査後より開始し、年間15回以上実施する。
○国語、数学、英語の三教科で、基礎学力向上対策の補充授業を2学期中間考査後よ
り開始し、年間15回以上実施する。

○登下校指導を生徒会やＰＴＡとの連携により、毎月１回実施する。また、学校の現状
（頭髪服装検査や自転車の施錠率の結果）について毎月１回林工だよりを発行して情
報公開する。
○教職員・生徒の防災教育に関する研修を３回以上実施する。また、感染症や各種学
校行事に対応した保健だよりを年間１０回以上発行する。

○生徒会リーダー研修会を４月に実施して、月隈祭など各種行事の企画運営に早めに
取り組む。
○部活動オリエンテーションや体験入部期間を行い、部活動勧誘活動を活発に行う。
○全校ボランティアである千年あかりを地域の人たちを協力して成功させる。
○週休日などの設定を部活動顧問に周知し、安心安全な部活動にするとともに、部室
や学校管理自動車等のハード面での見直しも進める。
○職員研修や人権HRA（年３回）を適切に実施するとともに、生徒・教員による評価をふ
まえて取組の分析や精査による改善を行う。
○「人権だより」を毎月発行し、人権教育にもどついた行事や活動、HR運営を進める。

○ＱＵ検査結果を学年で検討する場を年２回設定し、生徒や学級へのサポートに効果
的に活用する。
○教育相談だよりを年間６回発行し、来室面談の活用を促すとともに、生徒と教職員の
両方に安全、安心な学校生活への理解を促す。

　敬愛、勤勉、創造の校訓のもと、高い専門性を有し、自ら考え自ら行動できる心身ともに健全な生徒を育
てる。

重点目標 達成(成果)指標

１．コミュニケーション能力を有し、人権を尊重する態度を育成し、調和のとれた生徒を育てる。
２．授業改善による基礎学力の定着と規律ある生活習慣の確立により希望進路の達成を図る。
３．体験学習を重視し「１．１」の精神でものづくりや資格取得に挑戦させ、専門性を高める。

取組指標

・重点目標および達成指標のおける数値目標については概ね達成しており、特に生徒の生活満足度や学科での学びを示す数値は高くなっている。授業改善については、今年度新たに「生徒が自分で学ぶ意義や喜びを感じることができてさらなる意欲を待つ」ことを目標としたが、数値を大きく伸ばすまでは至らなかった。次年度さらに工夫改善を要する。進路指導については、１００％の決定を達成しており、国公立大学（鹿児島大）や公務
員（国家、県職、市職等）への合格成果も残せた。専門学科における習得技能の向上やより高い資格や検定の目標値も十分にクリアできており、専門科の取りくみはさらに充実した。
・安全安心な学校管理運営については、意識の高い分掌主任を中心に組織的な準備と対応があって適切に進められた。重大事故や生徒事案は皆無であり、いじめ事案への対応も良好で年度内ですべて解消している。また、中学校時に長欠傾向にあった生徒が全て入学後に欠席や欠課がなく、不登校ゼロは今年度も継続している。
・専門科を中心に地域へさらに学校公開や広報をおこなったが、定員割れとなって点を次年度の大きな課題とする。中学校での出前授業や「地域高校の魅力化・特色化事業」などをさらに効果的に活用して地域での理解を深め、期待と信頼を得る必要がある。近年の特徴的な高校選択として、高い成果を求める部活動を理由とした日田市外の高校選択、さらに私学を専願するケースが増加している。従来の教育課程や部活動などの枠組
みを超えた需要への対処に加えて、中学校早期もしくは小学校高学年からその保護者も含めた公立高校への理解を深める工夫が必要である。

前年度評価結果の概要

総合評価
次年度への展望

等

重点目標および達成指標のおける数値目標については概ね達成しており、特に生徒の生活満足度や学科での学びを示す数値は高くなっている。進路指導については、コロナ禍であったが、就職試験１次合格率９９％以上、１２月中の進路決定１００％達成、公務員（国家、県職、市職等）１４名合格、国公立大学（大分大）合格など過去にない実績を残せ
た。資格取得において、林工マイスター卒業生１５９名全員取得、ジュニアマイスター学校表彰受賞など高い実績をあげた。上半期に検定試験の中止などがあったが、学校全体で習得技能の向上や１年生で電験３種合格などより高い資格や検定の目標値も十分にクリアできており、専門科の取りくみはさらに充実した。専門科を中心に地域へさらに学校公
開や広報をおこなったが、定員割れとなって点を次年度の大きな課題とする。中学校での出前授業や「地域高校の魅力化・特色化事業」などをさらに効果的に活用して地域での理解を深め、期待と信頼を得る必要がある。高校選択の実情を確実に捉え、その実態に合わせた取り組みが必要であり、中学校早期もしくは小学校高学年からその保護者も含め
た県立高校への理解を深める工夫が必要である。

令和２年度学校評価（年間評価）

次年度の改善策 学校関係者評価

《勤勉》
授業改善による基
礎学力の定着と規
律ある生活習慣の
確立により希望進
路の達成を図る

学校名　大分県立日田林工高等学校

分析・考察

《敬愛》
コミュニケーション
能力を有し、人権を
尊重する調和のと
れた生徒を育てる

重点的取組
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価

学校教育目標

○４学科とも、学科の特徴を生かし
た教育を実践しており、取組は良
い。
○コロナ禍で各種コンテストが中止
になっている。各種コンテストで過去
実績をあげているので、技術の伝承
が途切れることがないように確実に
取組を進めてもらいたい。
○資格取得も今年度の前半は中止
になっているが、例年高校３年間で
取得できるはずの資格は取りこぼし
のないように指導してもらいたい。
○新しい技術は急速に進化してい
る。教職員も新技術について行ける
ように研修を積み、生徒に指導して
もらいたい。

○コロナ禍で例年通りの実施はま
すます困難になると思う。インターン
シップや校外実習・現場見学等は職
業教育には不可欠であるので、効
果が上がる仕組みを作り上げてもら
いたい。

○ボランティア活動（特に「ひた
千年あかり」ボランティア）への参
加人数を昨年度以上、部活動加
入率を90％以上にする

○人権学習HRAの生徒評価を１
～４評価の３．０以上にする

○Q-U検査における学級生活満
足群の割合を60%以上にする

○ステップアップのためのアン
ケートにおける各教科の取組状
況を４段階評価の平均３．１以上
にする

〇ステップアップのためのアン
ケートにおける生徒指導に関す
る取組状況を４段階評価の平均
３．３以上にする

○就職・進学の一次内定率９０％
以上、進路達成１００％にする

〇希望進路の達成９５％、専門
性を生かした進路９０％

〇進路達成満足度3.5以上、学
校の支援に対する満足度3.5以
上

○「林工マイスター」顕彰獲得数
120名以上

○「ジュニアマイスター」顕彰獲得
数50名以上
　　　(ブロンズ以上)

○各種資格・検定の取得・合格に向けて、組織的に
取り組み、生徒満足度100％を目指す

(林業科）
○大分県農林水産部林務管理課との連携事業（若い林業後継者就業促進事業）の継
続による「伐木等の業務に係る特別教育（チェンソー取扱資格）」の2年生全員取得。
○フォークリフト技能講習、刈払機安全衛生特別教育取得者40名以上。
○保護者に対する資格取得の奨励を実施する。（年間２回以上）
○測量関係資格（測量士補）の取得。
(機械科）
○林工マイスター全員取得とジュニアマイスターの取得者数を２５名以上を目標とし、各
種資格・検定の綿密な指導計画のもと、将来に役立つ技能の習得を重視した資格検定
の指導を行い、合格率70％を目指す。
○定期的に学科通信を発行し学校と家庭が共通認識、共同歩調で希望進路を達成し、
保護者・生徒満足度100％を目指す。
（電気科）
○第二種電気工事士資格クラス全員取得に取り組み,卒業までに100％取得達成を目
指す。
○第一種電気工事士、第三種電気主任技術者、工事担任者、2級電気工事施工管理
技術検定学科試験、技能検定の補習を100％実施し合格させる。
○インターンシップ・１，２年生の事業所見学・外部講師招聘などキャリア教育の充実を
図り、早めの進路意識付けをする。

○試験対策講座（面接・集団討論・グループワーク）と進路ガイダンス（進学希望者）を
より充実させ就職・進学試験一次内定率90％以上、希望進路達成率95％、進路達成率
100％とする。
○1・2年生の事業所・現場見学実施率100％、2年生のインターンシップ参加率100％、
出前授業・ものづくり教室の実施をとおしてキャリア教育を充実させ専門性を活かした
進路達成90％にする。
○校内公務員補習の充実、外部機関による公務員補習講座と公務員模試受験の推
進、進学希望者の個別指導を徹底する。
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