
(別紙様式２）

PL：各学科主任

３．人権を尊重する態
度を育成し、特別活動
を通して調和のとれた
人格形成を図る

○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

○人権学習の研修会における
生徒の理解度を4段階評価の平
均3．0以上にする

○Q-U検査における学級生活
満足群の割合を前年度より増や
す

○他分掌との連携を強化し、外部講師招
聘の講習会を充実させるとともに、「人権
の日」を継続して設定する

○人権HRAは学期に1回実施する
○人権・保健講話など講習会は年間2回実施する
○「人権の日」発行の人権だよりをもとにクラス担任から10分の講
話を行う

PL：人権教育主任

次年度の改善策

○今年度もフォークリフト等の資格取得を推奨した。また、2年次8月に林業技術セン
ターにおいて「伐木等の業務に係る特別教育」を宿泊を伴う研修を行い、２年生全員が
取得した。フォークリフト運転技能講習については、3年生30名が受験し取得した。
○2年生全員対象の就業体験を西部振興局と連携して実施した。（2日間）　また、県外
企業と地元企業の事業所見学を実施した。

○第2種電気工事士に本年度2年生8名・3年生4名が追加合格し、その結果2年生3年生
ともにクラス全員取得（3年生40名・2年生39名：合計79名）を達成できた。第1種電気工
事士受験、電験３種への挑戦、工事担任者、施工管理検定、技能検定の補習を100％
実施できている。本年度3年生は卒業時にジュニアマイスターゴールド5名（内特別表彰
3名）シルバー9名の申請が出来た。

○2級建築施工管理技術検定は、17/21の受験11名合格、2級土木施工管理技術検定
は、18/18の受験10名の合格であった。3級建築大工には8名受験し全員合格した。小型
車両系建設機械特別教育においては、3年生土木コース18名が受験し全員取得でき
た。測量士補試験では、3年生4名、2年生5名が受験したが残念ながら合格者無しの結
果だった。本年度3年生はジュニアマイスターゴールド7名、シルバー10名の申請であっ
た。

○フォークリフト運転技能講習、刈払機安全衛生教育の取得奨励
○伐木等の業務に係る特別教育（２年次宿泊研修）の継続
○上記以外の資格取得に関する生徒、保護者の理解を深める。
（保護者文書の活用と生徒への説明の徹底）

○希望進路100％達成。
○第2種電気工事士資格クラス全員取得に引き続き取り組み卒業
までに100％を目指す。
○第1種電気工事士受験、電験３種への挑戦、工事担任者、施工
管理検定、技能検定の補習を100％実施する。

○各種資格・検定の指導を充実し、受検までの過程を重視した資
格検定の指導を行い、技能検定の資格取得１００％を目指す。
○林工ﾏｲｽﾀｰやＪＭの取得者数を増やすと同時に将来に役立つ
技能を身に付けさせる。
○希望進路の早期決定を含めて、保護者・生徒満足度100％を目
指す。
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○2級建築・土木施工管理技術検定、技能検定、測量士補等合格
に向けての指導の充実と受験に向けての意識の向上を目指す
○希望進路100％の達成および早期決定に向けて、専門教科・
キャリア教育の充実を図る。
○ジュニアマイスター取得に向けて、継続した指導を目指す。

総合評価
次年度への展望等

今年度は就職に関しての一次内定率が飛躍的に向上し、資格取得も成果を上げ、防災教育の取組も当初の目的を果たした。その中で改善すべき点として、基礎学力の習得はもとより「思考力・判断力・表現力」も育てる「授業改善」、学校の取組や生徒・教職員が成果を上げた事柄を積極的に外部に向けて行う「情報発信」
がある。また「希望進路の達成」「部活動や資格取得の取組」「挨拶・清掃・出席状況」等については、良い成果をあげているが、この成果を維持するためにも全教職員で現状を分析・把握し、知恵を出し合って改善していく必要がある。

○定期的なアンケートに加え、収集
した情報に素早く対応していること
はよい。
○キャプテン面談は部活動をよりよ
いものにするためにもこれからも実
施して欲しい。

○技能検定において、2年生は機械保全3級に35名が挑戦し33名が合格、機械検査3級
は7名が受験し全員合格、ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ作業は35名が合格した。3年生39名は機械検査3
級、機械保全3級の両方を全員取得となった。また、危険物取扱者乙種全類取得９名、
乙種４類取得３７名と大変良く頑張っている。その結果、資格取得に頑張った3年生は
ジュニアマイスターゴールド34名、シルバー３名と過去最高の申請人数となった。
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○良く指導していただいている。継
続した指導をお願いしたい。

○ＱＵ検査の研修は12月に実施。研修のために担任・副担任・サポーターで検査とプ
ロット図作成を行い、学級の状態の把握をチームで行うことができた。また、１年部では
各クラスの結果を持ち寄り、個別支援が必要な生徒をピックアップするなど活用がされ
ていた。
〇学級生活満足群に属する生徒の割合は１１月の全クラスの平均は５７％。（全国平均
は３６％）
○キャプテン面談は11月～12月に実施した。
○ＳＮＳに関するトラブル防止について1学期に生徒対象の講演会が行われた。
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〇ＱＵ検査の結果を個人面接と連動できるようにする。
〇キャプテン面談を１学期に実施する。
〇教員向け教育相談だよりを発行する。
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○人権HRAは学期に1回実施できている。
○7月に「デートDV防止セミナー」、11月に「性はグラデーション」（性的少数者に関する
講演会）を開くことができた。職員研修会も実施できた。
○「人権だより」は毎月1回発行できており、クラスで適宜使用されている。
〇評価を取り入れることができなかった。
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◯資格取得には全校をあげて取り組めた。「資格取得のしおり」を見直すために今年度
の取組状況の検証を行い、改訂を行った。
◯11月現在で林業科・工業科教職員35名のうち32名が専門教科に関する講習会・研修
会・会議等に参加した。

○資格取得スケジュールの見直しと、指導担当者の分担を時期ご
とに調整することで、受験の機会の増加に努める。
○指導担当者を複数配置することにより、継続して生徒の指導が
行えるように分担を見直す。

○「資格取得のしおり」を見直す
○生徒の資格取得指導に必要な職員の指導力向上を目指し、県
と連携して10以上の講習会や講座の受講を促す

○「千年あかり」ボランティアについ
て地域から高い評価を受けている
ので今後とも継続した取組をお願い
したい。
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○林業科では、グリーン・エデュケーション事業として2つの中学校で授業を実施した。
○電気科は、2つの中学校で出前授業を実施した。
○建築土木科は、１つの小学校で出前授業を実施した。
○工場見学は全学科2年生と機械科1年生で実施した。
○林業科は全国農業クラブ測量競技及び林業鑑定競技で全国大会に出場した。
○工業科のものづくりコンテストにおいては普通旋盤部門・電気工事部門で最優秀賞、
測量部門で優秀賞を獲得した。電気工事部門ではさらに全国大会出場し準優勝した。
○工業クラブ生徒研究成果発表大会で機械科が優秀賞を獲得した。

○林業科は「グリーン・エデュケーション事業実施内容の検討、地
元専門企業への事業所見学の依頼、農業クラブ測量競技、鑑定
競技、発表部門への参加」
○機械科は「１・２年生の工場見学と外部講師招聘によるキャリア
教育の実施」
○電気科は「工場見学・外部講師招聘事業の実施・出前授業実
施、ものづくりコンテストへの参加」
○建築土木科は「出前授業・ものづくり教室の実施、現場見学・外
部講師招聘授業の実施、インターンシップの実施および受入企業
の検討を行い、キャリア教育の充実を図る」

○地域との連携をより一層充実させ
て林工の良さをもっとアピールし、生
徒募集につながる様にしてもらいた
い。
○競技大会の実績も素晴らしいも
のである。来年度も成果を収められ
るように指導して欲しい。

○先生方の献身的な指導により生
徒が資格取得に向け挑戦し、すば
らしい結果に繋がっている。

中期目標 重点目標

学校関係者評価分析・考察

○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3．0以上
にする

○防災に関する「自助・共助・公
助」の意識を全員に持たせる

○就職・進学の希望進路達成
率100％及び就職一次内定率
87％以上

PL：教務主任
ＳＬ：総務主任

PL：生徒指導主任
ＳＬ：保健主任

PL：進路指導主任

○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

○教務部を中心とした授業改善のプロジェクトチームを構成する
○互見授業100％の実施並びに市内中学校への授業観察を実施
する
○週１回、ホームページの更新を行い授業実践など広く情報公開
する

○防災モデル実践校として地域と共に防
災意識を高める取組を行う

○キャリア教育を充実させ希望進路の達
成を図る

○防災に関する年間計画を100％実施する
○地域住民の本校での訓練参加率を60％にする
○応急処置の知識を「保健だより」で生徒・保護者にも伝える（年2
回の特集）

○２１世紀を生き抜く生徒にとって
必要な能力を付けるためにも、自分
の考えを適切に表現できる能力を
養える授業となるように改善を進め
て欲しい。

○防災に関する事業は良く取り組
んでいる。今年得たノウハウを来年
度以降も活かしてもらいたい。

○順調な進路内定状況ではある。
生徒の希望進路達成の為に学校を
あげての取組を行っており、大変評
価できる。
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○２年生のインターンシップ参加率を80％にする
○家庭に進路情報を確実に伝え、生徒・保護者の希望進路達成
率を100％にする 4

１．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
２．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
３．人権を尊重する態度を育成し、特別活動を通して調和のとれた人格形成を図る

評価

4

自己評価結果

平成 ２７年度学校評価

PL：教育相談主任

○教頭・教務・教科・学科で構成するプロジェクトチームにより、授業改善へ向けて取り
組み中である。
○プロジェクトチームを中心にして、市内中学校への授業観察を11月に実施した。
○行事の節目に、ホームページの更新を行った。

○教頭・教務・教科・学科で構成するプロジェクトチームを中心にし
て、授業改善へ向けて取り組む。
○2学期までに、互見授業を100％実施する。
○生徒の実態に応じたシラバス作成、評価規準の検討を行う。
○主要行事の節目に、ホームページの更新を行う。

○防災に関する事業は、現段階で計画通り100％実施できた。この成果が、教職員・生
徒ともに「防災」に対する意識の向上に反映できていると思われる。
○「保健だより」は、定期のものと状況に応じた臨時版と発行している。教職員・生徒に
対する「救急救命法」の研修も実施した。

○地域と協力、連携した防災訓練等を隔年開催でもよいので継続
していくとともに、教職員・生徒の防災に関する研修も継続する。
○保健だよりも定期的に発行するとともに、感染症や各種学校行
事に対応した臨時版の発行も継続する。

◯２年生のインターンシップ参加率は81．3％（126／155）となり、目標値の80％は達成
できた。
◯３年生の進路達成率は１００％であった。
◯就職試験一次内定率は93．8％（121／129）となり、目標値の87％以上は達成でき
た。
◯進路だよりを９回発行して家庭にも進路情報を伝えた。

◯ インターンシップ参加率を85％にするための条件整備を行う。
◯ ３年生の希望進路達成率100％を継続させる。
◯ 就職試験一次内定率88％以上とするための、試験対策講座
（面接・集団討論・グループワーク）を充実させる。
◯ ホームページを利用し「進路だより」を確実に家庭に伝える。

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標

PL：機械科主任

民主的な国家・社会の有為な形成者として、自他を敬愛し、勤勉さ、創造性に富み、心
身ともに健全な将来のスペシャリストを育成する。

１．林業、工業の併設専門高校として大分県西部地域の人材育成の拠点にする。
２．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。
３．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。
４．人権尊重の精神で自他を敬愛し、調和のとれた人格を育成する学校にする。

ＰＬ
ＳＬ

１．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

前年度評価結果の概要
今年度は就職に関しての一次内定率も前年度に比較して向上しているが、一部生徒の面接時における対応力に課題が見られた。この課題解決のために、分掌の統合・再編の効果もあり、各主任のミドルリーダーとしての意識付けも進むなか、課題を全体で共有することができ、次年度の取組が２点に絞られた。「進路達成の
ための授業改善」「防災意識の向上」に取り組むための具体的方策もできており、全職員での連携・協働・改革による短期のPDCAを基本に確実に進めていく。

学校教育目標

２．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

○「林工マイスター」顕彰獲得数
140名以上

○「ジュニアマイスター」顕彰獲
得数65名以上

○資格指導体制の検証に基づき、さらに
効果的になるように改善する

○良く指導していただいている。継
続した指導をお願いしたい。

○良く指導していただいている。継
続した指導をお願いしたい。

○良く指導していただいている。継
続した指導をお願いしたい。

○いじめが深刻化しないよう、アンケート
の活用による生活実態の把握に努める
とともにSNSがいじめのツールにならない
よう取り組む

○学科職員連携により、生徒に2・3級技能検定、危険物取扱者試
験、製図検定、各種技能講習などの資格取得に積極的に取組ま
せる。特に技能検定の資格取得100％を目指す

○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

○各学科、年間2回以上の出前授業を実施する
○各学科、1日以上工場見学や現場見学を行う
○各種競技会・コンクールに参加し、3チーム以上の入賞を目指す

○生徒会のリーダーシップを強化し、地
域貢献を深め、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

○生徒会の宿泊リーダー研修を3月に実施する
○毎月の清掃ボランティア参加人数を100名以上にする
○入学後の体験入部期間を昨年より早期に実施する

○Q-U検査の資料を活用し、事例検討会（5月実施）で学級生徒不
満足群の生徒対応について共通理解を深め、組織的に対応する
○部活動のキャプテンやルーム長の面談を１学期中に教育相談
部で行い、生徒からの情報をきめ細かく拾えるようにする
○生徒指導部・特別活動部と連携し、生徒にSNSの適切な利用方
法を指導し、ＳＮＳに関するトラブルを減少する

PL：各学科主任

PL：特別活動主任

○各種資格・検定にバランスよく取組み、
生徒満足度100％を目指す

PL：林業科主任

PL：電気科主任

PL：建築土木科主
任

○学科職員連携により、チェーンソー作業者、刈払機取扱作業
者、フォークリフト運転技能講習などの資格取得に取り組み、3年
間で一人3資格以上の取得を目指す

○学科職員連携により、第2種電気工事士の1年生全員受験、2・3
年次の第1種電気工事士受験、電験3種への挑戦、工事担任者、
施工管理検定、技能検定の補習を100％実施する

○学科職員連携により、合格率において2級建築施工管理技術検
定70％、福祉住環境コーディネーター70％、技能士100％、2級土
木施工管理技師試験50％、測量士補40％、特別教育および技能
講習100％の資格取得に取り組む

〇人権HRAを見直し、教材開発をする。
〇生徒・教員による評価を取り入れる。
〇年間一回の職員研修実施を確実なものにする。

○継続した指導をお願いしたい。

○毎月の清掃ボランティアは、3学期雪による休校等で実施できていない月もあったが、
概ね部活動生徒の協力により100名以上の人数で実施できた。
○体験入部期間は4月13日(月)から実施した。
○千年あかりには全校生徒がボランティアとして竹灯籠やオブジェの設置・管理に働
き、一部の生徒は天領祭りのボランティアとして時代行列や時代衣装でお出迎えにも参
加し成功させた。

○生徒会のリーダー研修は引き続き3月に実施する。
○体験入部期間を今年度同様に入学後早期に実施する。
○千年あかりは実行委員会と連絡を取りながら、地域の祭りを盛
り上げるとともに、日頃のボランティア活動を継続して行っていく。


