
(別紙様式２）

総合評価
次年度への展望等

年間ロードマップのもとに実効的で継続的な授業改善を着実に進めることができ、希望進路の年内100%達成と進路支援満足度98.1%にもつながった。次年度は、達成目標に基づく短期のＰＤＣＡサイクルによる検証改善と、進学希望者に対する進路指導の組織体制づくりを進めたい。生徒指導では、清掃・あいさつ・身だしなみなど林工の良き伝統が継承され、いじめや不登校（0件）の未然防止と初期対応にお
いても組織的な対応ができた。キャリア教育の充実に向けた出前授業や産官学連携事業、地域貢献活動に関する取組など、ホームページやFacebook（今年度開設）による情報発信を通して、地域に開かれた信頼される学校づくりに向け成果を上げつつある。資格取得率もおおいたNo.1を継続中である。しかし、先生方の心身の健康を保つためにも、様々な連携事業や部活動・資格指導など、メリハリを持った
効率的な働き方を検討する必要がある。

〇日常的に授業や実習を通じて生徒一人一人を大切にする人権教育ができてい
る。
〇学校生活を楽しめている様子が見られる。学びあいの効果もあると思われる。

○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。

○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。

PL：教育相談主任
ＳＬ：生徒指導主任
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〇QU検査は5月と11月の年2回実施し、学校生活満足群は68.9％であった。結果は学年会議で生徒の
情報交換の資料として活用し、クラスでの人間関係の変化を知る機会の１つとすることができた。
〇教育相談だよりを定期的(現在8回)に発行し、いじめやSNSでのトラブル防止の啓発を行った。また、
スクールカウンセラーからの話等を掲載しスクールカウンセラーの活用等について保護者へ周知する
手段とすることもできた。

〇クラス内での変化をみるためにも、今後もQUI検査は継続実施したい。QU検査といじめ
アンケートの結果について、職員全体への周知をさらに迅速にできるよう、集約の仕方を
工夫する。また、QU検査の結果に関する学習会を設定し、さらなる活用を促す。
〇教育相談だよりに生徒の関心ある時事問題を組み込みながら、安全、安心な学校生活
への理解を促す。

〇SNSトラブルは油断大敵である。また、いじめについても油断せず取り組んでいた
だきたい。
〇生徒の学校への登校状況や授業への出席率もよく、指導が行き届いている。

○生徒が自己肯定感を感じて人権が身近な大
事なものだと認識できるように教材や行事を考
えていく。

〇職員研修や人権HRA（年５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。
〇「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。

PL：人権教育主任
ＳＬ：特別活動主任
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○人権ＨＲＡの教材を新しく3つ開発した。また、担任団を中心としたHRA事前学習会を行った。
 ○「人権だより」を毎月発行し、人権意識の啓発に努めた。
○人権ＨＲＡの評価については５段階評価を行った。
○人権職員研修を２月に実施した。

○引き続き「人権だより」を毎月発行していく。

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
れた人間形成を図る

○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

○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。
○安心安全な部活動に関する環境を見直す。

○リーダー研修・専門委員会、全校集会・表彰伝達式、月隈祭等の生徒会運営
による行事、さらに千年あかり等の学校ボランテイア活動をより主体的で活発な
ものにする。
○体験入部期間を設定して入部を促すとともに、キャプテン集会等を通じて心身
ともに部活動生を支援する。毎月の練習計画や休養日の設定を徹底して、進行
確認と管理を行う。

PL：特別活動主任
ＳＬ：特別活動副主任
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○3月に新生徒会役員を対象としたリーダー研修を実施した。ほぼ毎月行われる全校集会や壮行会の
運営や進行方法を研修した。また、2学期に行われる月隈祭のテーマや新企画取り組み内容を早い段
階から検討した結果、本年度も充実した月隈祭を行うことが出来た。月隈祭の日程について、部活動
の試合等との重なりから文化の日を中心とした日程の変更を検討している。
○4月に部活動紹介と体験入部を催した。目標としている９０％以上の入部率が達成した。生徒の安心
安全な部活動推進のための、月1回の週休日に休養日の設定や履行を部顧問に周知した。

○生徒会の新役員体制が冬休み中に確立した。３学期より新役員による活動（予餞会等）
に取り組んでいきたい。
○定着しつつある月一日の休養日の取り組みを今後も続けていきたい。

〇月隈祭などPTAが参加しているが、生徒会はよく頑張っており、学校活性化につ
ながっている。特に千年あかりへの参加協力には地域貢献が大きい。
〇家庭ではのんびりしている子供たちであるが、学校ではきびきびと行動して主体
的に学ぶ姿がある。

〇地域産業や行政とも連携して地元への人材を残す取り組みにも力を入れてほし
い。
〇就職内定率の高さもさることながら、計画的で実践的なインターンシップへの１０
０％参加が評価される。３学期の進路達成満足度調査に興味がもたれる。

〇体験や資格取得もバランスよく行われている。
〇「結果に限らず、学校の支援に満足しているか」という検証観点に期待がもたれ
る。
〇校内の整理整頓が徹底的になされており、実践的な学びの環境が整えられてい
る。

○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。

PL：機械科主任
ＳＬ：機械科副主任
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○技能検定において、機械保全3級に４１名が受検し２７名が合格、マシニングセンタ作業３級には３４
名受験し３３名が合格、前期技能検定の合格率は８０％で、目標値は達成できた。ジュニアマイスター
の申請では、ゴールド２０名、シルバー１６名、ブロンズ３名、合計３９名の生徒が申請し目標は大きく達
成された。林工マイスターにおいては、３年生クラス全員が1級を取得し、取得数だけではなくレベルも
向上した。また、今年度もクラス全員が技能検定３級に合格し技能士の認定を受けている。クラス全員
が合格するのは、今年度で５年連続となった。

○次年度に向け合格率７０％以上を目指し試験対策や補習方法・時期などを検討する。
〇技能検定２級機械保全作業、技能検定３級機械検査作業は、受検が終了し結果を見て
来年度に向けて改善していきたい。
○林工ﾏｲｽﾀｰやＪＭの取得者数は維持する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。

〇無理のないように継続してほしい。実習助手の効果的な活用を。
〇資格取得の指導をより組織的に行ってほしい。部活動の練習と検定補習が重複
するなど改善点がある。
〇校内の整理整頓が徹底的になされており、実践的な学びの環境が整えられてい
る。

〇無理のないように継続してほしい。実習助手の効果的な活用を。
〇各種大会への出場結果が良い。
〇生徒と教師が同じベクトルで進んでおり、資格や検定、専門技能のコンクールな
ど成果が出ている。

○全科インターンシップを実施し、各種競技会やコンクールで3つ以上の入賞を
果たす。

PL：学科主任代表(工業)
ＳＬ：学科主任代表(林業)
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○インターンシップ全学科で実施した。（２年生対象）
○林業科・工業科ともに各種大会に積極的に参加し、10部門で入賞を果たした。
・林業科　大分県学校農業クラブ連盟平板測量競技大会　最優秀　全国大会出場
・機械科ものづくりコンテスト旋盤作業優良賞、発明工夫展大分県教育長賞　久留米工業大主催ものづ
くりコンテスト「マシュマロチャレンジ部門」最優秀賞
・電気科ものづくりコンテスト電気工事優良賞、電子回路優良賞、ロボット相撲九州大会3位
・建築土木科　生徒研究成果発表大会（九工研）　優良賞　大分県高校生ものづくりコンテスト　木材加
工部門優良賞　測量部門優秀賞

○インターンシップ期間の見直し。
○各種大会への出場
・林業科　今年度参加できなかった発表部門へ出場を目指す。
・建築土木科、機械科、電気科　より上位への入賞を目指す。

〇第2種電気工事士に関しては現段階では1次合格者はクラスの９０％で2次試験は1年生は７５％、2
年生は96％を達成でき高校卒業までに全員取得に向け良い弾みがついた。
〇電気施工管理については14人受験で10人合格と合格率７１％であった。
〇ジュニアマイスターに関してはおおよそゴールド8名シルバー６名、ブロンズ3名であった。

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120名以上

○「ジュニアマイスター」
顕彰獲得数50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

○「資格取得のしおり」を見直すとともに、「資格取得」のフォルダを設置し情報
の共有化により効果を上げ、地域（行政機関や地元企業)と連携して10以上の講
習会や講座を実施する。

PL：学科主任代表(工業)
ＳＬ：学科主任代表(林業)
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○資格取得のしおりについての見直しを行った。
○各科資格取得には積極的に取り組んでおり、大分県資格取得率トップを継続している。
○地域（行政機関や地元企業）と連携した事業は4科で51回(2月15日現在)実施している。

○「資格取得のしおり」の毎年度見直しを実施する。学科間の交流も検討する。
○資格取得に関する講習や講座については早めの日程調整等を行い、業務改善・授業
時間の確保に努める。

〇行政機関との取り組みが適切に行われており、評価できる。
〇資格取得指導は精選して教師への負担軽減を配慮する。「資格取得のしおり」を
より見やすく見直すことを期待する。
〇各種資格取得については継続的に進めていただきたい。

〇次年度は卒業時に第2種電気工事士を１００％取得を目指し取得できていない者には早
めの計画を立てさせ指導する。
〇ジュニアマイスターをゴールド８名以上、シルバー１５名以上取得できるように１年時より
計画を立てさせ達成できるように指導する。

〇無理のないように継続してほしい。実習助手の効果的な活用を。
〇校内の整理整頓が徹底的になされており、実践的な学びの環境が整えられてい
る。

○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。

PL:建築土木科主任
ＳＬ：建築土木科副主任
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○２級建築・土木施工管理技術検定は、それぞれ建築コース１８名、土木コース２１名が受験し、それぞ
れ１０名（５６％）、１５名(７１％)が合格した。測量士補試験では、３年生５名、２年生２０名が受験し、３
年生１名、２年生７名が合格した。ジュニアマイスター顕彰では、ゴールド３名（内特別表彰１名）、シル
バー６名、ブロンズ１８名が認定された。
○専門系進路先決定は、８５％であった。中でも、公務員技術職の合格が５名であった。

○各種試験、各種検定合格に向けての取組み、指導方法等昨年の反省を生かし取組ま
れている。今後も改善できるところを検討し、より合格率の向上を目指したい。
○専門系公務員の合格者（５名）をだすことができた。今後、公務員希望者が増える傾向
にあるため、継続した指導体制を整えたい。

〇無理のないように継続してほしい。実習助手の効果的な活用を。
〇建築材の調達など地域（林業）にもっと頼ってもよい。
〇校内の整理整頓が徹底的になされており、実践的な学びの環境が整えられてい
る。

○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

○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。

〇インターンシップ参加率100％にするための連絡調整・条件整備を行う。
〇試験対策講座（面接・集団討論・グループワーク）と全職員による面接指導を
より充実させ就職試験一次内定率90％以上とする。
〇進路達成結果満足度3.0以上、学校の支援に対する満足度3.0以上

PL：進路指導主任
SL：進路指導副主任
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◯インターンシップは２年生全員が体験し、参加率１００％であった。そのための連絡や調整も計画的に
行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                           ◯就
職試験一次内定率は94.4％（119／126）となり目標値の90％は達成、就職試験対策の面接・集団討
論・グループワークの各講座は計画通りに実施した。
◯３年生の進路達成満足度３．７（４段階）、学校の支援に対する満足度３．８（４段階）となった。

◯インターンシップは、次年度以降も参加率100％を維持するための条件整備を行い、全
学科一斉に実施できないか日程や期間について検討する。
◯３年生の希望進路100％を達成するために、就職試験対策講座の充実をさらに図り、特
に集団討論・グループワーク講座を３年生全員に受講させたい。　　　　　　　　　　　　　　◯
進路に関する満足度調査は次年度以降も継続して行う。

○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

○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を奨励する（合計
50名以上）
○伐木等の業務に係る特別教育（２年次宿泊研修）の実施。これにより「伐木等
の業務に係る特別教育修了」資格（チェンソー取扱資格）を2年生全員が取得す
る。１年生基礎研修（高性能林業機械研修）の実施 4

○フォークリフト運転技能講習29名、刈払機安全衛生特別教育23名が受講（合計52名）
○大分県農林水産部主催「若い林業後継者就業促進事業」で2年生対象の「伐木等の業務に係る特別
教育」を実施、36名が受講した。また１年生対象の基礎講座では地元林業事業体の協力の下、高性能
林業機械研修を実施した。

○フォークリフト運転技能講習及び刈払機安全衛生特別教育については今後も生徒の資
格取得を奨励する。また、受講人数に余裕がある場合は、他学科の生徒にも呼びかけを
行う。
○今後も保護者への資格取得の奨励を継続する。
○若い林業後継者就業促進事業は今年度から基礎講座（１年生対象）と応用講座（２年生
対象）となった。この事業により１年生の林業への関心も高まったことから、今後もこの形
態で実施する予定である。大分県農林水産部林務管理課に継続的に実施を依頼する。

○第二種電気工事士資格クラス全員取得に卒業までに85％、ジュニアマイス
ターゴールド8名シルバー15名取得達成を目指す。

PL:電気科主任
ＳＬ：電気科副主任
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○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。

○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実施し、年間２０回以上実施するととも
に、「基礎学力向上対策補充授業」を実施し、学年１５回以上実施する。
○生徒の実態に応じたシラバスを作成、施行するとともに、次年度に向けて考
察･検証を行う。

PL:教務主任
SL:総務主任
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○「考えをまとめて発表する力」「学びの変化を記録してふり返り作業を行う力」の育成を取組指標とし
た授業参観が計画通りに実施できた。「3年課題研究」を軸として「主体的で対話的な深い学び」が実践
されており、専門科と普通科の横断的な互見授業（1.9回）や研修を実施できている。○「毎週課題」は
英・数・国各16回など、他教科も計画的に実施できている。学習習慣等実態調査で、学習時間、宿題へ
の積極性、宿題以外への学習への取り組みが増加している。〇「放課後補充授業」は1・2年生各18回
と計画的に実施できている。〇４月中旬までにシラバスを教室に常備して生徒への説明等に活用した。

〇校内で行われる研究授業、互見授業の案内を具体的な魅力あるものにして、全職員で
情報共有する。〇今後も「授業改善」と「基礎学力の定着」を車の両輪と位置づけ取り組み
を進める。〇進度表作成時や成績評価時にシラバスを活用する。来年度のシラバスの作
成を本年度内に完了できるよう計画的に指示を出す。来年度のシラバスの活用方法につ
いて、分掌で検討を進める。

〇取組指標の実践および改善策が、学校の方針に則って進んでおり、学ぶ雰囲気
がよい。以前よりコンパクトになったが、輝く学校となっている。実習など少人数で目
が届いている。
〇授業改善と基礎学力の定着は着実に向上しており、効果は生徒の学力はもとよ
り学校生活の満足度や進路にも波及している。
〇毎週課題などで学力向上によく取り組めている。「宿題以外の学習での取り組み
が増えている程度と内容をより具体的に示してほしい。

○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
で活躍する林工生づくりを行う。

○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。

PL：生徒指導主任
SL：保健主任
　　 防災コーディネータ
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○毎月登下校指導は実施できた。また、学期初めには生徒指導部により登下校指導を1週間実施し
た。ＳＮＳや服装などについて林工だよりに掲載した。林工だよりは16回発刊した。
〇６月に地震後の火災を想定した避難訓練を実施。生徒には日程等を公開せずに放送と職員の指示
での避難した。１０月は水害を想定した訓練を実施し、防災コーディネーターによる水害対策の講義を
行った。また、健康に関する保健だよりを11回発刊。

〇今後も継続して登下校活動を実施し、生徒の状況に応じた指導に心がける。また、自転
車の施錠検査も継続し、防犯意識の向上を図る。その状況を林工だよりに掲載する。
〇健康の保持増進を図れることの大切さを生徒が意識できる保健活動を継続して行う。
保健だよりだけでなく、今年度実施した、歯の大切さを訴え標語や感染症に関する廊下で
の掲示を継続する。

〇挨拶や礼儀作法に優れており、良い伝統が着実に継承されている。「林工だより」
は読みやすく、生徒や保護者に有為である。
〇学校ホームページ、林工だよりや保健だよりで情報発信ができている。水害対策
の講義を行ったことは防災実践として適切で、水害体験の反省など記録化してほし
い。

実施時期　　　平成 30 年　12月

平成３０年度学校評価（最終まとめ）

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

進路指導全般に目標指標を達成しており、特に就職一次合格や希望就職の１００％達成や日田玖珠地域での地元就職率５％増加等が成果となった。授業改善３年目の取組は、改善プロジェクトチームを中心に系統的なプランのもとで校内の授業研究や研究会、小中の授業改善研究への参加ならびに県レベルでの研修会からの還元などを進めた。AL的な対話活動や表現活動を多用した授業の導入により、
生徒の授業アンケートでの主体的な学びや理解度の向上が見られる。学校生活においても交通指導、防災や事故防止に向けた安全安心保障の取組も適切に実施できており、重大事案の発生も防止できた。次年度で予定される第三者評価、活性化事業等をさらに有為に活用してより高みを目指す教育活動の推進が望まれる。

学校教育目標 中期目標 重点目標

PL：林業科主任
SL：農場主任

敬愛、勤勉、創造の校訓のもと、高い専門性を有し、心身ともに健全な人財を育成
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、調和のとれた人づくりを実践する学校にする。

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間形成を図る

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

検証結果（自己評価）

学校関係者評価
評価 重点的取組・取組指標の実践 今後の改善策

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

○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１
００％にする


