
(別紙様式２）

〇いじめや不登校への対応については良好であるが、発生以前の兆候や事案を見逃
さずに迅速に対応することが望まれる。また、発生後は校内関係者の対応に加えて、
SCやSSWとの連携も交えて組織的な取組を積極的に進めてほしい。
〇不登校生が多くない点は評価されるが、生徒支援のための職員研修や組織的対応
チームの充実などを積極的に進めてほしい。

○技能検定において、機械保全3級に３７名が受検し３０名が合格、合格率は８１．１％であった。マシニ
ングセンタ作業３級には３４名受験し３３名が合格、合格率９７％であった。目標値は達成できなかった
が、高い合格率は維持できている。今年度の３年生も４０名全員が技能検定に合格し、４年連続で４０名
全員が技能士の称号を受け卒業できる。ジュニアマイスターの申請では、前後期合わせてゴールドが１
４名、シルバーが２３名の生徒が認定を受け、合計で３７名の生徒がジュニアマイスターの認定を受け目
標を達成できた。
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。
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〇担当の先生方が昼夜、休日を問わずに熱心に取り組んでおり、資格や各種検定の合
格が上がっている。今後も継続的な取組をお願いしたい。
○ジュニアマイスター顕彰が生徒や教職員のモチベーションを高めており、資格や検定
の習得そして進路保障の達成に極めて有為なものとなっている。

○個人面接週間、いじめアンケートでの生徒への対応を校内のネットワークに記録し、情報の保存と共
有及び管理が容易にできるようになった。
○QU検査のプロット図作成、分析がすべてのクラスで容易にできるようになった。
○部活動のキャプテン面談をすべての部活動に対して実施した。
○教員向け教育相談だよりを3回発行し、いじめの定義、対応方法等について最新情報を提供できた。
○教育相談面談当番を曜日代わりで、昼休みと放課後にほぼ毎日実施した。
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○引き続き、個人面接週間やアンケート調査、QU検査等を通して、いじめや困りなどの早期発見、
迅速な対応に努める。
○学年、生徒指導部との連携を維持強化する。
○「教育相談だより」等を通じて、生徒及び教職員への情報提供と啓発活動を行う。
○SCやSSWとの協働をさらに効果的に進める。
○「教育相談面談当番」、「オレンジボックス」等の本校の活動を継続する。
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○人権ＨＲＡの教材を新しく１つ開発した。
○「人権だより」を毎月発行する中で、今年度は特に「部落差別解消推進法」が施行されたことを受け、
重点的に取り上げ、人権意識の啓発に努めた。
○人権ＨＲＡの評価を4段階評価を付け加えたものに変更した。
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○資格取得のしおりについての改訂は一部実施できた。
〇共有フォルダ「資格取得・検定･施工」内に資格指導に係る資料を保管し、共有･活用できた。
○地域の高校活性化支援事業の施工管理講習会を活かして、生徒だけでなく職員の指導力向上を図っ
た。建築(74％)土木(76％)の合格率であった。(全国平均約40％)

○来年度に向け、「資格取得のしおり」に関する改訂を実施する。この際、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今後も積極的に参加するように促していく。

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

○引き続き「人権だより」を毎月発行していく。
○引き続き改善した評価シートを利用して人権ＨＲＡの充実を図っていく。

〇人権学習や部落差別解消推進法などの研修も実施されており、さらに人権意識の高
い学校づくりをめざしてほしい。

○新入生への部活道紹介の結果、本年度も部活動入部率は、９４．２％と目標にしている９０％を超え
た。
○部活動の週1日と月1日の休養日の設定では、10月・11月の両月において、完全に総ての部活動で実
施でき、安心安全の部活動を推進できた。
○11月に行われた日田千年あかり全校ボランティアは、北部九州の水害の影響でやりにくい面もあった
が、生徒達と地域の人達との連携もあり例年通りに実施できた。

○部活動規定の見直しを進めている。　 学校管理自動車の利用規程を改善した。
　　・使用頻度により利用優先順位を決めた。
○学校行事の運営について
　・文化祭の準備期間等　本年度の反省を関係部署で検討し、改善案を作成した。
〇部活動の休養日について
　月の週休日に、1日以上の休養日の設定を各部にお願いしている。ほとんどの部活動で実施して
いるが、大会などの時期によって設定することが難しい場合がある。指導者の休養日の意識は高
まっている。

〇部活動や生徒会活動など人間性育成のための行事や活動が充実している。先生方
が休む間もなく尽力されている点に感謝したい。
〇熱中症などの健康管理、休養日の設定など配慮すべきことが多いが、生徒の安全安
心のため努力してほしい。
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○電気科　　2つの中学校・２つの小学校で出前授業を実施した。
　　　　　　　　ロボット相撲九州大会参加し全国大会へ参加した。
             　　マイコンカーラリー県大会へ参加した。
　　　　　　　　工場見学(2年)実施。インターンシップ（2年）実施。外部講師招聘授業（2年）実施。
レゴブロックトマトロボット競技会参加。
〇機械科　　工場見学(1年・2年)実施。
　　　　　　　　今年度から２年生４０名全員参加でインターンシップ実施。
　　　　　　　　４年連続で３年生４０名全員が技能検定３級合格により新聞各社から取材を受けた。
〇林業科　　グリーン・エデュケーション事業日田市内小中学校３校（７クラス）で実施。
　　　　　　　　農業クラブ全国大会（鑑定競技）に出場。
　　　　　　　　森林・林業の技術交流発表会（九州森林管理局主催）高校生の部優秀賞。
　　　　　　　　事業所見学２回実施（２年生　12月、３月）
　　　　　　　　ひた千年あかり竹灯籠製作ボランティア　各種メディアからの取材を受けた。
○建築土木科　出前授業２校（３回）実施。
　　　　　　　　　 現場見学（各学年１回）実施。
　　　　　　　　　 高校生ものづくりコンテスト（木材加工・測量それぞれ優良賞）

○電気科　工場見学・インターンシップ・外部講師招聘事業（いずれも2年生全員参加）実施
出前授業（3年）実施
ものづくりコンテストへの参加と上位進出
○機械科　各種資格取得の合格率の維持・増加。
　　　　　　　ものづくりコンテストの上位進出。
　　　　　　　全員参加のインターンシップの継続。
○林業科　グリーン・エデュケーション事業の継続。
　　　　　　　各種発表会、大会への積極的な参加。
　　　　　　　林業クラブを中心にボランティア活動への積極的な参加。
　　　　　　　ひた千年あかり竹灯籠作製展示ボランティアの継続。
○建築土木科　出前授業・現場見学等、今後も実施を継続する。
　　　　　　　　　 ものづくりコンテストにおいては、より上位を目指す。

〇各種競技会において高い成果をあげており、生徒の活躍の場が全国や九州まで広
がっている。生徒のモチベーションをとともに技能も向上しており、「ものづくり」文化の醸
成が校内でも高まっていることが感じられる。
〇小学校や中学校での出前授業やグリーン・エデュケーション事業を通じて、児童や生
徒のものづくり意識が啓発されている。「ひた千年あかり」などの地域貢献についても申
し分なく、地域活性に大いに寄与できている。

〇担当の先生方が昼夜、休日を問わずに熱心に取り組んでおり、資格や各種検定の合
格が上がっている。今後も継続的な取組をお願いしたい。
○今年度から始まった「地域の高校活性化支援事業」の取組が有効に活用されてい
る。さらに実効性のある企画運営が期待される。

○次年度に向け、合格率１００％を目指し試験対策や補習方法・時期などを検討する。
○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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中期目標 重点目標

学校関係者評価
今後の改善策重点的取組・取組指標の実践

○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

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・進学の希望進路達
成率100％及び就職一次内
定率88％以上にする

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

○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。

○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。
○「毎週課題」や「朝学」への取り組みを充実させ、「基礎学力の定着」を
図る。
○生徒の実態に応じたシラバスを作成・配布し、説明するとともに、シラ
バスと実際の授業進度・評価状況の適正を図る。
○主要行事の節目に、ホームページの更新を行う。

○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。

○インターンシップや職場見学など専門高校の特性
を生かした体験学習を通してキャリア教育を充実さ
せる。
◯家庭に進路情報を確実に伝え、連携を図りながら
希望進路の達成を図る。

○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。
○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。

〇専門科目の授業や実習への主体的な学びが成されており、思考や実践が深まって
いることが十分感じられる。また、教室での座学授業に向かう生徒の意欲が向上してい
ることが生徒評価からもうかがえる。授業改善を通じて自分の考えまとめて、表現する
機会も増えており生徒と教職員が同調できている。
〇基礎学力充実への取組（補習、定期的な課題、評価）についても、教職員が情熱と責
任をもって取り組んでおり、よく定着している。
〇学校HPや新聞記事など学校広報において昨年度の１．５倍増の情報提供ができて
いる。さらにタイムリーな情報提供を地域に発信してほしい。

〇生徒指導事案への配慮ある教育的指導だけでなく、SNSによる拡散や風評被害など
のリスクの拡大防止に向けても適切に実施できている。
〇7月豪雨被害時の対応などは迅速で的確であり、避難所として地域にとって有為な機
能を果たした。また、教職員の安全管理への意識も高く、対応も組織的になされてい
る。交通指導等など生徒の安全管理･安心支援について適切に対応している。

〇進路保障全般にわたって良好であり、希望就職の達成度や公務員試験への合格者
数など増進している。また、地元就職への割合も増加しており、地域活性化に向けた人
材の育成など地域からの学校や卒業生への期待が高まっている。
〇インターンシップなどの実践的なキャリア教育の充実をさらに高めて次年度以降の進
路保障につなげて欲しい。
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〇インターンシップ参加率87％にするための条件整備を行う。
〇生徒・保護者が満足する希望進路の達成（達成率100％）
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
指導を充実させ 就職試験一次内定率88％以上とする。
〇 「進路だより」の発行（月１回）
〇ホームページを活用して進路情報やイベントを紹介する。
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実施時期　　　平成 30 年　2　月

平成 ２９年度学校評価

PL：教育相談主任

○生徒の姿やアンケート回答を指標とした授業改善推進委員会（PT）の企画運営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
断的な互見授業や研修を実施できている。
○計画通りに「毎週課題」「放課後補充授業」を実施した。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。
○シラバスを作成し、４月中に生徒に配布・説明した。学期毎の評価時に適正化を検討している。
○HPの「学校からのお知らせ」のアップロードをこまめに行った。（４～１月に１4０件：昨年度は95件）

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、職員に発信する。
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。
〇今後も計画的に情報を発信していく。

○登校指導は毎月第２火曜日にＰＴＡ・生徒会と協力し実施することができた。また、登下校中に危険と
指摘された場所を通らずに通学できるように通学路の見直しを行った。
○７月と11月に防災避難訓練を実施した。11月の訓練では生徒への予告はなしで行った。今後も実際
の避難に近い訓練を実施していく。
○「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７月に実施した。

○登下校指導については、継続的に行う。また、事故が起きないように通学路の見直しや生徒会や
交通自治委員と協力して安全運転の啓発を行う。
○地域と協力、連携した防災訓練等を開催。実際の避難に近い訓練を実施できようにして、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100％（159／159）で目標値の87％を大きく上まわり、そのための
条件整備も計画的に取り組んだ。
◯３年生の進路達成率は、98.6％（141／143）となっている。
◯紹介就職試験一次内定率は93.4％（99／106）となり、目標値の88％は達成でき、就職試験対策の面
接・集団討論・グループワークの各講座や進路ガイダンスは計画通りに実施した。
◯「進路だより」は、計画通り月に１回のペースで発行し、「ひたくす合同企業説明会」・「インターンシッ
プ」「進路報告会」などのイベントもホームページに掲載した。

◯２年生のインターンシップは、今年度初めて全員参加できたので、次年度以降も参加率100％を維
持するための条件整備を行う。
◯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（集団討論・グループワーク）を更
に充実させるとともに基礎学力の向上も図る。
◯「進路だより」は月１回の発行を継続させ、進路情報やイベントなどの紹介をもっと充実させて家庭
との連携を密にする。

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

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。

検証結果（自己評価）

評価
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
今年度も就職に関しての一次内定率が高い割合を維持し、資格取得も成果を上げている。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」の育成とともに、コミュニケーション力の向上を図る「授業改善」、登下校中の自転車に関する「交通ルールの厳守」がある。今年度の各分掌、学科、学年、教科の取組の分析をしっかりと行い、取組指標の適正化を図りながら、短期のＰＤＣＡサイクルにより目標達成に向けてさらに組織
的に取り組む必要がある。

学校教育目標

○各種資格・検定の指導を充実し、受験までの過程を重視した資格検
定の指導を行い、資格受験者の合格率１００％を目指す。
○林工ﾏｲｽﾀｰやＪＭの取得者数を25名を目標とし、将来に役立つ技能
を身に付けさせる。
○毎月2回の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。

○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。
○安心安全な部活動に関する環境を見直す。

○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。
○施設設備及び部活動規定を現状を考慮しながら，見直す。

〇ＱＵ検査の分析を効率的に行えるようにし、個人面接と連動する。
〇キャプテン面談を２学期に実施する。
〇教員向け教育相談だよりを発行する。オレンジボックス・来室面談の
活用を促す。

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、希望進路
100％達成で生徒満足度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

○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（25名
以上）
○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）　PTA総会、学年会等での説明２
回以上
〇行政と連携し就業体験を実施（2年生　2日間）

総合評価
次年度への展望等

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臨まれる。

○第二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％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％実施する。
○インターンシップ・事業所見学・外部講師招聘などキャリア教育の充実
を図る。

○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
○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。
以上の取組により、専門系進路先決定80％以上を目指す。

○フォークリフト技能講習受講者23名、刈払機安全衛生教育受講者28名。
○測量士補１名合格
○伐木等の業務に係る特別教育に関しては県との連携事業として今年度も実施した。
　（2年生40名　2泊3日の研修を実施）
○保護者に対して資格取得の奨励を２回実施（PTA総会、学年PTA）
○２年生の就業体験については、大分県西部振興局農山村振興部との連携事業として実施。
○進路目標１００％達成。特に今年度は日田市役所（一般職）に１名合格
○夏季休業中の公務員補習において、専門学校講師の特別授業を実施した。

○第2種電気工事士に本年度3年生1名、2年生7名・1年生10名が合格し、その結果クラス取得率が3年生93.5％2年
生79.5％・1年生25％、取得率トータル66.0％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。その結果、第1種電気工事士6名合格、電験3種理論合格1名、工事担任者ＤＤ３種２名合格、２級施工管理技術
者５人合格、技能検定３級電子機器組立前期で２名合格ができた。　　　　　　○ジュニアマイスター申請では、特別
表彰者１名を含むゴールド３名、シルバー２名を申請できた。
○10月までに就職希望者100％希望達成した。
○工場見学・インターンシップ・外部講師招聘授業実施により生徒の意進路意識の啓蒙ができた。

○２級建築・土木施工管理技術検定は、それぞれ建築コース１９名、土木コース２１名全員が受験し、そ
れぞれ１４名（７４％）、１６名(７６％)が合格した。測量士補試験では、３年生１０名、２年生９名が受験し、
各学年２名の４名が合格した。その他、検定試験等においては、カラーコーディネーター・福祉住環境・レ
タリング等、昨年以上の合格者数になっている。
○専門系進路先決定は、現在７７．５％であり、公務員の結果待ちの１名を加えると８０％となる。

○１年次からの資格取得奨励。
○「伐木等の業務に係る特別教育」については林務管理課と連携し来年度も継続する。
○就業体験については西部振興局と連携し継続する。
○生徒の進路意識向上のため、事業所見学や森林の仕事ガイダンスを活用する。
○公務員指導の徹底を行う。
○企業就職の幅を広げるために、今後も企業訪問を継続する。特に新規開拓を進める。

○希望進路が11月中旬までに100％達成できた。進路希望先により状況は異なるが、次年度も早期
の100％達成を目指して指導する。
○3年連続の卒業時第2種電気工事士資格クラス全員取得には一歩及ばなかったが93.5％の高取
得率は維持できた。受験制度変更に伴う諸事情に的確に対応し、改めて卒業時100％取得達成を
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。
○工場見学・インターンシップ・外部講師招聘授業は継続実施して生徒のキャリア形成の意識作りを
行う。

○２級施工管理技術検定については、今年度、専門学校より講義を実施した。今後についても可能
な限り実施していきたい。測量士補試験においては、最終段階での詰めの甘さを感じる部分があっ
たため、その部分を今後に生かしていきたい。その他、検定試験等については、取得に向けての意
識の向上を図りたい。
○進路決定においては、公務員を除き一次合格率１００％を達成できており、今後（来年度）も継続
していきたい。

〇担当の先生方が昼夜、休日を問わずに熱心に取り組んでおり、資格や各種検定の合
格が上がっている。今後も継続的な取組をお願いしたい。
〇公務員受験の拡大は合格への指導についても次年度以降充実されることが望まれ
る。
〇独自に設定している林工マイスター制度が生徒のモチベーションを高めており、全て
の生徒が目標をもって学びを進めている。

〇担当の先生方が昼夜、休日を問わずに熱心に取り組んでおり、資格や各種検定の合
格が上がっている。今後も継続的な取組をお願いしたい。
○専門科の資格検定を取得することを奨励することで、教職員が生徒により高みを目
指す気運が林工高校の長所となっている。

〇担当の先生方が昼夜、休日を問わずに熱心に取り組んでおり、資格や各種検定の合
格が上がっている。今後も継続的な取組をお願いしたい。
〇資格や検定試験については、１，２年生からの指導をさらに高めてほしい。
〇公務員受験の拡大、合格への指導についても次年度以降充実されることが望まれ
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

○「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。
〇共有フォルダに「資格取得」のフォルダを設置し、資格指導のための
資料を保管し、利用する。
○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。

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

○生徒にとって人権が身近な大事なものだと意識で
きるように教材や行事を考えていく。

〇人権HRAを見直し、教材開発をする。
〇生徒・教員による評価を改善する。
〇「人権だより」を発行し、時事的な人権課題の紹介や校内活動を呼び
かけて、人権意識を啓発する。

PL：人権教育主任

○いじめが深刻化しないよう、いじめアンケート・ＱＵ
検査の活用による生活実態の把握に努める。


