
(別紙様式２）
実施時期　　　平成　２８　年　３　　月

平成   27　年度学校評価（　　年間評価　　　）

○互見授業は、６月と１月に実施した。授業
改善に確実につながるよう方法を工夫する
必要がある。

■授業の出席率や単位の修得率について
は学年によって差があるのが現状である。
「授業に出なければもったいない」と思って
もらえるような魅力ある授業づくりが引き続
き課題である。

□授業の課題や改善点、到達目標を教科の
枠を越えて共有するために、「ＰＣ公開授
業」を実施する。
＊「PC公開授業」フォルダー内に各教科担
当者が授業で使用するプリントを入れてい
く。各教科担当者がどのようにして興味、関
心を高めようとしているのか、また、それぞ
れの教科で目標としている力をどうつけさせ
ようとしているのかを時間があるときに見
て、各担当者の工夫を自分の教材づくりに
反映させる。
□互見授業ウィ-クを１・２学期に設定する。

○進路講演会「先輩に学ぶ」は卒業生と日
程の調整が付かず実施できなかったが、そ
れ以外の５回は予定通り実施できた。（生徒
の参加率が６０％～６５％）
■インターンシップは教育課程上の位置づ
けができず実施できなかった。
■行事の内容の検討と精選が必要である。

□進路に関して、生徒にとってモチベーショ
ンの上がる一番効果的な時期に、その学年
や年齢に合ったものを、その実施方法や学
習量も考慮して講演会などのを実施してい
く。
□県教委担当部署と協議し、実施可能な方
法を模索する。
□講演会後のクラス内での交流を通して
内容の定着度の向上を目指す。

○進路適性検査（ＧＡＴＢ）は自己の特性を
知る上で有効だったが、その検査結果をど
う評価して、それを就職につなげるかという
課題が明らかになった。
○企業説明会（就職）での自己ＰＲが功を奏
して１名の内定者がでた。地道に努力を続
けることが評価されることを生徒に教える良
い機会になった。
○何度も訪問を重ねるうちにハローワーク
との関係が深まり、担当者が何度も学校ま
で来てくれるようになった。

■特別支援教育に積極的に多くの職員
が参加したことは良かったが、環流報
告が十分にできなかった。

□様々な関係機関（ハローワーク、就労支
援ＮＰＯ法人、西部保健所）と連携を深め、
生徒本人と支援者を出会わせる機会を増や
す。
□進路未決定者の弱点である基礎学力の
不足を解消すべく、３年ないし４年の高校生
活で段階的に基礎学力を向上させる方策を
打ち出すことが急務である。
□就職希望者が入社後困らないように全体
指導と個別指導を織り交ぜて一般常識やマ
ナーを身に付けさせる。また、自己ＰＲの練
習、履歴書書き、面接練習の時間も十分に
確保する。
□ＰＣ内に全員が利用できる「研修フォル
ダー」を設置し、そこに研修レジュメを入れて
いく。

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標

ＰＬ　生徒指導主任
ＳＬ　人権教育主任

１
社会的・職業的自立をめざしてキャリア教育の
充実を図る

１）生徒が高校卒業後の自分の
姿(具体的な目的を持って生活し
ている）をイメージできる割合

　　□1年生　・・・　３０％以上
　　□2年生　・・・　４０％以上
　  □3年生　・・・　６０％以上
    □4年生　・・・　８０％以上

　　①好奇心や学ぶ意欲の喚起
と基礎学力の向上
　　②生涯役立つ職業観と勤労
観の醸成

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　進路指導主任

ＰＬ　進路指導主任
ＳＬ　教務主任

ＰＬ　進路指導主任
ＳＬ　教育相談主任

・互見授業を実施し、授業の成果や課
題について複数の教員で議論すること
により、各教科担当者が進める授業改
善を促進する。

・各教科担当者が授業の課題と改
善点、到達目標を明確にし、必要に
応じて修正を加え、授業改善をすす
める。
・互見授業ウイークを設け、その
間、教科の枠を越えた授業観察を
行い、授業方法の改善、教材内容
の開発に役立てる。
・授業出席率を７０％以上、定期考
査後の追指導受講率を８５％以上と
する。
・単位修得率を９０％以上とする。

・進路講演会（年間6回）のレジュメや感
想など「総合的学習の時間」の学習記
録をファイルに保存し、学習内容を振り
返る時間をもつ。
・さまざまな人との出会いをきっかけに
して、夢に向かって挑戦する力を涵養
する。

・関係諸機関（ハローワーク、ジョブカ
フェ等）との連携を深めながら、四年間
（三年間）を見通したキャリア教育計画
を見直す。

（※発達に特性のある生徒の就労に
ついては特に西部保健所、市役所障
害福祉課、各就労支援NPO、障害者
就業支援ワーカーとの連携を密にす
る。）

学校名  大分県立日田高等学校定時制

前年度評価結果の概要
　○さまざまな生い立ちや家庭環境、発達障害という特性などさまざまな生きにくさを抱えた一人ひとりが互いに傾聴し，表現し、互いの良さ、違いを認め合える力をつける。
　○課題を抱えた生徒の社会的、職業的な自立を支援できるように、教職員、保護者間の連絡と連携をさらに密にしながら、さらなる指導法の工夫。教材・教具、学習内容の開発に取り組む。
　○生徒理解力、生徒指導力、進路指導力を今以上に上げるために積極的に家庭、外部諸機関との連携を深め、協同で支援にあたる。

　・キャリア教育の充実
　・想像力、忍耐力、協働力の育成
　・信頼される学校づくりの推進
　・心身の健康づくりの支援

学校教育目標 中期目標 重点目標

学校関係者評価
分析・考察

誇り高く、心豊かに、たくましい生徒の育成 社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる知識や態度の育成

ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

次年度の改善策
評価

・集団生活での基本的なマナーやルー
ルを守ることの大切さを伝えながら、規
範意識を醸成し、自分も相手も大切に
できる態度と忍耐力を育成する

・人権教育研修会(教職員）、人権講
演会(生徒）、ソーシャルスキルト
レーニング（1回）、
　交通安全教育講習会(1回）、避難
訓練（年2回）、薬物乱用防止教室
（1回）を実施する。
・学校行事の参加率８０％以上を目
指す。

・学校生活のあらゆる場面で“eye察”を
こころがけ、仲間の喜怒哀楽に敏感に
反応できる想像力、協働力、レジリエン
ス（自己回復力）を培う。

・エンカウンター(２ｈ✕1日）（１年
生）を実施する。(総合的な学習の
時間）・アサーショントレーニング（２
ｈ✕2回）を実施する。(全学年）(総
合的学習の時間）
・ダイバーシティートレーニング（２ｈ
✕2回）を実施する。(全学年）(総合
的な学習の時間）

・日常生活の中で友人の話に耳を傾け
ることで想像力を、「私を語る」取り組み
をすすめることで言葉を理解する力、
語彙力、自己表現力を育成する。

・9月に校内生活体験発表会、10月
に大分県定通高等学校生活体験
発表会(会場校）を実施する。

・2月に「卒業生から在校生へ」「在
校生から卒業生へ」の会を行う。
　*卒業生、在校生ともに「私を語
る」取組の最終発表の機会とする。

２
特別活動や総合的な学習の時間を通して想像
力、忍耐力、協働力を育成する

２）年度末の生徒アンケートによ
る自己評価（１～５）が平均で３，
６以上

　
　　①基本的生活習慣（“eye
察”・起床時間等）の確立
  　②自分の可能性を信じて努
力できる生徒の育成

○互見授業は次のような工夫ができる（まるまる1時間
見る時間がないとき）
 ・「導入・展開・まとめ」の自分の関心のある分野
だけを見る。
 ・授業者のお薦めポイントを見る。
・デジカメで撮った板書を使って研修会を開く。
（板書は授業の宝物です。）

○授業が魅力的なものになるかどうかはまず、先生の
工夫次第。大変だが生徒と変容に注意を払い、タイム
リーな助言や支援をしてほしい。

○生徒の学びややる気に火をつけるような実体験に基
づいた講話を今後も実施してもらいたい。

○卒業後の採用試験で企業が注目するのは、その子
がいかに一生懸命に高校生活を送ったかというこ
と。4年ないし3年間の高校生活を真剣に送れるように
指導してほしい。
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・進路講演会後の振り返り作業では
クラス内での話し合い活動を取り入
れ、傾聴力や共感力、自己表現力
を高め、生徒の進路開拓意識を向
上させる。

・インターンシップ制度を活用し、望
ましい職業観、勤労観の涵養に役
立てる。

・進路適性検査（GATB)とその後の
キャリア面談(仮称）を実施すること
で、生徒が自己の職業的適性を見
つけることを支援するとともに、職業
開拓意識を高める。

・特別な支援を必要とする生徒の実
態とニーズに適応した対応力をさら
に深めるための研修を行う。

※SST（ソーシャルスキルトレー
ニング）とは対人場面において、
相手に適切に反応するために用い
られる言語的・非言語的な対人行
動(ソーシャルスキル）を習得する
練習

○県生活体験発表大会は本当に素晴らしかった。他
者の体験談はいろいろなことを考えさせられる機会な
ので生徒の参加率を高めてもらいたい。
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○多種多様な行事や研修会へ参加しない生徒が主体
的に参加する方策を考えてほしい。

○エンカウンターやアサーショントレーニング等は是
非、継続して行い、生徒が少しでも活動の良さや自己
変容を実感できるように、さらに充実したもにしてほい
い。

○取組み指標に示した学校行事はすべて
計画通り実施できた。ただ、行事によっては
参加率が６割程度のものもあり、今後参加
率を上げる工夫が必要である。
○集団生活での基本的マナーの大切さや
身の回りに潜む危険・命の尊さなどを取り
扱った学習は、今後も継続し計画する必要
がある。
○生徒の学校生活満足度は3.6点/5点満
点

○行事の事前予告はもとより、ＨＲ等で行事
を通じて身に付く非認知的な力（想像力、協
働力、やり抜く力、思いやりの心等）が将
来、自分の人生を豊かにすることに役立つ
ものであること伝え、積極的な参加を呼びか
け、参加率を上げる。

○日時等を検討し、参加しやすい環境づくり
をする。
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ＰＬ　人権教育主任
ＳＬ　教務主任

ＰＬ　特別活動主任
ＳＬ　教育相談主任

○計画していたエンカウンター、アサーショント
レーニングは時間を短縮してり実施できた。そ
れぞれの時間を通して集団生活での基本的マ
ナーを守ることの大切さや身の回りに潜む危
険・命の尊さなどを学習する機会となった。
■クラス担任を通して事前のアナウンスを十分
にしたが、行事によっては参加率が６割程度の
ものもあった。

□ライフスキル（自尊感情、意思決定スキ
ル、目標設定スキル、ストレス対処能力）を
育てるトレーニングを来年度も実施し、生徒
の自己表現能力や対人関係調整能力を向
上させるとともに規範意識を涵養する。

○生活体験発表会にむけて、１学期末から
取り組み、１週間繰り上げて実施した。今年
度は７年ぶりに県大会で最優秀賞を取り、
全国大会に出場した。
○予餞会は各学年が独自の特徴をだした
発表で卒業生の門出を祝った。４年生もビ
デオ作品を通じて後輩へメッセージを残し
た。

□県発表大会の前、２週間を準備期間にし
て、体育祭の練習、本番を１週間繰り上げ
る。

□予餞会の出し物は、映像に偏らないよう
に、事前に映像と生（演奏・歌など）の２つに
振り分けて行う。



3
○講師を招いてアサーショントレーニングや
エンカウンタートレーニングなど、コミュニ
ケーション能力を高める研修を実施した。

□コミュニケーション力は研修を受けたから
すぐ向上するものではなく、日々の積み重ね
で徐々に身につけていくものである。そのた
めにも、授業の中でペア活動・グループ活
動を積極的に取り入れるなど、人とコミュニ
ケーションを図る場面づくりに努める。

○授業をはじめとする諸活動に於いて常に「実践力」を
高める手立てを取り入れてほしい。良きコミュニケー
ションには、教師の即座の肯定的な評価や感想、心が
温まる反応が欠かせない。

4

○２学期の避難訓練時に防災アドバイザーから
非常食についての話を聞いた。３学期に阪神淡
路大震災に絡めて、非常食と栄養について栄
養士から講演を聞いた。

○新体力テストでは２回目の参加者全員が、１
回目を上回る結果を１つ以上出すことができ
た。また、結果について体育科主任だけでなく
複数の教員が生徒に話す機会を作り、生徒に
自信を持たせる取り組みができた。参加率は７
６％だった。

○フィットネスジムインストラクター講座は「もっ
ときつい種目をやりたかった」等肯定的な感想
が多かった。

□食について考えられる「実習」を盛り込みた
い。ただ、給食を食べる指導を徹底しているた
め、給食後に再度食事をすることや、時間をずら
すと食事には不適切な時間になるなどの課題が
あるため、実習内容について配慮が必要。

○秋の新体力テスト（2回目）、フィットネスジムイ
ンストラクターを招聘してのトレーニングは生徒
の達成感も高かったので来年度も実施したい。
しかし、「年間行事の精選・見直し」が来年度の
課題なのでその議論の中で再検討する。

○フィットネスと食を結びつけて取り組むことは若者の
関心事となると思われる。食に対する知識を深め、自
分の努力と工夫次第で自分の身体が変化していく歓
びは一生役に立つものなので、積極的な食育を進めて
もらいたい。

○健康寿命を伸ばすことは豊かな人生につながること
なので、その素地を高校時代に養ってもらいたい。

・学校と家庭を離れ、雄大な自然を感じ
る経験を通じて自然の偉大さを知るとと
もに自然とふれあう楽しさを実感する。

・自然とふれあう野外研修やバス遠
足を企画する

ＰＬ　特別活動主任
ＳＬ　総務主任
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○7月にバス遠足として「防災体験と野球観戦」
を実施。災害を模擬体験し，防災に関する知
識・技術を学ぶことができた。また、地元九州で
唯一のプロ野球チームの試合を観戦し、スポー
ツへの興味関心が沸いた。

○11月自然散策を実施。秋晴れの天気の中、
片道１時間程度歩きながら自然を感じたり、青
空弁当、芝生の公園でクラス対抗ゲームや遊具
で存分に楽しむことができた。

□バス遠足は学校独自の大きな校外研修
イベントとして年間行事の中にしっかり位置
づけて今後も実施していくことが必要。

□スポーツ観戦（野球・サッカー）と登山・野
外飯ごう炊飯体験と研修バス旅行を3年サイ
クルで実施することを基本とし、詳細は学校
行事の精選・見直し作業の中で検討する。

○バス旅行は教師が旅行会社と相談して実施するの
ではなく、総合的な学習の時間等を利用して近隣の県
の研修施設を調べさせ、自分たちで行き先を決めさせ
たらどうだろうか。与えられたものではなく、自分たちで
苦労して決めた企画なら、自然と参加率も高くなると
思われる。（生徒の自己決定権を保障する。→
「ライフスキル」意思決定スキルを涵養する。）

４
豊かな人生の基盤となる心身の健康づくりを支
援する

４）「一学校一実践（体力の向
上）」を通し、50％超の生徒が5
月新体力テストの数値（数種目）
を１１月に更新する。

　　 ①自尊意識の向上と対人関
係調整能力の育成
　　②望ましい食生活への改善
と食育指導の充実

・食べることの大切さに気づく講演会を
企画し、「自分のからだは自分の食べ
るものでできていること」に気づかせ
る。
・新体力テストを年2回（5月・11月）実
施する。

・食に関するイベントや防災教育と
連動した非常食作りを体験できる会
を企画する。

・目標数値をクリアすることで生徒
に達成感を味あわせ、自信をつけさ
せる。

ＰＬ　保健主任
ＳＬ　体育科主任

・相手の良さを見つけて「褒める」スキ
ルを高め、コミュニケーション能力（相
手の気持ちに配慮しながら自分の伝
えたいことを伝える力）と対人関係調
整能力を育成する。

・毎日の挨拶(*“eye察”）の励行に
より自己肯定感を高める。
　　*相手の目を見て挨拶する。
相手を観察し、表情や様子から相
手の気持ちを推察し、
自分はその相手とどう関わってい
るかを省察する。

ＰＬ　教育相談主任
ＳＬ　生徒指導主任

ＰＬ　総務主任
ＳＬ　教育相談主任

ＰＬ　特別活動主任
ＳＬ　人権教育主任

ＰＬ　生徒指導主任
ＳＬ　総務主任

３
地域から信頼され、期待される学校づくりを推
進する

３）月１回の学校だよりの発行と
行事ごとの学校HPの更新

　　①市民性教育の充実と自立
心・自律心の養成
　　②厳しさと優しさに基盤をおく
生徒との信頼関係の構築

・学校の内外で生き生きと学んでいる
生徒のありのままの姿を情報発信し、
それに対する社会の反応を生徒に伝え
ることで、生徒に自信を芽生えさせる。

・月1回以上の学校だよりを発行す
る。
・生徒、教職員の感想を織り交ぜ、
活動の息づかいが伝わる学校HPを
作成する。
・各行事の担当者がHP更新を行
い、最新の学校情報を保護者、地
域に発信する。

・体を動かす活動を通じて教師と生徒
が触れ合える場を設けることで、生徒
の自立心・自律心を育成するとともに、
教師と生徒の信頼関係をより強いもの
にする。

・部活動期間を春と秋の2回設定す
る。
・クラスマッチを学期に1回行う。

・ボランティア活動、清掃活動を通じて
学校や地域社会に対する感謝の気持
ちを育てる。

重点的取組

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

重点目標 達成(成果)指標

総合評価
次年度への展望等

１．総合評価
　生徒が抱えるさまざまな困難や生きづらさを理解し、一人一人の生徒に心の安らぐ居場所を作ろうと管理職、クラス正副担任、分掌主任、非常勤講師、調理員、事務担当者の１８名がそれぞれの持ち場
でそれぞれの役割を地道に果たした。その結果、中学校時代に不登校だった生徒（全校生徒の約６割を占める）の８割が現在、学校に通うことができている。中学校時代いじめが原因で、ある時期から一
日も登校できなかった生徒が定時制の４年間を検定試験の合格に挑戦しながら元気に明るく卒業していった事例が今年ある。しかし、多くの生徒が「再挑戦の場」としての定時制での生活を前向きな気持
ちで積極的な努力を継続している一方で、目的を見いだせず、自己の殻に閉じこもり、規範意識が乏しく、社会性に欠ける生徒も中にはいる。さまざまな特性をもつ、それぞれの生徒が他者との比較では
なく、昨日までの自分と比べてどう成長を果たしているのかを教職員がきちんと観察、評価し、より良い方向に導いていく必要がある。そのためにも我々教師は「教える師」としてだけでなく「教わる師」として
も絶えることのない探究心を持って、豊かな人間性に裏付けられた識見と教育技量を磨き、高め続けていくことが求められている。生徒の未熟な部分が多ければ多いほど、それだけ開発され、発達してい
く可能性が多く残されていると信じ、卒業時には「先生と出会えてよかった。」と言ってもらえる関係づくりをひとつひとつ積み重ねていきたい。

２．次年度への展望
　☆重点目標　  　＊社会的・職業的自立をめざしてキャリア教育の充実と深化を図る　　  　　　＊あらゆる教育活動を通じて想像力、協働力、やりぬく力を育成する
　  　　　　　　　　 　＊地域・保護者から愛され、信頼され、期待される学校づくりを推進する　　  ＊豊かな人生の基盤となる心身の健康づくりと仲間づくりを支援する

３．学校評議員より
　先生方が平素より生徒さんの目線に立って、「共に学び、共に育つ」存在、または、導き役、引き出し役としての役割を果たしながら努力されていることを感じます。学習、生活だけでなく、その生徒さんそ
のもの（全人格）に関わろうとする姿勢が良い結果を生み出しています。うまくいかないことも多々あろう（うまくいかないことの方が多い）とは思いますが、今後も定時制生徒さんのためにご尽力ください。ス
トレス等も多いことでしょうが、くれぐれも身体に留意され、日々の教育実践に取り組んでください。

□学校の諸活動の広報を次の2段階で行う
ことを検討する。

（１）facebookで学校行事の速報を知らせ
る。(できる限り当日またはその翌日に）

（２）学校HPで生徒の思いや活動の様子をよ
り詳しお知らせする。

○部活動は県体に向け、活動期間を３日増や
し、水曜日を自主参加にして実施。秋は、３日間
実施。1年生女子を強制的に女子バスケ部員に
した以外、ほぼ希望通りの選択で、切磋琢磨し
ながら良い活動ができた。

○クラスマッチは、各学期に１回実施。年齢問わ
ず取り組める種目であり、クラスの団結も深まっ
た。

□期間の確保と安全面への配慮をしなが
ら、来年度も活動を充実させたい。

□部活動実施競技の見直し。

3

3

・市民性教育の研修会(1回）を実施
する。(教職員対象）
・学期に1回、校内の清掃活動、学
校周辺の清掃活動を行う。
(※ゴミを拾う人はゴミを捨てない人
になる）

○高齢の在校生の声（「もっと授業を受けたい」を
聞くと、体を動かす時間と座学の時間でメリハリをつけ
た指導が必要だと思われる。

○良き市民となる第一歩は、自分が「愛され」「誉めら
れ」「必要とされ」「人の役に立っている」という経験をし
ていること。定時制は「育ち直し」の重要な役割も担っ
ているので、あらゆる教育活動の中で上記4つの経験
を生徒に味あわせてほしい。

○学校だよりの中から先生方からの情熱や一生懸命
さ、それに応えようとする生徒の姿勢を感じる。生
徒の声や作文・コメントが多くなると。、先生と生徒の結
びつきや日田高定時制の教育活動の影響や素晴らし
さがもっと伝わると思う。

○学校の取組を広く地域に発信することで定時制教育
に対する地域の理解が深まっていくのでさらに情報発
信を充実させてほしい。

4

○学校ＨＰや学校だよりなどに対する外部
からの反応を折りにふれ生徒に伝えること
が生徒のセルフエスティーム（健全な自尊
心）の向上に繋がった。
○今年度は新たに「各学期の歩み」、教職
員の想いを言葉に託してリレー形式で日々
つなげる「言葉のカレンダー」やキャリア教
育の題材が身近にあることを示した「地球
の彫刻家」、花の栽培と生徒の成長を重ね
合わせた「花の饗宴」などの記事を学校HP
にアップした。

○市民性教育の職員研修は夏休みに人権
教育研修の一環として実施した。

○校内清掃（１学期：２回、２学期：１回、３学
期：３回）、学校周辺の清掃活動（１学期：１
回、２学期：１回）を生徒・職員で実施した。
学校周辺の清掃活動の参加者は２割程度
であったが、身の回りの環境整備の大切さ
を学ぶよい機会となった。

□選挙権が18才以上に与えられるように
なった事も踏まえ、「市民性教育」の視点か
ら社会の担い手としての自覚や責任を生徒
に求めていく。
□清掃活動等の参加者が増えるように、早
い時期に参加募集ポスターの掲示や呼びか
けを行う。また、日時等を検討し、参加しや
すい環境づくりを行う。

取組指標
ＰＬ
ＳＬ


