
(別紙様式２）
実施時期　　　平成30年　　7月

平成３０年度学校評価（　１学期末評価　・　中間評価　）

・授業改善に向けて４月にユニバーサルデザイン研
修会、５月にICT機器授業活用研修会を実施し、各
自で実践できる取り組みについて研修を行った。
・授業改善に関しては、スクールプラン・マイプラン
の検証や1学期の評価や授業をもとに定時制での
授業のあり方・評価について８月に研修を行う。
・現在、互見授業週間を実施しており、教科の枠を
越えた授業観察を行い、その結果についても年間を
通して研修を重ねていく。
・学校生活アンケート・キャリア教育アンケートにつ
いては４月、７月に実施。

・２学期以降も互見授業や研究授業等を実施し、各種研
修をふまえた取り組みを検証していくとともに、学校全体
として授業改善に向けて統一した取り組みを検討する。
・各教科研修の環流報告を実施する。
・学校生活アンケート・キャリア教育アンケート結果につ
いて課題や改善点を共有し検討していく。

・振り返りの中で、生徒の素直な気持ちを情報共有
でき、話題が広がる機会になっている。（１年）
・講演会の内容を復習して身に付ける契機となっ
た。（２年）
・アンケート記入時、生徒の発言を機に意見交換で
きた。回収後、発言のない生徒の感想も読み上げて
紹介した。（３年）
・アンケートに本音を書かない生徒も振り返りの中で
率直な感想が聞けた。（4年）

・生徒の受け取り方に温度差があり、他人事のような受
講態度や感想もある中、より建設的・現実的な考え方を
生徒の発言から相互に学ばせたい。
・アンケートの設問を工夫して生徒が記入しやすくする。

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標

ＰＬ　人権教育
主任
SL　 生徒指導
主任

・生徒の希望する事業所の開拓（企業訪問）を継続して
いく。
・今後の講演会時もアンケートを実施し、生徒に、講演の
内容を振り返らせ、身に付けさせる。
・クラス担任と連携し、卒業予定者の希望進路達成に向
け、粘り強く実施していく。
・９月１６日の就職選考解禁日に受験できるように準備し
ていく。
・「高卒求人情報WEB提供サービス」を利用しながら、生
徒の適性に合った求人情報を提供する。

・生徒の希望する事業所の開拓（企業訪問）を行っ
た。
・ハローワーク日田との連携が密にできている。
・日田･玖珠合同企業説明会（6/23）に生徒２名が参
加した。
・６月にキャリア教育講演会を実施した。初の取り組
みとなる学年別での実施であったが、生徒からは
「しっかりと将来のことを考えるきっかけになった」と
いう声があった。
・進路講演会Ⅰを実施した。（7/13）
・就職希望者に、「高卒求人情報WEB提供サービ
ス」の利用方法の説明を行い、生徒が自宅のパソコ
ンやスマートフォンで求人情報の検索ができるよう
にした。

２）特別活動や行事・講演会の参加率
並びに満足度７５％以上

①行事への主体的な参加による想像
力・協働力・忍耐力の向上並びに自立
心・自律心の養成
②自分と他者の可能性を大切にして、
励まし努力しあえる生徒の育成

ＰＬ　生徒指導
主任

SL　 総務主任

ＰＬ　特活主任

SL　 HR主任

「剛健　積極　明朗」の校訓のもと、誇り高く、あしたをひらく心豊かでたくましい人間を育成する 社会的・職業的自立の基盤となる体力・知識・豊かな心の育成

検証結果（自己評価）

評価
ＰＬ
ＳＬ

自ら未来を切り拓くための教養教
育・キャリア教育の充実

1)キャリア教育アンケートによる満足度
７５％を保つ

①効果的なＩＣＴ活用をもとにした、学
ぶことへの興味・関心を高める授業へ
の改善
②学ぶ意欲の喚起と、職業観・勤労観
の醸成

ＰＬ　教務主任

SL　 進路主任

ＰＬ　進路主任

SL　 各HR担任

ＰＬ　各HR担任

SL　 進路主任

○生徒の学ぶ意欲を高めるため、興
味・関心を高める授業に向けての授業
改善を推進する。そのため、各研究会
等への参加やＩＣＴ機器活用・ユニバー
サルデザイン等の研修を行い、スキル
アップを図る。さらに互見授業や研究
授業を実施し、授業の成果や課題につ
いて教員全体で議論を重ねていく。

・「授業改善スクールプラン・マイプラン」から、進捗
状況の定期的な検証・成果と課題の確認を学期毎
に職員間で実施する。
・授業アンケートを実施する。（各教科学期毎）
・各種研修を実施する。（ＩＣＴ活用研修・ユニバーサ
ルデザイン研修等）（随時）
・各研修会への参加を推進する。（１人３回以上）
・ICT機器を充実させ、活用推進を図る。
・教科横断型授業に取り組む。
・相互授業（１・２学期）、研究授業（随時）を実施す
る。
・学校生活アンケート・キャリア教育アンケートを実
施する。（４月当初・７月末・１２月末）

○教科、特別活動をはじめあらゆる教
育活動を通じて、人間関係形成力、自
己理解、課題対応能力、健全な職業
観・労働観を育成する。

学校名  日田高等学校定時制

前年度評価結果の概要

◎授業改善の一環としてICT機器活用を推進するとともに、指導主事招聘の研究授業を実施し、職員の意識向上とスキルアップを図った。
◎各種行事の取り組みを生徒主体とする工夫や具体的・効果的な講演会等の企画により、満足度並びに出席率は８割を超えることができた。
◎ＳＳＷが配置され、相談支援体制の構築の幅が広がると共に、外部機関との切れ間のない連携により伴走型支援が可能となってきている。
◎学校ＨＰの更新はもとより、学校だよりを２号毎に中学校に持参するなど、定時制の広報活動を例年以上に活性化した。

　・　自ら未来を切り拓くための教養教育・キャリア教育の充実
　・　特別活動や行事・講演会の活性化による人間力の育成
　・　自己有用感の向上と心身の健康づくり

学校教育目標 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

○あいさつを通してコミュニケーション
能力を向上させ、自分と他者を大切に
して、励まし努力しあえる生徒を育成
する。

・年３回（４月・９月・１月）、あいさつ月間を設けポス
ター等で知らせる。
・生徒会と連携し、あいさつ月間の全校集会時に生
徒会より「あいさつの励行」を呼びかけてもらう。
・３９メール等で、家庭内でもあいさつをしてもらうよ
うのに呼びかける。

○行事などを通して集団生活でのマ
ナーやルールを守る態度や規範意識
を醸成し、自分と他者の可能性を大切
にした安心・安全な学習環境づくりを図
る。

・校舎内外の見回り体制の改善を行う。
・いじめアンケートを年４回実施し、生徒の学校生活
の状況を把握し、クラスでの個人面談に活かしても
らう。
・いじめアンケート（年４回）、薬物乱用防止教室（年
1回）、交通安全教室（年1回）、バイク・自動車免許
取得者集会（年2回）、避難訓練（年2回）の実施。

○各種行事において生徒が主体的に
参加するように生徒会各種委員会の
活動を活性化させ、学校への所属観
や連帯感を高める。（企画・協力・挑
戦・達成感・充実感・所属感・連帯感の
涵養）

・新入生歓迎会、各種委員会（毎月）、校内生活体
験発表大会、県生活体験発表大会、体育祭、クラス
マッチ（学期に１回）、予餞会
・地域清掃活動（学期に1回）、バス遠足、芸術鑑
賞、教育振興会レクレーション
・各種行事においてアンケート等による職員の振り
返りを実施し、効果を検証する。

特別活動や行事・講演会の活性
化による人間力の育成

・人権アンケート（４月・新入生対象）、久大地区人権
意識調査（７月・全学年）を実施した。
・人権教員研修は７月の職員会議において、統一用
紙の精神ならびに職場体験や出願時の注意事項に
ついて研修を行った。
・第１回あいさつ月間を４月に設けたが、準備と周知
が足りなかった。

・デートＤＶ防止セミナーを１０月に実施予定。
・９月のあいさつ運動は、生徒会から提案と呼びかけを
行い、職員側からの「挨拶プラス１」を引き出せるような
積極的な取り組みを行う。
・あいさつ運動を受けて、生徒の意識や行動の変化につ
いて、追跡アンケートを行う。運動期間後も、あいさつし
やすい環境の維持を教員側から心がけていく。
・２学期の行事を企画・運営していく中で、自分と他者を
大切にして、励ましあえる気持ちを持たせる。
･２学期末に第２回人権アンケートを実施する。

・校舎内外の見回りは毎日継続して実施している。
・いじめアンケートの1回目、避難訓練を1学期末に
実施した。（避難訓練の出席率は46.4％）
・交通安全教室を4月に実施し、事故発生事例の説
明を聞いて交通安全意識を高めた。（出席率は
82.9％）
・薬物乱用防止教室、バイク・自動車免許取得者集
会は2学期に実施予定。

・校内のトイレや校舎外の駐輪場など重点化して見回っ
たり、予告をして注意を喚起する。
・いじめアンケート実施後にクラス担任が面談をしていじ
めの被害が大きくならないうちに早め早めに手を打つ。
・1学期の避難訓練を受けて事後アンケートを実施しクラ
スごとに振り返りをした。その反省を活かして2学期はよ
り実践的で緊張感のある訓練を実施する。

・４月実施の新入生歓迎会は、生徒会が新たな企画
で運営実施。生徒同士、また教員との交流が深まっ
た。
　満足度８７％
・各種委員会は毎月実施。リーダー的な生徒を中心
に少しずつ変化のある企画を考え、活動ができてい
る。
・１学期の地域清掃を初めて風紀美化委員会主催
で実施し積極的な取り組みができた。

・改選により後期新たな生徒会役員や各委員会のメン
バーで、２学期以降の行事や活動の活性化を図る。
・各種行事において、生徒会を中心に意見を取り入れな
がら、内容を充実させていく。
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・進路希望調査を実施する（４月）。
・自己理解や社会理解に向けての講習会を実施し、
職業観・勤労観の醸成を図る（１学期）。
・学年に応じた内容の講習を実施する（年間１回以
上）。
・卒業予定の生徒に、適性検査、又は、一般常識テ
ストを実施する（５月・６月・７月に毎月１回ずつ）。
・生徒の希望する事業所の開拓（企業訪問）を行う
（１学期）。
・県（６月）や市（６月）、ハローワーク（１１月）主催の
就職説明会に必要があれば、積極的に参加させ
る。
・キャリア教育の観点から、職業を意識した講演に
拘らず、社会貢献への意識を高める講演や生徒参
加型の内容などにより、定職率向上に繋げる。
・進路達成に必要な基礎学力の定着と履歴書書き
などを国語科と連携する。
・ハローワークとの密な連携を図り、常に最新の情
報を生徒に提供する。
・進路希望に応じた取り組み計画の策定を行い、ＰＴ
Ａ総会で紹介した後、相談窓口を設け、個別に対応
を図る。

3

○各種講演会の目的・意義から生徒
へのメッセージを明確にし、ふり返りを
行うことにより、生徒が学んで欲しい資
質の定着を図る。

・ふり返りの時間を確保するため、講習会計画の際
にふり返りも含んだ形で時間設定をする。
・アンケート記入時に、生徒と内容についての意見
交換を行う。



重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

ＰＬ　特活主任

SL　 総務主任

ＰＬ　教育相談
主任

SL　 保健主任

ＰＬ　保健主任

SL　 教育相談
主任

自己有用感の向上と心身の健康
づくり

３）学校生活アンケートによる満足度７
５％を保つ

①自己有用感の向上による自尊意識
の獲得
②望ましい食生活への改善と食育指
導の充実並びに体力づくり

○和気藹々とした雰囲気の中で適度
に、心地良く汗をかく小さな体験を積み
重ねることで、生涯にわたって豊かな
スポーツライフを継続する資質や能力
を涵養する。

・定通県体、全国定通体育大会、、フィットネス
ウィーク（定通県体前・秋）、新体力テスト（年２回）、
フィットネスジムインストラクター講座、ボウリング大
会、ラジオ体操＆補強運動（体育毎時間）
・新体力テスト２回目の記録向上６５％以上

○生徒の自己肯定感を高める。
○適切な支援を受けることができるよ
うにする。

・学校生活アンケートを実施し、検証を図る。（年３
回）
・自己肯定感を高める教育や授業に関する職員研
修を実施する。（年１回）
・ＳＳＷと連携し、医療、行政、福祉の関係機関との
連携強化と生徒支援の輪の拡大を図る。(定例会、
臨時ケース会議）

○人としていかに在るべきか、いかに
生きるべきかについて、主体的に考
え、選ぶことができるようにする。
○安全・安心な食生活と、体と心の健
康は密接に結びついていることを理解
させる。

・救急救命講習会を実施し（5/23）、生徒だけでなく
職員も実習した。
・健康教育講演会Ⅰとして、いのちの講演会を「いじ
めについて」実施するよう計画している。
・ＳＳＷを講師にして、発達障害のある生徒の対応
に関する職員研修を実施した。

・健康教育講演会Ⅰ、Ⅱについて、生徒の実態を踏まえ
て計画し、実施する。
・食育実習について、家庭科教諭に相談しながら計画
し、実施する。
・生徒によって対応が異なり難しい部分があるので、日
頃からの情報共有が大切であり、困ったことがあれば、
職員全員で対応を考える。

・定通県体前のフィットネスウィークの期間を増やしてほ
しいという生徒の要望が半数以上。来年度は、活動日を
増やすことも検討。また、秋のフィットネスウィークを活用
し、スポーツに親しむ機会を増やし、２回目の体力テスト
にの記録向上に繋げていく。

・アンケートの結果によると、「今の自分に満足して
いる」という生徒の割合が低く、例年と変わらず生徒
たちの自己肯定感の低い実態が明らかになった。
・教育センターから講師を招聘して、自己肯定感を
高める教育に関する職員研修を実施した。
・ＳＳＷと連携して、４年生男子生徒のケース会議を
外部の関係者も呼んで実施した。

・職員研修で学んだことを実践して、生徒たちの自己肯
定感の向上につなげていきたい。実践してよかった点な
どをお互いに情報共有する場として、もう一度、講師の
先生を招いて職員研修を実施してもいいのかなと感じ
た。
・担任の先生たちの困りにもしっかり気を配り、ケース会
議等の対応を早くできるように心がける。

3
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・健康教育講演会（年２回/不登校や反社会的行動
の背景にある生活や特性の問題//依存症の問題/
食の問題）
・臨床心理士や社会福祉士を講師にした職員研修
会の実施（年１回）
・食育実習の実施
・救急救命講習会（年１回）

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
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・フィットネスウィークは、運動が得意、不得意に関
係なく、各自の目標で取り組むことができ充実してい
た。また、技能の上達や教える喜びを経験できる良
い機会となった。部旗の作成も盛り上がった。　満足
度８６％
・定通県体は、試合中の選手と応援者の一体感が
あった。全国大会出場者が１０名に増えた。　満足
度８０％


