
(別紙様式２）

・学力、学習意欲等においても厳しい状況にある生徒さ
んの興味・関心を高め、達成感、わかる・できる喜びを
できるだけ多く味わえる授業になるように、教科の枠を
越えた互見授業、事後研等を通して、一層の授業改
善、授業力アップを図ってください。

・どの職業でも素晴らしい先輩の姿、実践力を見て触
発されることが多いですので、「先輩に学ぶ」などの活
動は積極的に実行してください。多くの職種の人の話を
聞いたり、実際に見たりすることで意欲は高まります。

・生徒が希望する進路が見つけられるように支援をお
願いします。

・本当に個に応じた進路を決めていくことはとても骨が
折れる事ですが、多くの情報と人との出会いを提供し
ながら地道に取り組んでいってください。

・将来の職業の選択肢がたくさんあること、その職業に
就くためにどのような努力をしなければいけないかをで
きるだけ具体的に教えてください。
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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

・県の生活体験発表大会は、いろいろな生徒さんの生
の姿が多く語られ素晴らしかった。「私を語る」「他者を
知る」ことは自分の世界を広げるために大切です。是
非、この大会をよりよい形で継続し、指導を積み重ねて
ください！
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・研修会、講演会等ではややもすると参加して終わる、
聞いて終わることが多いとも思いますが、本当は事後
の感想の出し合い、自分（他者）の学びの確認等があ
るとより一層効果があります。時間のやりくり等の工夫
をしてください。

・自分とは異質な人と協働していくことが求められるこ
れからの世の中でダイバーシティー教育の重要性はこ
れから益々高まっていきます。今年の第一歩を来年の
第二歩、第三歩へつなげてください。

○左記の研修会は夏季休業中の時間も有効に
活用し、全て予定通り実施できた。(※詳細は別
紙「二学期の歩み」を参照。
○「薬物乱用防止教室」は「ライフスキル研修
会」として実施した。あらゆる生徒指導上の課題
を克服するためには自己有能感（「やれば自分
はできる」という感覚）と「セルフエスティーム
（健全な自尊心）」を涵養することが本質的な課
題解決につながることを学べた。

○今後も計画されている研修会、講演会を実施
し、教職員、生徒の意識変革を目指す。

○忍耐強さ、やり抜く力などの「非認知スキル」
（目に見えない、数値化できない力）を伸ばし、
高める方法を研究する。

3
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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

○ダイ―バーシティー(多様性）トレーニング以
外の左記の研修会を予定通り実施できた。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。

○６割程度の参加率であった防災避難訓練や
ネットトラブル防止教室を含め、学校行事の参
加率が少しでも上がるように来年度ＨＲ等で早
めに予告し、積極的な参加を呼びかける。

○９月の校内生活体験発表会では、発表者が
堂々と大きな声でこれまでの苦悩、これからに
向けての決意などを語った。１０月の県大会で
は、本校代表生徒が最優秀賞に選ばれ、７年
ぶり全校大会に出場した。１学期期末考査終了
後から早い取り組みにより、準備期間がしっか
り取れたことが良い結果に繋がった。

○全国大会は想像以上に発表内容、スピーチ
の技能(表現力）が必要となってくるので、その部
分の細かい指導をする必要性がある。
（準備時期は、余裕を持って取り組むことができ
る今年と同じが良い。）

・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（２ｈ✕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

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の生徒の実態とニーズから見えてくるそれぞれの教育課題を整理する。
　○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本人のペースを第一に考え、じっくり指導していく。
　○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特別支援教育、教育相談、キャリア教育、保護者対応等に関しての専門的な研修の機会を積極的に作る。

　・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
今後の改善策重点的取組・取組指標の実践

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

検証結果（自己評価）

評価
ＰＬ
ＳＬ

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。）

実施時期　　　平成　２７　年　１２　　月

平成   27　年度学校評価（　　　　一学期末評価　　　・　　　中間評価　　　　　　　　　）

■６月に引き続き、２学期中にも互見授業
ウィークを設定する予定だったが、10月本校で
開催した第60回大分県定時制通信制生徒生活
体験発表大会の準備等で実施することができな
かった。

■夏季休業中に成績不振者に対して面接を実
施したが、授業の出席率そのものは、依然とし
て７０％程度のまま推移している。出席日数が
足りずに単位の履修・習得が難しくなってきた生
徒が数名いる状況である。

○互見授業ウィークを３学期はじめに設定す
る。

○成績不振者に対して、２学期末に教頭面談を
実施する。

○「授業評価アンケート」を実施し、授業改善に
活用する。

■１０月末の「先輩に学ぶ会」は進学した生徒
の都合がつかず実施できなかった。

○１１月末の進路ガイダンスは生徒の実態にあ
わせ、就職指導も取り入れ実施できた。

○生徒の勤労観・職業観を育成するためには3
年ないし4年間を見通した系統的、継続的な指
導が必要と考える。キャリア教育全体の見直し
の作業を進めることが喫緊の課題である。

○各教科の授業の中で折に触れ、勤労観・職業
観を高める工夫を中でいかに的なが今求めてい
ることを的確に把握し、進路指導に活かす。

○担任・進路指導主任が卒業が見込まれる生
徒に対して各自の適性を見極めるためにGATB
進路適性検査を実施したり、各種説明会、就労
支援事業への参加を促すなど、地道な進路の
意識付けをした結果、現時点で３名の生徒の進
路が内定した。
○来春の卒業予定生徒以外の中にも、進路講
演会などを通して、進路について深く考える生
徒が出始めてきている。
■職員の対応力向上のため、２学期末に
SST(ソーシャルスキルトレーニング）研修を実
施する。しかし、支援を必要とする生徒に対し
て、外部の専門機関やコーディネーターとの連
携や情報を得る方法について改善の余地が大
いにある。

○進路未決定の生徒が自分の求める進路に進
めるように面談の機会を増やし、受験先が決ま
るように支援する。
○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）と連携を深めていく。
○生徒本人と支援者を出会わせる機会を増や
す。
○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。
○特別支援教育研修参加者の環流報告を充
実させる。

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



○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。

○秋の部活動週間を初めて設けた。大会出場
といった目標がない中で、生徒は意欲的に取り
組んだ。来春は定通高校県体が第50回記念大
会の節目を迎える。その大会に向けた目標を確
認できた。来年の大会に向けて例年より半年早
くスタートできた意味でも意義が大きかった。

○授業確保の問題をどうクリアーするかという問
題
がある。

2
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・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）

・授業時間の確保等の悩ましい問題もあろうかと思いま
すが、部活を通して得られる意欲、集中力、達成感が
授業への意欲、集中、質の向上に少しでも役立つこと
を期待しています。

・ボランティア清掃参加者の割合を高めるにはどんな
工夫が必要であるか検討してください。参加率が上が
ると地域貢献、自己有用感等の気持ちも強くなります。

・是非、より多くの、より豊かな内容の発信を継続してく
ださい。

・「二学期の歩み」は力作です。単なる行事の羅列では
なく、文字通り生徒や先生たちの息づかいが聞こえてく
る内容に、先生方の子ども達への愛情を感じました。

・保護者がお互いの悩み等を出し合える会がPTA総会
以外にあると、それが学校活性化につながります。

3

○外部への発信の頻度は高く、その反響を折り
にふれ生徒へ伝えることでセルフエスティーム
（健全な自尊心）の向上に繋げている。
○新たに「二学期の歩み」を作成し学校HPに
アップした。
○学校行事の中で躍動する生徒や教職員の姿
の他に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。

○校内清掃（１学期：２回、２学期：１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。

○ボランティア清掃の参加者を一人でも増やし
ながら、清掃することに歓びを感じられる生徒を
地道に育てていく。早い時期に参加募集ポス
ターの掲示や呼びかけを行うと同時に、参加し
た生徒、教員が生き生きと元気になることを示
す。

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。

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。
　　*相手の目を見てあいさつする。
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
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○講師を招いてアサーショントレーニング(自分
も他人も大切にした表現方法を学ぶ活動）やエ
ンカウンタートレーニング(心のふれあいを深め
ることで、相互に認め合える人間関係を築くこと
をねらいとした活動）など、コミュニケーション能
力を高める研修を実施した。

○左記の活動は成果がすぐに出るものではない
ので、地道に粘り強く、生徒が苦手とするグルー
プ活動を積極的に取り組ませるため、今後も引
き続き実施していく。各教科の授業の中でも学
び合いのグループ活動を積極的に取り入れてい
く。
○「eye察」を教員が率先して行う。

・挨拶は簡単そうで難しく、奥の深いものですので、是
非、地道に取り組んでください。教師が率先して挨拶 を
することに大賛成です。挨拶プラスアルファー（プラス
ワンフレーズ）が人の心をより開き、結び付きを深めま
す。

・卒業後に卒業生が集い、お互いがその後の人生を語
り合う会があると、生徒も教職員もお互いが刺激し合う
会になる気がします。検討してみてください。
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○2回目の新体力テスト(11月実施。全8種目）で
は参加した生徒(27名）全員が1回目（5月）の記
録を更新した。そのうちの18名（67％）は4種目
以上記録を更新した。参加率（５４％）の向上が
課題である。
○フィットネスジムインストラクター講座を12月
に実施。専門家の指導により心地よく体中の筋
肉を鍛えるトレーニングを楽しく学べた。
■生徒指導部と協力して防災教育と関連させて
非常食を食べる計画を立てていたが、指導部の
防災教育が防災アドバイザーを招聘するため、
当初の計画は1月に延期となった。

○１月１５日に保健部単独で非常食を食べる体
験を含めた企画をするが、意識付けなどの面で
かなり工夫が必要である。調理員さんに協力し
ていただき、給食でアルファー米を食するという
ことも考えていきたい。

・食事を「作る」体験をさせることで食育は豊かになりま
す。受動的な会ではなく、能動的な会になるようにス
テップアップしてください。

・2回目の体力テストで参加した全員が1回目の記録を
更新したことはすごいことです。さらに全生徒が参加で
きるように工夫してください。

・体力テストの記録向上の要因をどう分析するか。ま
た、記録の伸びを生徒さん自身ははどう捉えているの
か。そこまで深く掘り下げて考えることで、新たな課題
や取り組みの方向性が見えてきます。

・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月のバス遠足では防災意識を高めた。また
１１月には自然散策を行い、自然とふれあう時
間を持った。日常から心身を解放し、生き生きと
自然体で自由に活動する姿があった。教員と生
徒が無心に触れ合う微笑ましい光景をいくつも
見ることができた。

○研修場所の下見を早めに行い、心身の解放
につながる感動に満ちた活動内容を考える。

・是非、より豊かで楽しい体験ができるように継続してく
ださい。

・「言葉のカレンダー」は他校にないユニークなもので
す。「生徒版」のシリーズも検討してください。。


