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スタート
(生徒の実態） 複雑な家庭環境、貧困、親の精神的疾患、自身の疾病、精神的疾患、発達障がい等から自己受容感、対人関係調整力の低い生徒が多い。

＊ICT活用研修
　・10月30日（金）
　　１４：００～１５：３０
　・職員を生徒に見立てて授業を行う。

　・授業（45分）＋事後の研究会
　（３５分）  ※3学期に延期

＊キャリア教育
　・11月27日（金）14:00～15:30
　・講師特別支援教育課指導主事
 
　l※12/22(火）研修と合同で実施

＊ソーシャルスキル
　　　　　　　　トレーニング
　・12月22日（火）14:00～15:30
　・講師 日田支援学校特別支援
           教育コーディネーター
            石川　郁美　氏

＊服務規律研修Ⅲ
　　・12月24日（木）14:00~15:00
　　・テーマ「クレーム対応」

＊1学校1実践（特別支援教育）の
検証

＊学校評価
　　・個人の取組のふりかえり
　　・分掌反省

＊来年度の学校宇運営計画作成
　　・各分掌

＊服務規律研修Ⅳ
　　・3月18日（金）14:00～15:00
　　・テーマ「教育は最大の公共事業」

  ※校外研修に参加した職員がその内容を月に1回の職員会議で環流報告をする。（生徒指導、特別支援教育、人権教育、キャリア教育、ICT教育、メンタルヘルス、危機管理）

  ※毎日のミーティングで生徒の情報交換を実施。家庭内や対人関係のトラブル、健康上の問題、進路指導の進捗状況等を情報共有し、共通行動をめざす。

職員

3学期

＊事例研究(5月）
　・5月18日（月）
　13:30～14:00
　・5月16日（土）、体育館を無許可
で使おうとした生徒とトラブルに
なった事例を題材に、「どういう声
かけ、指導をすべきだったか」を一
人一人の教師が自分のアイディア
を発表した。

＊服務規律研修Ⅰ　4月28日
　・「ドライブレコーダーは見た！
　～危険予測運転で命を守る～」

*GATB(進路適性検査)研修
　・7月27日（月）
　　　14:00～15:00
　・講師　公益財団法人　大分県
総合雇用推進協会　おおいた地
域若者サポートステーション
　　　　　　　　　　池田　一徳　氏
　「適性能を数値的に測ることで具
体的な努力目標を設定→自己肯
定感の向上を目指す。」

＊服務規律研修Ⅱ7月23日
　・「ケーススタディ」（グループ討議）
　 ・テーマ「いじめ対応」

＊第60回大分県定時制通信制
生徒生活体験発表大会
　・10月16日（金） 13:00~16:00
   於　日田高校体育館

＊ネットトラブル・情報モラル
安全出前授業
　・10月21日（水）18:15～19:40
　・【テーマ】
　　「情報を主体的にコントロール
　　　する術を学ぶ」
　・講師 　八頭司めぐみ 氏
      (株）フューチャーインスペース

　
＊進路講演会Ⅱ
　・10月30日(金）
　・【テーマ】「先輩に学ぶ」
　・講師　卒業生
   　　　※3学期に延期

＊地域の自然に学ぶ
　（自然散策）
　・11月11日（水）
　　　10:00～16:00
　・【テーマ】
　「アウトドア生活の歓び発見」
　

＊食育講演会
　・1月15日（金）
　・テーマ「災害避難に備えて」
　・講師　日田市総合保健福祉センター
　　　　　　　栄養士　木下眞佐美　氏

 ＊進路講演会Ⅳ・Ⅴ
　・1月20日（水）18:05~19:40
　「働く人のためのワークルール」
　　講師　大分県商工労働部
　　　　　　　冨尾　氏
  「内定者講演会」（全校生徒）
　　講師大分県総合雇用推進協会
　　　　　　　池田一徳　氏

＊健康講演会
　・2月5日（金）　18:05～20:30
　・テーマ　「育児は“育自”」
　・講師　別府大学短期大学部准教授
　　　　　　飯田法子　氏

＊進路講演会Ⅵ
　・3月18日（金）
　・【テーマ】
　　"THIS IS YOUR LIFE"
　・内容（候補）
　　　□ワイヤ－アーティスト
　　　□冤罪
　　　□ウエディングプランナー

＊フィットネスジム
          インストラクター講座
　・12月4日（金）
     １９：４５～21:20
　・テーマ
　「未知の楽しみの扉を開ける」
　・講師
　　　マチカラフィットネスインスト
　　　ラクター　馬場優人氏
＊防災避難訓練
　・12月11日（金）
　・講師　学校防災アドバイザー
　　　レスキューサポート九州
　　　代表理事　木ノ下勝矢　氏
　　　　　　　　　　轟　美智代　氏
　・「備えあれば憂いなし～自助・
共助・公助の精神の涵養～」

＊3年生修学旅行
　・12/15(月）～18(木）
　・長野志賀高原~東京DL

＊ボランティア清掃
　・12月18日（金）
  ・学校周辺のゴミ拾い

＊餅つき望年会
　・12月25日（金）（希望者）
　・【テーマ】
　「日本の伝統文化を知る」
　「感謝と希望の念で1年を締めくくる」

1学期

＊ライフスキル講演会
　(薬物乱用防止教室）
　・11月13日（金）
　・講師　広島県福山市立中央
            中学校　村上啓二教頭
   ・【テーマ】
　　「自己有能感（やれば自分もできる

　　　という希望を持てる感覚）が高まる
　　とセルフエスティーム（健全な自

　　　尊心）も高まる」

＊花植え体験(希望者）
　・6月23日（火）
　・11月18日（水）
　【テーマ】
　「花のヒーリングパワーと出会う」
＊第2回新体力テスト
　・11月20日（金）
　・「目指すはパーソナルベスト
　　　の更新！」
  ・11月16日(月）＾19日（木）
　　部活動週間

＊進路講演Ⅲ
　　(進学ガイダンス）
　・11月25日（水）
　・テーマ
　「さまざまな業種、分野を知る」
　・講師　（ライセンスアカデミー、
別府大学他多数）

夏休み

＊ICT研修
　・8月10日（月）
   　14:00 ～15:00
　・講師　足立正和指導主事
　・「情報セキュリティ＆書画カメラ
     とipadの使用方法を学ぶ」

＊人権教育Ⅰ（市民性教育/ダイ
バーシティトレーニング）
　・8月24日（月）
　　　13:00～15:30
　・講師　桜井　高志　氏
　

＊人権教育Ⅱ
　　・8 月24日（月）
　　　15:30～16:30
　　・【目的】
　　「子どもの貧困」
　　「経済格差を学力格差に
      つなげない工夫」

＊授業改善　先進地視察
  東京都立秋留台高校、都立世
　田谷泉高校、都立六本木高校
　8/28（金）

平成27年度　学校運営計画　　 <補足説明＞　　（特別活動、総合的な学習の時間、職員研修）　　　　日田高等学校定時制

ゴール
(めざす
生徒像）

忍耐力と優しさに裏付けされた行動力を兼ね備えた生徒
（他者の喜び、怒り、哀しみ、苦しみ、心の痛みに共感でき、価値観の違う他者と協働・連帯することができる、平和で民主的な社会の形成者）

身につけ
させたい力

想　像　力　・　忍　耐　力　・　協　働　力　・　レジリエンス　(自己復元力）・夢に向かって挑戦する力・コミュニケーション力

自　　　立　　　心　・　自　　　律　　　心
1学期 2学期 3学期

生徒

＊第1回新体力テスト　5月7日
（木）

＊救急救命講習
　・5月20日（水）18:20~19:40
　・【テーマ】　救急時の手当の知
識と技術を身につけ、学校生活で
緊急の事態が生じた場合に 生徒
及び職員が協力して救命手当て
を行えるようにする。

＊交通安全講習会
　・5月27日（水）18:20~19:40
　・【テーマ】交通ルールとマナーを
学び、自分の命も他者の命も守れ
る意識と行動力を身につけさせ
る。

＊定通高校県体　6月8日（日）

＊バス遠足(ヤフオクドームプロ
野球観戦＆防災センター訪問）
　・7月7日（火）　14:00～22:30
　・【テーマ】
　・，防災に関する知識・技術・行
動力を身につける。
  ・プロ野球観戦を通して，スポー
ツについての興味を深め，部活動
や体育祭に向けて意欲の向上を
図る
 


＊進路講演会Ⅰ
　・7月8日（木） 18:05～19:40
　・【テーマ】「働くということ」
　・講師　（連合・企業より2名）

＊デートDV講演会
　・7月9日（木）
     18:05～19:40
　・【テーマ】「No！と言える私」
　・講師　NPO法人DV防止ながさき
     理事長　中田　慶子氏

＊アサーショントレーニング
　・7月10日（金）　18:15～20:00
　・【テーマ】
  「 他者との友好的な人間関係を
結べる自己表現力を身につける」
　・講師　大分県教育センター
　　 教育相談部長　吉野昭子氏
　　指導主事   　    吉野圭子氏

＊いのちの講演会
(人権教育・健康教育）
　・7月13日（月）　18:15～20:00
　・【テーマ】
       「かけがえのない自分の
                         いのちを生きる」
   ・mon(歌手）　*福岡県在住

＊ボランティア清掃
　・7月14日（火）

＊戦後70年平和を考える集い
　・9月1日（火）18:05～19:30
  ・ 講師　 平川　敬子 氏
　　　　　　 朝野　芳明 氏
　　　　　   佐藤　文夫 氏
　　　   　　(日田市内在住）

＊校内生活体験発表大会
　・9月11日(金）
　・「届け、魂の叫び！
　　　     響け、言霊の力！
　　　　        60年の想いをのせて」

＊エンカウンター
　・9月16日（水）
　　　　18:15～20:00
　　　(1年生16名）
　・【テーマ】　「出会い直し」
      （わかっていたつもりの友達
       の知らない一面を一つでも多
       く発見し、相互理解を深める）
　・講師　県教育センター
　　　　　　吉野圭子指導主事


