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○教務部と連携し、学びのルールを再確認を
行った。また各種講演会を通じて、マナーや
ルールを守ることが自分と他者を守ることにつ
ながること（交通安全教室）、生きていくことの大
切さやかけがえのない命の尊さ（いのちの講演
会）などを学ぶことができた。１学期の講演会に
ついては計画通り実施することができた。

○引き続き「自分も相手も大切にできる態度と忍
耐力」の育成について学期始めに生徒、教職員
で確認をする。
〇学期始めに、交通免許取得者集会を行い、交
通安全の遵守及び駐車場利用のルールの確認
を行う。
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○３週間の期間限定のフィットネスウィーク（定
通県体前）において、全国大会を目指す者、楽
しんで体を動かす者など、それぞれの目的で有
意義な活動となった。部活動を通じて、学年の
枠を超えて新たな交流を深め、新たな自分を見
つける場にもなった。

○健康教育講演会については、人権教育部と
連携し、貧困による生活困窮者となりながらも
「生きていればいつかは笑える日が来る」と力強
く未来を見つめる元ホームレスの方による講演
会を実施した。
〇スクールソーシャルワーカーを招いて校内で
の相談会を実施した。
〇教育相談部と協力しながら外部機関（日田市
役所福祉保健部、日田市役所子ども未来室、
日田市教育センター（カウンセラー）、西部保健
所）と連携を図っている。

〇食育実習を家庭科と連携し、２学期に実施す
る。

〇スクールソーシャルワーカー設置に向けて再
度要望を行う。

〇生徒支援の輪を拡大するため、さらに連携先
を増やすとともに、支援内容の深化についても
検討していきたい。

○第2回新体力テストで各自が設定した目標を
クリアさせる。

〇教育相談体制については、教育相談部と保
健部が連携し、外部機関との連携を図り、情報
収集を行い、環流するなど整備に向けて準備を
進めている。
〇外部機関からの講師を招いてケース会議を
実施した。

■グループエンカウンター、アサーショントレー
ニングについては１学期は実施していない。

○さらに校内連絡体制について整備を進める。

□エンカウンター(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）は２学期に実施する。
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ＰＬ　生徒指導主任
SL　 総務主任

ＰＬ　特別活動主任
SL　 総務主任

〇４月を挨拶月間とし、生徒会とともに挨拶の
励行に努めた。
〇職員のことばのカレンダーをクラスでも１日の
始まりの導入として活用している。
■教師側から声をかける場面は多いが、なかな
か生徒自身から率先して挨拶を行う生徒は限ら
れる。

〇「挨拶月間」のポスターを掲示し、学期始めの
集会時に再度生徒に呼びかけを行う。

□教師側から積極的に声かけを行う。

○１学期の教育振興会レクレーションなど各種
行事については、例年と比較すると参加率は高
く、現在までのところ７３％である。

■特定生徒の行事に対する参加率が低い。

○各行事に参加し、取り組むことの充実感を体
感させたい。さらには学校生活の様々な機会を
通して、想像力や自己表現力を育成する意識づ
けをしていきたい。
□月や週の学校行事の予定をこまめに生徒に
伝える。また、週の終わりや始まりにクラス担任
が再度説明をして、行事への積極的な参加を呼
びかける。
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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

５）「一学校一実践（体力の向
上）」を通し、60％超の生徒が5
月新体力テストの数値を１１月
に更新する。（半分以上の種目）

①自尊意識の向上と対人関係
構築・修正能力の育成
②望ましい食生活への改善と食
育指導の充実

○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。

・いじめ・学校生活アンケート（年2
回）・いのちの講演会（年1回）、人
権標語（全学年）、人権教員研修
（年1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）、靴箱の利
用、校舎内巡回指導（毎日）

○気持ちの良い挨拶で一日の学校生
活を始め、気持ちの良い挨拶で一日を
終える。

・挨拶月間（4月・9月・1月）
・教師の即座の肯定的な評価や感
想、心が温かくなる反応（良いコミュ
ニケーションの見本として）
・挨拶プラス１（挨拶をしたときに何
か1つ生徒に声をかける。）

○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、学校への所属感や連
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）

・校内生活体験発表大会、県生活
体験発表大会、クラスマッチ、予餞
会、大掃除、
・バス遠足（社会見学）、清掃活動
（全員/ボランティア）、教育振興会
レクレーション（1回）

○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、全国定通大会、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（年1回）、補強運
動（体育毎時間）、フィットネスウィー
ク（定通県体前）

○他人とのコミュニケーションと共同作
業を通じて、対人関係を築き、維持する
力を育成する。

・グループエンカウンター（1年のみ1
回）＝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
築くことを狙いとした活動＝、アサー
ショントレーニング（年1回）＝自分も
他人も大切にした表現方法を学ぶ
活動＝、
・教育相談に関する校内連絡体制
の整備と研修資料の共有化（専用
フォルダの作成）・校外研修の環流
報告の充実・保健室だより

あらゆる教育活動を通して、想像力、協働力、やり
ぬく力を育成する

○安全・安心な食生活と健康な体と心
は密接に結びついていることを理解さ
せ、人としていかに在るべきか、いかに
生きるべきかを主体的に考え、選べる
ことができるようにする。

４）総合的な学習の時間、特別
活動（ホームルーム活動、生徒
会活動、学校行事）への参加率
が７０％以上

①当たり前の事を当たり前にで
きる生活習慣の確立
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

・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/貧困や無縁社会の
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）
・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
・食育実習（家庭科の授業）の実施
・ 救急救命講習会（年1回）

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

◎教師が、生徒と「共に学び、共に育つ」存在として、良い導き役、引き出し役になっている。
◎学校からの情報発信（学校HP・学校だより等）が充実している。
◎多様な人々の生き方、考え方に触れさせ、それを契機に人間がいかに在るべきか、いかに生きるべきかを考えさせる講演会がバラエティーに冨んでいる。
◎フィットネスインストラクター講師招聘というユニークなプログラムによって、生徒は身の回りにまだ自分の知らない楽しみがあることを知った。

　・　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して、想像力、協働力、やりぬく力を育成する
　・　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

重点目標学校教育目標

「剛健　積極　明朗」の校訓のもと、誇り高く、心豊かで、たくましい
人間を育成する

中期目標

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
（教育課程の見直し＝必履修科目の時間数の見直し、学校設定科目の導入）

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

検証結果（自己評価）

評価
ＰＬ
ＳＬ

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

１）「キャリア教育アンケート」（12
項目）のうち、半分以上の項目
において成長のあとが確認でき
る。
　　＊【例　評価１（4月）→評価２
（3月）】
２）授業出席率７５％以上
３）単位修得率９０％以上

①剥がれ落ちない学力を支える
学習意欲・学習態度・学習規律
の育成
②生涯役立つ職業観と勤労観
の醸成

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　各HR担任
SL　 進路指導主
任

○互見授業を実施し、授業の成果や課
題について教科の枠を越えて、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（ICT機器の活
用、板書のユニバーサル化等）を促進
する。

・「授業改善スクールプラン・マイプ
ラン」の月1回の見直し、進捗状況
の定期的な検証・成果と課題の確
認。
・「PC公開授業」（随時）・授業アン
ケート（年3回）・ICT活用研修会（年
1回）
・観点別評価研修（2回）・インターー
ンシップ（希望者）、

○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。

○進路講演会のレジュメや感想、「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。

・キャリア教育の「ホームルーム活
動」（学期に１回以上）
・キャリア教育研修会（年2回) /全
体計画の基本的な考え方/育成し
たい能力や態度の設定/ 新しい環
境への適応/ジョハリの窓/GATB進
路適性検査の評価方法 等 /　・教
科の中でのキャリア教育の実践

・講演会後の翌週のHR活動や総学
の時間での感想のクラスでの交流
・意見交流を活性化させる教師の
力量アップ（教師の自己開示）
・1年間の学習のふり返りと交流会
（年度末）・生徒作成のプレゼン資
料（情報の授業）・PTA総会（講演会
/保護者との連携）

実施時期　　　平成　28　年　7　　月

平成  28　年度学校評価（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　中間評価　　　　　　　　　）

ＰＬ　特活主任
SL　 HR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

〇授業改善に向けて５月にユニバーサルデザ
イン研修会、６・７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
確認を行った。
○６月に互見授業週間を設定し、教科の枠を越
えた授業観察を実施することができた。
■授業参観シートを授業者に提示することはで
きたが、授業観察後の授業者とのふり返りの時
間を十分に確保することができなかった。
■授業への出席率は８０％程度だが、欠課の目
立つ生徒が数名いる。

〇学校全体として統一して取り組む取り組みに
ついて検討する。
○２学期にも互見授業週間を設定する。

□授業観察シートを授業者へ渡す時に短時間
でも授業のふりかえりを行う。

□夏季休業中に家庭訪問を実施する。

○７月に進路講演会を予定通り実施できた。２
名の講師にお願いし、それぞれの立場（雇用
主、雇用者）から話しをしていただき、生徒は
しっかり講師の話に耳を傾けていた。

○講演内容について、生徒の理解度や興味な
どを考え、講師選択を行う。生徒の実態を踏ま
え、講師との事前の打ち合わせをしっかりと行
う。
○２学期に引き続き予定している進路講演会を
実施し、職業観、勤労観の育成に努める。
〇キャリア教育研修会を実施する。

〇進路講演会の資料については振り返りができ
るよう、ファイルに綴じることが定着してきた。

■講演後に振り返りを実施する時間がとれな
かった。

〇各種講演会等に於いても同様にファイルする
ことの定着を図る。

□進路講演会後の生徒の振り返りの時間確保
をクラス担任と進路指導部が連携し、SHRや各
教科の授業の中で短時間でも行う。

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

一学期末評価


