
(別紙様式３）

・アンケート記入を教室で行う。そのときにクラス
で振り返りを一緒に行う。
・振り返りの時間を確保するため、講習会の時
間設定の際にふり返りも含んだ形で時間設定を
する。
・今後も振り返りの時間を活用して、生徒と情報
共有していきたい。
・講演会後できるだけ早くまとめを提示し、クラス
全体で考えていけるようにしたい。

・いじめ、学校生活アンケートを2回（７月・12月）に実
施し、交通安全教室（５月・出席率７０％）、薬物乱用
防止教室（７月・出席率７６％）,７月避難訓練（出席率
７１％）、ネットトラブル防止教室（10月・出席率７
２％）,12月避難訓練（出席率８０％）、免許取得者集
会（9月・出席率100％・1月出席率８７％となり、ほぼ
予定通りに実施することができた。

・校舎内外の見回り指導を１１月より改善して実施す
ることで特に問題等はないが、時間変更等で見回り
ができない場合が見られた。

○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。

・いじめ・学校生活アンケート（年2
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。
・校舎内見回り指導の改善と実施。

ＰＬ　生徒指導主任
SL　 総務主任

・今後も継続して欲しい。○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。

・振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。

ＰＬ　各HR担任
SL　 進路主任
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・生徒は、講習会等の資料はファイルに閉じるこ
とは定着してきた。
・毎回ではないが、アンケート結果や感想をまと
めて紹介し、テーマについて考えるきっかけとし
ている。
・アンケート記入が雑な生徒がいるので時間を
かける必要がある。
・講演会や講習会は、４年生ともなれば同じテー
マで毎年のことではあるが、新たな情報を知る
こともあり良い機会となっている。

社会的自立をめざした教養教育・キャリア教育の充
実

１）キャリア教育における満足度
７５％

①ＩＣＴを活用した学ぶことへの
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

・今後も継続して欲しい。・どの行事も７割を超える出席率となり、今後も
継続してポスターの掲示や積極的な生徒への参
加呼びかけを行い、行事に参加しやすい環境づ
くりを行う。
・時間変更等で見回りができない場合の工夫を
検討する。4

特別活動や行事の活性化による想像力、協働力、
忍耐力の育成

２）特別活動・学校行事への参
加率及び満足度７０％以上

①行事への主体的な参加によ
る一体感・達成感の享受
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

○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。

・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）の実施。
・あいさつ月間（4月・9月・1月）を設
け、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。）の実
施。
・「自分からあいさつする」生徒を増
やす。アンケート調査により割合を
確認する。
・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）

ＰＬ　人権教育主任
SL　 生徒指導主任
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・２回のアンケート調査を行い、２回目では自ら
挨拶をする生徒が５６％と、前回より６％増と
なった。

・学校外のいろいろな場面であいさつをしようと
する姿勢が見られるようになった。
・あいさつ月間を４月・9月・１月に設けて実施し
た。ＳＨＲ等で生徒に「あいさつの励行」を呼び
かけてもらうなど、挨拶プラス１を意識した生徒
への声かけを継続した。
・人権標語（７月）、人権教員研修（８月）・いのち
の講演会（１０月）、を予定通り実施できた。
・「いのちの講演会」では介護を通して感じた『他
者を認め尊重することの大切さ』について話をし
てもらい他者の理解と尊重の意識を高める機会
となった。

・自分からあいさつをする生徒は５６％と多少増
えたものの、まだ少ないため、職員側からの挨
拶プラス１を引き続き積極的に行う。また、ＳＨＲ
等で「あいさつの励行」を生徒に呼びかけてもら
い、あいさつをしやすい環境づくりを図る。
・行事等を実施して行く中で、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環境づく
りに向けた工夫を行う。
･年２回のアンケート調査を実施し、生徒の状況
を確認しつつ日々の生活指導に活かす。

・あいさつに消極的な生徒こそ無理強いすることなく「あいさ
つしたい！」という方向に気持ちを向かわせる様、学校←→
家庭の連携を図りたい。
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・キャリア教育アンケートにおける満足度は年間
平均は７２．５％であった。生徒の評価は昨年度
よりも高くなっている。
・授業の出席率は１学期８４．８％、２学期８１．
５％であった。

・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月、８月、１月にに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。
・観点別評価研修については、各教科の評価や
授業をもとに定時制での評価について研修を実
施した。
・互見授業、研究授業を実施して、教科の枠を
越えた授業観察を行った。
・様々な研修等を行い、ＩＣＴ機器の利用や授業
プリント等の工夫等、各教科で授業改善を進め
ており、少しずつ学習意識は高まっているように
思える。しかし、定時制生徒の意欲を高める授
業についてはまだまだ課題が多く、今後も検討
し改善していく必要がある。

・各種研修をふまえて定時制の生徒が興味関心
を持つような授業について、学校全体として授業
改善に向けた統一した取り組みを推進していく
必要がある。
・互見授業、研究授業を通して教科横断型授業
についてさらに考察していく。また、授業見学後
は授業者との振り返り時間を確保する。
・各研修の環流報告、校内研修を実施する。
・アンケート結果について数値だけでなく、生徒
の意見や内容について課題や改善点を共有し
検討していく必要がある。実施時期の設定。

・全日制と定時制は別物。
定時制は学びをやり直すところで、小さな集団から社会に向
けての階段を上がる場所である、その中で出席率が１学期
８４％という数字は高く評価できる。

○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。

・各学期に１回以上の進路講演会
の実施
・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
携し、ＨＲＡなどでの実施
・ハローワークとの密な連携
・進路希望に応じた取り組み計画の
策定

ＰＬ　進路主任
SL　 各HR担任
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・卒業者５名全員の進路（就職１名、進学４名）
が決定した。

・講演後の生徒へのアンケートで、よかったとい
う答えが、前年より、第１回が26.4％の増、第２
回で21.5％の減であった。
・来年度は、生徒の満足度の高くなる講師を招
きたい。第２回目の分野別は4つで適当だったと
思う。

・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。
・年間３回進路講演会を実施し、職業観、勤労観
の育成に努める。
・進学・就職の際求められる生徒の基礎学力に
ついて各教科を含めて計画的に取り組む。ま
た、小論文、作文、履歴書などについて国語科
と話し合い、ＨＲＡなどで指導したいと考えてい
る。
・来年度の卒業生が多いことが予想されること
から、職場訪問等による積極的な職場開拓を取
り組んでいく。

・出席率８４％という数字で、自分の将来について真面目に
考えていることが分かる。履歴書の書き方、模擬面接、面接
に望ましい服装など就職・進学を立体化してイメージを持た
せることが大切である。
・進路に関して、講演会をはじめ、面接・履歴書等の書き方・
服装・頭髪の件など実際に目に見せてしっかりと教えて欲し
い。過去に知らずに履歴書に青ペンで書いたことで不合格
になってしまった生徒もいた。
・親は回りが一斉に受験に向かっていくとあせりを感じる。そ
して回りの助言に乗って短期間で決めてしまうとバーンアウ
トしてしまう。長い時間をかけて情報提供し、様々な方向性
を示唆してやる方が良い。

○生徒の授業意識向上を目指し、授業
改善に向け、各研究会等への参加やＩ
ＣＴ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」の見直し、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
ケート実施。（学期毎）
・各種研修の実施（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（１人３回以
上）
・ICT機器の活用推進
・教科横断型授業の取り組み
・相互授業（１・２学期）、研究授業
（随時）の実施
・学校生活アンケート・キャリア教育
アンケートの実施（学期毎）

ＰＬ　教務主任
SL　 進路主任

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

学校関係者評価
評価 分析・考察

自己評価結果
次年度の改善策

平成  ２９　年度学校評価（　　年間評価　　）
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

◎授業改善としてICT機器の活用を重点項目に掲げ、機器の整備といったハード面から、活用する側のスキルアップのための研修といったソフト面まで充実を図った。
◎各種行事の精選を行うとともに、多様な定時制ならでは拘りのある講演会等を企画し、行事出席率が７割を超えることができた。行事を通じて生徒の心理的成長を促した。
◎相談支援体制の構築について、地域の外部機関と連携を図り、合同ケース会議まで持つことができたのは来年度に繋がる成果であった。
◎学校からの情報発信として、学校ＨＰ・学校だよりを昨年以上に充実させるとともに緊急時対応として３９メールの導入も行った。

学校教育目標 中期目標 重点目標

「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

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
　・　社会的自立をめざした教養教育・キャリア教育の充実
　・　特別活動や行事の活性化による想像力、協働力、忍耐力の育成
　・　自己存在感の確立と心身の健康づくり



総合評価
次年度への展望等

１．総合評価
 
　今年度、学ぶ事への興味関心を高めるため、授業改善の一環としてICT機器活用を推進してきた。昨年同様、教員のICT機器活用スキルをアップさせる研修に加えて、今年度生徒用のiPadが２台配置でき
たため生徒活用のための研修も実施した。また、昨年度実施できなかった指導主事招聘を含めて計２回の研究授業を実施することができた。実施した教科だけでなく今後の取り組みに多くの示唆を与えてく
れる成果となった。これらの取り組みは生徒の授業アンケートの結果にも出てきている。
　各種行事においても、満足度並びに出席率は昨年度の７割を超え、８割に達している。今後もあらゆる行事を通じて生徒の心理的成長を促していきたい。
　また、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。

２．次年度への展望
　☆重点目標　  　＊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
　  　　　　　　　　＊地域・保護者から信頼され、期待される学校づくり　　　　　　　　 　  ＊自己有用感の向上と心身の健康づくり

・救命救急講習を実施し、生徒だけでなく全職
員が実習をした。〈５月〉
・教育相談部と連携し、連絡協議会を開催した。
日田市の生活保護CWなど、対象となる生徒の
状況に合わせ関係者が参加し、今後も継続して
支援していく確認をした。〈６月・１１月〉
・個別支援を２ケース行っている。安定した家庭
生活維持の支援と、就労支援を受けるための
支援を継続しており、生徒及び保護者へのメ
リットは大きく、日田市との連携も十分にできて
いる。〈毎月〉
・ＳＳＷに、業務や学校での活用について職員
研修を実施してもらい、本校での連携と共働に
ついて考える時間を持った。〈４月･８月〉
・SSWの仲介で、地域の支援事業所の活動を聞
く機会を設け、生徒の進路や生活支援について
学んだ。〈８月〉
・薬物乱用防止教室と連動させ、健康教育講演
会を実施した。内容は、臨床心理士から「依存
症について」の知識を学び、当事者から「薬物
の使用とその後の回復について」を語ってもらっ
た。〈７月〉
・人権教育部と連携し、いのちの講演会を実施
した。介護事業所を運営している方から、介護
を職業にすることになったいきさつに絡ませて、
「じぶん」がどうつくられているのかを考える内
容で語ってもらった。〈１０月〉
・食育実習は、授業の枠組みではなく、給食体
験公開授業と連動させ、保護者も共に調理して
食べる機会を設定した。生徒会とも連携し、レク
リエーションも交え、「楽しく食べる」ことを目標に
実施できた。〈１１月〉

・年度当初計画したことは、ほぼ実施できている
状況にある。
・今後の課題は
①様々な困りに対して学校を離れた後でも相談
できる地域支援相談事業の周知について保健
師と連携を検討協議する
②ＳＳＷとともに、医療機関・行政・福祉と連携で
きている。今後も生徒を中心に据えた支援がで
きるよう連携を密にし、いつでも活用できるよう
にする。
　ＳＳＷの生徒への関わりや活動について全職
員で情報共有を図り、チーム学校として対応出
来る体制作りを構築する。
③食育実習では、生徒会や給食委員会にも協
力をしてもらい実施することができた。今後、こ
の経験を生かし、生徒から企画を出すことがで
きるような環境作りを設定する。提案があった際
には、生徒自身の運営として実施できるよう支
援する。
④年度当初の合同ケース会議（もしくは連絡協
議会）の運営の仕方や、記録の取り扱い方等を
誰でも継続可能、再利用可能な方向に検討す
る。
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○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。
○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。
○適切な支援を受けることができるよう
にする。

・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）
・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
(定例会、臨時ケース会議）
・食育実習（家庭科の授業）の実施
・ 救急救命講習会（年1回）

ＰＬ　保健主任
SL　 教育相談主任

・定時制ならではのテーマであり、特にSSWの配属により行
政に働きかける支援方法がさらに広がるのではないかと思
う。
・「困った、困った」と悩みを抱え込んでいる生徒に「解決す
るにはどうするか？」を実現出来る取りかかりになるのが
SSWの存在であろう。今後の生徒たちとの関わりを大いに
期待したい。
・SSWの先生がいることは定時制にとってとてもラッキーなこ
とと思う。貧困、虐待等を受けている生徒が多い中で、声に
ならない声を拾い上げてくれることを期待している。行政に
働きかけていることもいいことだと思う。
・PTA茶話会をやっていることがうれしく思う。高い参加率に
なることを期待している。
・不登校傾向の生徒が爽風館高校（通信）に進学し、学習で
つまづいていいる。定時制の進学を勧めたが、定時制に馴
染みがなく、爽風館高校に進学した。定時制の存在を広報
することにより、そういう生徒をどんどん取り込んでいって欲
しい。

２）特別活動・学校行事への参
加率及び満足度７０％以上

①行事への主体的な参加によ
る一体感・達成感の享受
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

自己存在感の確立と心身の健康づくり

３）学校生活における満足度７
５％

①自尊意識の向上と自立心・自
律心の養成
②望ましい食生活への改善と食
育指導の充実

・今後も生徒会を中心に企画・運営する機会を
増やしていきたい。
・バス遠足の研修場所については、日常生活や
ネット社会では体験することのない活動内容を
考える。
・２学期のボランティア清掃を自然散策＆地域清
掃にすることも考えたい。
・生徒の特性を生かしたり、感性を磨く体験がで
きる行事内容にしていきたい。

・生徒が主体となり、他者と関わる中で協調性や我慢を学
ぶ良い機会である。積極的に自分を表現する生徒あり、縁
の下の力持ちに徹する生徒あり、それぞれのポジションを
一生懸命やりきったみんなに拍手を送りたい。
・体育祭で自分をしっかり出している生徒や自分を出せない
生徒でもそれぞれが色々なことをやって目を輝かせている
姿にとても感動した。

・グループエンカウンターを全学年
実施（年１回以上）
・人間関係づくりに関わるグループ
アプローチの職員研修を実施（年１
回）

ＰＬ　教育相談主任
SL　 保健主任

○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）、
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）、
ボウリング大会（年1回）、補強運動
（体育毎時間）
・新体力テストにおける記録の向上
６０％以上

ＰＬ　特活主任
SL　 総務主任

特別活動や行事の活性化による想像力、協働力、
忍耐力の育成

4

・計画したことは実施でき、学級開き等には効果
があった学年もあったが、全体としてはグループ
エンカウンター実施の前後で生徒やクラス全体
の変容があまり見られないと感じている。
・教育相談に関する職員研修を継続して実施し
ていく方向だが、今後は研修テーマについて検
討していく必要がある。

・グループエンカウンター、どのような形で実施しているの
か、もう少し具体的な情報がいただけたらと思う。
・研修を終えてグループエンカウンターをクラスで実施した
場合の個々の感想や様子が分かる資料があれば、やる前
とやった後との心（気持ちのとらえ方）がどう変化したかが見
れるといいなあと思った。
・以前は適応指導教室に通ってきている生徒がお世話に
なっていたが、近年はそこに出てこれない不登校の生徒が
増えてきている。その子らが受験に来ることができるのか、
登校して授業を受けることができるのか、卒業出来るのか、
が課題である。自分で決意してきた子もいるし、進路指導の
中で定時制を勧められてきた子もいる。
・高校には行かないと決めて就職をしている子たちもいる。
その子たちをターゲットにできないか。

3

・学校生活アンケートの満足度年間平均は７３．
４％

・グループエンカウンターに関する職員研修を５
月に実施した。関係する職員全員が参加し、有
意義な研修となった。
・６月のＨＲＡでグループエンカウンターを全学
年で実施した。クラスの実態に合わせ、各担任
が活動内容を選んで行うなどの工夫が見られ
た。

○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（4月）、各種委員
会、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、
・清掃活動（年3回）、バス遠足（年1
回）、芸術鑑賞（年1回）、教育振興
会レクレーション（1回）

ＰＬ　特活主任
SL　 HR主任

○コミュニケーション能力を高め、人と
関わる技能を身につけさせる。

4

・ラジオ体操と補強運動の参加率８７％
・行事の満足度年間平均は８６％

・一校一実践の取り組みとして、フィットネスウ
イークと体力テストを、春と秋の２回実施。また、
フィットネスジムインストラクター講座を１２月に
行い、自分の体力と向き合う機会となった。
・新体力テスト２回目（11月）の参加生徒２２名
中１９名が１回目（５月）の記録更新。（レベルup
率８６％）

・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、定通県
体前や秋の活動日を増やすことも検討したい。
・補強運動の点数を明確化したことで、実施率
は改善されたので、維持していきたい。

・今後も継続して欲しい。

・参加率８６％、満足度８９％

・各種行事で、生徒会が企画運営する機会が増
え、昨年以上に生徒の積極的な参加と主体的
な活動がみられた。
・バス遠足は、昨年の食育実習の繋がりから、
蒲江の海で船に乗り筏見学や釣りを体験した。
大自然に触れ今までにない生徒の意欲的な活
動ができた。

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

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


