
(別紙様式３）

・キャリア教育アンケートについては４月、７月、１２月
に実施。生徒の評価については上昇傾向にある。（４
月７４．７％→７月７２．５％→１２月７４．４％）
・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、１１月ににICT機器授業活用研修会を実施
し、各授業で実践できる取り組みについて研修を行っ
た。
・１学期、2学期と研究授業、互見授業を実施し、教科
の枠を越えた授業観察を全職員で行った。また指導主
事をふまえた研究授業も実施し定時制の授業改善に
ついて研究会を行った。さらに授業改善研修を８月に
実施。年度末に今年度の分析や評価をし授業改善に
向けた取り組みは継続していく。
・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。しかし定時制生徒の学習
意欲の向上に向けてはまだまだ課題が多く、今後も検
討、改善を行っていく必要がある。

・各種研修をふまえて定時制の生徒が興味関心を
持つような授業の工夫をさらに進めていく。
・年間を通して２回の研究授業、互見授業を継続し
ながら、その結果として、学校全体で定時制での授
業改善に向けて統一した取り組みを検討する。
・アンケート結果について数値を上げるだけでなく、
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。

重点目標

「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
　・　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

評価 分析・考察

自己評価結果
次年度の改善策

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

○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。

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）

ＰＬ　教務主任

SL　 進路主任
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・授業改善・学力向上のため、授業で実践できる研修会を実
施していることは大変よいことである。又、生徒が興味関心を
持つよう、研究授業や互見授業を実施していることも素晴ら
しい。
・生徒の学力、学ぶ意欲に差があり、同じペースで授業を進
めていくのに先生・生徒ともに苦労が多かろうと察します。

・あいさつ運動について、９月と１月では、全校集会時
に生徒会からの告知、毎週月曜日に啓発プリントを各
クラスに配布した。
・事後アンケートで「普段よりよくできた」と回答した生徒
は４月・９月とも５５％、普段からできていると答えた生
徒を含めると、ほぼ１００％であった。

・社会に出ても通用するような「明るく大きな声のあ
いさつ」を励行できるような啓発を行う。
・３９メールの活用機会はなかったので、親と子の双
方へ同時に啓発する大切さを考えて、次年度は活
用できるよう取り組みたい。
・あいさつ運動後に、評価（協力への感謝、出来をと
褒めるなど）を生徒に伝えられていなかった。自己
肯定感を高める取り組みを考えたい。

平成  ３０　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。

学校教育目標 中期目標

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

特別活動や行事・講演会の活性化による人間
力の育成

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

○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。

ＰＬ　人権教育主任

SL　 生徒指導主任
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・授業時間中の見回りは期間を決めて実施してい
く。問題行動発生時は集中的に実施し抑止を図る。
・いじめアンケート、個人面談、家庭訪問を通して生
徒の悩みや不安を受け止める環境を作っていく。
・避難訓練は緊張感のある訓練計画を立てて実施
する。
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・校舎内外の見回りは学期初めや問題行動発生時に
集中して実施してきた。
・いじめアンケート１回目を7月、2回目を12月に実施、3
回目を学年末に実施予定。いじめ件数は１件あった。
生徒からの訴えに対し対応済み。
・４月に交通安全教室、9月に第1回免許取得者集会を
実施し生徒の交通安全意識が高まった。学年末に第2
回免許取得者集会を実施予定・
・避難訓練の１回目を7月、2回目を12月に実施した。予
告なし、停電等の想定で緊張感のある訓練となった。
・12月に薬物乱用防止教室を実施し健康の意識づけ
になった。

・あいさつ運動については、全員の生徒が「普段よりよくでき
た」、「普段からできている」とのことですばらしい。椙手に通
じているかどうかは次の通りステップで検討すればよいこと
だろう。
・あいさつが苦手な生徒にとっては大きな課題。学校だけで
なく家庭も協力し取り組むことが大事である。
・社会においてあいさつは大切なことで、相手に伝わらないと
意見がないと判断されても仕方ないほど重要なことであると
伝えていただきたい。

・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）
・翌週のホームルーム時などにふり返えることができ、
講演を聴いたことが有意義なものになっている。（2年）
・不参加だった生徒も、個人的に話をし情緒が少し安
定すれば講演会に参加できるようになった。（3年）
・振り返りの時間が定着しアンケート記入だけではなく
教員や生徒の感想を伝える場になっている。（4年）

・講演会等用のファイルに資料を綴じ、各自が必要
に応じて振り返りができるようにしていきたい。（１
年）
・ホームルームのふり返えりの際、生徒の意見交換
の時間を多くし、話し合いを深めたい。（2年）
・最高学年としての自覚や進路への意識（社会人と
して）を持たせるように、クラスでの話題作りや面談
の機会を多く持つ。（3年）
・HRAや総学の時間に講演会を実施し出席率を上
げる。（4年）

・自己理解や社会理解に向けて、講習会や講演会を実施し
ていることはよいことである。特に講演会に対する生徒の満
足度が高かったようで、次年度も生徒の関心の高い講演会
を企画してほしい。進路未定者については卒業後も指導を
継続するとのこと…頭が下がります。
・１４名の卒業生がいるということですが、「小さい集団」から
「大きい集団」へ対応できるように在学中からたくましさを身
につけてほしい。
・１４名の卒業おめでとうございます。１年生のうちから３、４
年後に向けて進学、就職を意識した講演会を行っており、生
徒にたくさんの情報を提供する取り組みを今後も積極的に
行っていただきたい。

○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。 ＰＬ　生徒指導主任

SL　 総務主任

・各種講演会の内容等を、ホームルームで「ふり返り」を実施
しているようで、講演内容が一段と有意義になっていると思
われる。また、定時制の生徒には講演会を多く実施して進路
意識を高める指導方法には賛同できる。

○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。

・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、ＰＴＡ総
会で紹介した後、相談窓口を設け、個別に対応を図る。

ＰＬ　進路主任

SL　 各HR担任
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・卒業者14名のうち8名の進路（就職5名、進学３名）が
決定した。
・未決定者について、担任とさらに連携して、粘り強く進
路希望達成に向け、指導していく。
・講演後の生徒へのアンケートでの満足度は、第１回
が92％、第２回で84％であった。
・第２回目の分野別は4つで適当だったと思う。また、分
野別の講師の方で、皆に聴かせたいようなすばらしい
ご講演をしてくださった講師の先生もいらっしゃった。
・今年度は、３回の進路講演会の他、６月にキャリア教
育講演会も行うことができた。

・講演をしていただく方のの選定には、生徒の理解
度や興味などを考え念入りに行う。また、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、考え、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。
・来年度も卒業生が多いことが予想されるので、積
極的にハローワークと密に連携し、取り組んでいく。

3



総合評価
次年度への展望等

１．総合評価

　授業改善の取り組みとしてユニバーサルデザイン並びにICT機器活用を推進してきた。各自工夫したICT機器を活用する授業実践を行っている。毎年iPadの機器増設を行っており、今年度各学年に１台と生徒用４台、計８台が揃った。ロイロノートの業者を
招いた研修も実施し、生徒との双方向通信によるグループワーク等を実施できる環境が整えることができた。互見授業の他、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。
　特別活動部「やってみよう」のスローガンのもと、各種行事においても出席率は７５％を超え、参加した者の満足度は９４％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。
　教育相談部「自己肯定感を高める」のスローガンのもと、SSWによる困難を抱えた生徒対応のための研修会や日常の関わりのスキルアップを図るための教育相談職員研修会、地域の外部機関と連携したケース会議の開催など多岐に渡り、取り組みを図る
ことができた。昨年に引き続き、ＳＳＷ活用がさらに促進され、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　  　＊教養教育とキャリア教育の推進　①社会に主体的に対応できる確かな学力の育成する　②ユニバーサルデザインに基づく学習環境の確立を図る　③ＩＣＴ活用による、興味・関心を高める授業改善の推進する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　④学ぶ意欲と職業観・勤労観の醸成する
　　　　　  　　　　　＊人間力育成と心身の健康づくりの推進　①全ての教育活動を通じて想像力・協働力・忍耐力及び自立心・自律心を養成する　②自尊意識や自己有用感・肯定感を高め育む教育活動の推進を図る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　③望ましい食生活をめざす食育指導の充実と体力づくりを推進する
　  　　　　　　　　　＊信頼・期待される学校づくりの推進　①自他の可能性を大切にし、互いに励ましあい努力しあう、活気ある学校づくりを推進する　②個に応じた一人ひとりを大切にする支援・指導の徹底を図る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③厳しさと優しさを基盤とした、生徒・保護者との信頼関係を構築する

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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・体力向上に係る行事の満足度・・・８６％（フィットネス
ウイーク春８６％、定通県体８０％、フィットネスウイーク
秋９１％、）
・フィットネスウイークは、定通県体に向けた技能の上
達以外に、秋は新たな仲間との交流を深めることがで
きる良い機会になった。
・２回目の新体力テスト記録向上７２％
・ラジオ体操と補強運動の参加率８３％

・一校一実践の取り組みとして、秋のスポーツウイー
クということで来年も３本柱（フィットネス、自然散策、
新体力テスト２回目）で実施したい。
・スポーツに親しむ機会を増やし、体力の維持向上
の面から健康づくりを意識させたい。

定通県体や新体力テスト等、体力向上に向けてもよく取り組
んでいるようだ。フィットネスウイークも、ただ定通県体に向け
た技能の向上だけでなく、新たな仲間との交流になったこと
は素晴らしい。

・行事の参加率は、1学期７７．１%、２学期７６．２%
・行事の満足度は、９３％（新入生歓迎会８７％、校内
生活体験発表会１００％、バス研修９２％、体育祭９
２％、県生活体験発表大会１００％、地域清掃と自然散
策８６％）
・生徒が主体的に企画や運営など活動する場を設け
た。特に、生徒の自主的な学びの機会を設定でき、意
識の高揚に繋がり満足度がUPした。（生徒会総務：体
育祭種目の一部変更、体レク委員：クラスマッチ内容
決め、風紀美化：奉仕活動の実施等）

・生徒会を中心に企画・運営する機会を増やす。
・全体的に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く。
・事後のアンケートを実施し、生徒の積極的な意見
を取り入れ、次年度の改善策として繋げていく。
・各種行事をHRAや総学の時間に割り当て、参加率
UPを目指す。

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ
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検証結果（自己評価）

○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。

・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）

ＰＬ　保健主任

SL　 教育相談主任

・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）

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・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

ＰＬ　特活主任

SL　 総務主任
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・学校生活アンケートの結果については４月、７月、１２
月に実施。（４月７４％→７月７０．６％→１２月７３．
７％）
・「今の自分に満足している」の項目を見てみると（４
月）60.0% → （７月）53.3% → （１月）60.6%
・自己肯定感を高めることをテーマにして職員研修を６
月に実施した。
・ＳＳＷと連携し、外部の関係機関（こども未来課、社会
福祉課、健康保険課、福祉事業所、相談支援事業所
等）の担当者も参加する合同ケース会議を６月と１１月
に実施した。

・不登校経験の生徒が多い定時制において、生きることに結
び付く経験を積ませることはとても重要なことである。いのち
の大切さ、いじめ防止対策、発達障害生徒対策、健康教育、
食育教育、救急救命講習会等…定時制の生徒はいろんな
行事によって大きく成長しますが、企画する先生方は大変で
す。でも頑張ってほしい.生徒諸君は、口に出さずとも、先生
方に感謝していると思います。頼りにもしていると思います。
・生徒に関する様々な問題を解決するのに限界がありましょ
う。先生方を対象とした研修会をたくさん開催していただきた
い。生徒の心身も大事ですが、先生方が健康でいることが一
番。どうぞ身体を大事になさってください。
・「相談できる先生がいる」数値も７５％ということで、先生方
がスクールカウンセラーの役割を兼ねていると思います。精
神的にも大変だと思いますが体調だけはこわさないようにし
てほしい。
・様々な生徒がいる中で難しいことではあるけれども、
・「自己肯定感を高める」ことはとても大切なことだと思いま
す。
・自己肯定感を高めることは難しいことであると思う。先生方
の努力は素晴らしいと思います。

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７５％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
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・アンケート結果を見る限りでは、この一年間で自分
への満足度を高められなかった。生徒の今後の生
活を考えても、自己肯定感を高めることは必要だと
思われる。そのためにも教員のスキルアップが求め
られる。
・研修の内容や回数等を今後検討する。
・生徒が抱えている問題は学校内だけでは解決でき
ないことが多く、本校にはSSWの存在は欠かせな
い。市健康保険課と連携した合同ケース会議を経
て、福祉事業所の利用を始めた生徒もいる。今後も
このつながりを大切にしていきたい。

・学校生活アンケート結果で、今の自分の生活に満足してい
る生徒が約６０%・・・他校では考えられない高率ではない
か？
生徒の自己肯定感を高めるための職員研修を実施している
ことも素晴らしい。今後も生徒・職員ともども自己肯定感を高
める研修に励んでほしい。
・昔の定時制はとても授業ができる状況ではなかった。それ
が、「学校生活に満足している」「定時制は楽しい」「定時制に
誇りを持っている」等のアンケートの数値が７０％を超えてい
るのはとても素晴らしいことだと思う。

○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。

ＰＬ　特活主任

SL　 HR主任

○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。

・新入生歓迎会、校内生活体験発表会、バス研修、体育祭、
県生活体験発表大会、地域清掃と自然散策等どの行事も参
加率・満足度が高いようで素晴らしい。生徒が各行事を待望
しているようにも感じられ、好感がもてる。
・行事は、自分を表現できる場である。人前でパフォーマンス
する楽しさや裏方に回り、行事を支える責任を養うのによい
機会である。これからも生徒主体の行事を取り入れてほし
い。

・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２回実施した。
・救急救命講習会を実施し、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「いじめに
ついて」を実施した。多様化・複雑化しているいじめに
ついて、具体的な話を聞くことによって自分自身のこと
として意識させることができた。
・健康教育講演会Ⅱとして、食育講演会「私たちに必要
な栄養について」を実施した。清涼飲料水の砂糖含有
量を知り、今後の飲み方について考えさせることができ
た。

・１２月に実施した２回目の研修では、生徒の心理検
査や発達検査の結果を分かりやすく説明していただ
いた。その子の得意・不得意な分野を理解すること
で、得意な部分を褒め、不得意な部分では激しく注
意しないなど、日頃の対応に活かせる情報共有が
できた。これらの成果をもとに次年度はさらに生徒
の特性についての研修を深め、個々に応じた対応
について共通理解がとれるように連携及び対策を
図っていきたい。
・救急救命講習会は、来年度も講義・実習により実
施する。
・健康教育では、将来健康的な生活を送るために必
要な知識・態度を形成できるよう、計画する。
・食育では、食を通して生きる力を育んでいけるよ
う、多くの方の意見を参考にしながら計画する。


