
様式第３号

本年度の取組（重点目標はゴシック体で記載）

成果目標 達成状況 評価 成果と課題

全教科の授業で実施

11月実施のアンケートに
おいて、授業改善の取組
を年間6回以上行った先
生が31%、年間1回~5回
行った先生が58%であっ
た。

Ａ

多くの先生が授業改善に取り組んで
いる。この取組を更に多くの先生に
実践してもらえるような取組を行っ
ていきたい。

授業改善の研究・実践
をしている教員が増え
る

11月実施のアンケートに
おいて、授業改善の研
究・実践を行った先生は
57%、研究のみ行った先
生は21%であった。

Ａ

ほとんどの先生が、次期学習指導要
領を見据えた授業改善を行ってき
た。今後は更に多くの先生に実践し
てもらえるような取組を行っていき
たい。

相互授業参観２回以上

５月、11月の公開週間を
通して、約74％（50名）
の教員が２回以上授業を
参観した。

Ｂ

多くの教員が授業参観したが、全員
実施を目指したい。また、見学期間
に限らず、日頃から気軽に教科を超
えて授業を見学できる雰囲気を作り
たい。

授業アンケートの結果
「授業がわかる」と答
えた生徒80％以上

第１回の調査では
81.5％、第２回の調査で
は82.0％の生徒が「授業
がわかる」と回答した。

Ａ
昨年度と同様の水準を維持してい
る。今後は、授業がわからない生徒
への支援の充実が求められる。

「力がついたと実感で
きる」と答えた生徒
80％以上

第１回の調査では
82.6％、第２回の調査で
は84.5％の生徒が「力が
ついた」と回答した。

Ａ

昨年度と同様の水準を維持してい
る。今後は、力がついたと実感でき
ていない生徒への支援の充実が求め
られる。

家庭学習（授業外の学
習）を週５回以上取り
組んだ生徒60％以上

第１回の調査では56.0％
であったが、第２回の調
査では35.1％に低下し
た。

Ｃ
１年生では約60％が５日以上家庭学
習に取り組んでいるが、学年が上が
るに従い割合が低下している。

技能検定：３級合格
100名以上、２級合格
５人以上

後期の結果については、
３月に発表されるが、確
実に達成される見込みで
ある。
３級合格75名（前期）
２級合格6名（前期）

Ａ
受験料の減額に伴い受検者が増加し
た。今後も継続的な指導により、多
くの生徒にチャレンジさせたい。

電気工事士：１種合格
15人以上、２種合格30
人以上

第二種電気工事士の合格
者52名、第一種電気工事
士の合格者13名であっ
た。

Ｂ

電気工事士の合格者数は、おおむね
目標を達成することができたが、受
験する生徒の人数も多くなってきた
ので、合格率を高める方法を検討し
ていきたい。

情報技術検定：３級合
格90％以上、２級合格
50％以上

３級合格は96％、２級合
格は36％であった。

Ｂ

３級合格者は目標を大幅に上回り基
礎力は十分ついてきたと言えるが、
２級については、生徒の意識を高
め、指導も工夫する必要がある。

計算技術検定：３級合
格90％以上

合格率は85.4％,式変形
を要する問に対して苦労
する生徒が増加傾向にあ
り合格率が達成できな
かった。

Ｂ

式の変形等基礎的な計算の訓練を要
する生徒が増えてきているので、授
業の例題を解く際に確認をしていか
なければならない。

基礎製図検定：合格
60％以上

基礎製図検定は、336名
が受検し、215名が合格
した。合格率は64.0％で
あった。

Ａ

クラスによって合格率の偏りはある
ものの、6割以上の合格者が出たこと
は非常に喜ばしい。2回目受検者の合
格率を高めたい。

ア

取組目標

未知の状況にも対応で
きる思考力・判断力・
表現力を高める授業の
実践

基礎力の定着、学習習
慣の確立

資格取得・検定合格に
向けた指導
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成果目標 達成状況 評価 成果と課題取組目標

無遅刻者の割合85％以
上、遅刻延べ数前年度
比10％減

２学期末時点での学校全
体での無遅刻者の割合は
80.8％であった。
（１年：82.4％、２年：
81.0％、３年：79.1％）
また遅刻延べ数は昨年度
と比べて１年：54%、２

年：67%、３年：47%それぞ
れ増加した。

Ｃ

・遅刻する生徒は家庭の生活習慣の見
直しが必要である。
・特定な生徒の遅刻が増加している。
・遅刻常習の生徒の生活習慣を変えら
れなかった。また進路内定後に気が緩
んでしまった。
・今年度内に増加した原因を徹底的に
調べ、その原因をふまえて来年度から
減少できるように取り組む。

交通事故ゼロ

12月末現在の発生件数は
１年：15件、２年：６
件、３年：３件であった
が、幸い大事故には至っ
ていない。

Ｃ

・今年度取り組んだ内容は以下の通
りである。
　☆全職員及び交通安全委員による定
　　期交通該当指導(年12回）
　☆サイクルマナー向上委員会（浜
　　工、浜商・本校）へ参加して、学
　　校新聞、事故ゼロ啓発デザイン
　　ティッシュ作成
　☆交通違反者、事故者一人ひとりへ
　　の担当教員による説諭面談の実施
　☆全校集会で生徒課長から交通安全
　　注意呼びかけ
　☆チャレンジラリーでM1c,S3a,D2b
　　の３チームが表彰

・課題は「自分は事故にあわないと
いう」思い込みが交通に対する規範
意識を低くしているところである。
また、自動車との接触事故が多く、
危険を予知する力を身につけさせて
いきたい。

いじめ未然防止、早期
発見・早期対応

・特に大きな問題は無
かった。
・１年生対象の１分間面
談実施。全校生徒対象の
いじめ調査を実施。サ
ポートが必要な生徒との
面談を実施し、クラス担
任や関係の先生との情報
共有した。

Ａ

・引き続き相談室との連係をはか
り、いじめを未然に防げるよう、生
徒の人間関係には日頃から目を離さ
ないようにする。
・２回のいじめに関する調査によ
り、いじめに繋がりそうなケースに
早期対応をすることができた。
・担任を中心に生徒や保護者との連
携ができており、未然に防止できて
いると思われる。
・困り感の早期発見に努め関係職員
で生徒情報を共有した。引き続き、
家庭と学校との連絡を密にし効果的
な支援をしたい。

「信頼できる先生がい
る」と答えた生徒80％
以上

「信頼できる先生がい
る」と答えた生徒82.1％
であった。

Ａ

いじめの早期発見に向け面談やアン
ケートを実施し、先生との信頼関係
を築いた。引き続き、生徒の困り感
に応じた速やかな相談体制を整備し
たい。

イ

基本的生活習慣の確
立、規範意識の育成

いじめや不登校生徒へ
の相談体制の整備、教
職員の対応能力向上
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成果目標 達成状況 評価 成果と課題取組目標

「必要な進路情報が入
手できている」と答え
る生徒75％以上

学校生活アンケートでは
94.4％が肯定的な回答で
あったが、その後進路課
が独自で行った調査では
49.1%という結果であっ
た。

Ｂ

進路課独自の調査から、特に１，２
年生が肯定的な回答の低さを示して
いた。生徒は何が進路情報として必
要かという認識ができていなかった
り、実際に必要な情報提供がまだ不
十分であったのではないかと考えら
れる。生徒のニーズを的確に把握し
ておく必要がある。

インターンシップへの
参加者100人以上

インターンシップ参加者
は159名、82社であっ
た。

Ａ

・多くの生徒が意識をもって申し込
んだ。
・成果目標は達成することができ
た。企業アンケートより判断する
と、約7割の生徒は職場でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
がとれていた。①生活面は、良好で
あった。②対人関係では返事や言葉
遣い、積極性で物足りなさを指摘す
る企業もあった。③実習態度は「事
前にインターンシップの趣旨や行動
についての指導を強化して欲しい」
という記述もあった点である。

１次募集での内定率
85％以上、年内内定率
100％

１次募集での内定率は
90.9％、就職希望者の年
内内定率は100％(進学に
変更した生徒を除く)で
あった。

Ａ

・成果目標は達成することができ
た。課題は、企業の求める人材に対
して生徒の意識どのように高める
か。
・２回の進路希望調査の結果を生か
し、進路課や担任の指導が密に行わ
れた。

「学校生活に達成感・
満足感を持っている」
と答える生徒80％以上

今回のアンケートでは８
５％以上が達成感・満足
感あると回答。

Ａ
生徒会を中心にできるだけ多くの生
徒が楽しめるように、反省などをふ
まえ工夫する。

「部活動に積極的に参
加している」と答える
生徒75％以上

今回のアンケートでは７
９％以上が積極的に参加
していると答えていた。

Ａ
今後も今まで以上に活気ある部活動
ができるように取り組む。

ボランティア活動等に
係る学修の単位認定30
名程度

約60名が年度末に増加単
位認定を申請する見込
み。

Ａ
毎年、多くの生徒が活動に取り組ん
でいる。本校の特色である環境教育
の一環として、今後も継続したい。

全クラス10分間読書を
徹底

･先生方のご協力のおか
げで、朝読書は概ねス
ムーズに実施された。

Ａ

・担任の生成の指導により静かな環
境を整え、集中して朝読書をするこ
とができた。
・朝読書を継続して実施できる環境
の整備を心がける。

「省エネ、分別など環
境を意識した行動をし
ている」と答える生徒
80％

「省エネ、分別など環境
を意識した行動をしてい
る」と答えた生徒88.7％
であった。

Ａ
環境を意識した行動をしている生徒
が９割弱いた。引き続き、環境意識
の高揚を目指し行動を促していく。

ゴミの分別100％

管理委員が毎日ゴミの分
別をしており、学校とし
てのゴミの分別100％が
達成できている。

Ａ
学校としての分別100％を維持しなが
ら、個人レベルでの分別意識をより
高揚させたい。

各種大会での上位入賞

ものづくり競技大会東海
大会において、電気工事
部門・電子回路組立部門
で優勝し、全国大会に出
場した。

Ａ

複数部門で全国大会に出場できたこ
とは、過去になく、非常に優秀な結
果であった。さらに、若年者ものづ
くり競技大会などにも複数部門で出
場することができたのは、学校全体
での取り組みの結果だと思う。た
だ、校内としては、部活動、及び各
科との連携が必要になってくると思
われる。

ウ

エ

望ましい勤労観・職業
観の育成、系統的な
キャリア教育の展開

技術系各種競技大会へ
の積極的参加

特別活動や部活動を通
した、協調性・積極
性・達成感・忍耐力の
育成

社会貢献活動を通した
社会性・人間関係形成
能力の育成

環境意識の高揚
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成果目標 達成状況 評価 成果と課題取組目標

交流事業15件以上

・全体では19件の交流が
あった。
・１年生は１学期２回、
２学期２回の計４回ＬＨ
Ｒで分校交流を実施し
た。
・２年生は、1学期機械科
と電気科、2学期電子機械
科が作業交流をした。ま
た、1月には主権者教育の
講座を一緒に受講した。
・３年生は、３学期に課
題研究発表を分校生徒が
見学予定。

Ａ

・分校の行事との都合が合えば、交
流時間の増加が考えられる。生徒の
感想を読むと意義ある交流事業と
なっている。
・３年生は、分校も作業学習が本格
化となり、本校も進路関係の行事も
あり、生徒研究発表の１回の交流と
なってしまう。

公開授業参加者の前年
度比増

中学生の夏の体験入学参
加人数は、前年度比
1.7％増であったが、冬
のオープンスクールは前
年度比24％増であった。

Ａ

中学生が減少していく中で、12月の
オープンスクールに、昨年度よりも
かなり多い人数が来校したことは非
常に喜ばしいことである。これを入
学者選抜にもつなげることが重要で
ある。

ＨＰの各部門の充実化

学校行事を年間30回程度
ＨＰで取り上げた他、い
くつかの部活動も積極的
に更新をしてきた。

Ａ
現在の状況を維持するとともに、部
活動等にも更新を積極的に呼びかけ
ていく。

「学校の状況がわかり
やすく伝えられてい
る」と答える保護者
90％以上

91.8％が学校の状況がわ
かりやすく伝えられてい
るいう回答であった。

Ａ
今年度は目標が達成されたが、来年
度は、さらに多くの情報を保護者に
伝えたい。

苦情ゼロ
窓口対応への苦情は「ゼ
ロ」であった。

Ａ

保護者、企業等の電話・来訪に対し
て、丁寧・迅速な対応ができた。今
後も、学校の顔であることを意識し
た対応に心掛ける。

エ

オ

信頼される事務室

保護者への情報提供

共生意識の醸成

中学校への広報及び中
高連携の強化


