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平成 30 年度 学校経営報告書（自己評価）

学校番号 50 学 校 名 静岡県立島田工業高等学校 校 長 名 松村 照司

本年度の取組（重点目標はゴシック体で記載）

取組目標 成果目標 達成状況 評価 成果と課題

ア 社会人とし
て生きてい
くための基
礎力を定着
させる

５分前行動の
定着、挨拶の
励行、制服の
正しい着こな
し 100％

学校生活アンケート調査結果
で、「自分から挨拶をするよう
に心がけている」と「頭髪は学
校の規定を守っている」と回
答した生徒はともに 1年 83%、
2年85%、3年95%だった。５分
前行動、挨拶、制服の正しい
着こなしなどの基本的生活習
慣は概ね身に付いている。特
に挨拶は積極的に行われ生
徒は活気ある学校生活を送っ
ている。

Ａ

授業や集会等において遅刻者は少なく、

５分前行動は定着していると判断できる。

昇降口での職員による挨拶指導時だけで

なく、廊下等でも進んで挨拶する校風が

定着している。さらに、服装については気

温の変化が激しい季節においても、概ね

正しい着こなしをしている。今後も引き続

き、基本的生活習慣を定着させていく。

遅刻者１日１
人以内

遅刻者数は１日平均 1.4 人で

あった。

Ｂ

従来どおり教職員による登校指導や生徒

による挨拶運動、および遅刻カードにより

指導したが、目標は達成できなかった。全

体として遅刻はほとんどないが、特定の生

徒が体調不良による遅刻を繰り返したこと

が主な原因である。次年度は相談室を有

効に活用する。

部活動への加
入率 95％以
上

部活動加入率は 96.5％だっ

た。
Ａ

加入率は目標を上回っており良好であ

る。未加入者は２、３年生で 25 人だった。

次年度も引き続き部活動への積極的な参

加を呼びかける。

県大会出場
10 種目以上
東海大会出場
３種目以上

県大会は 10 種目、東海大会

は３種目、全国大会出場は１

種目であった。

Ａ

部活動では、新体操が三年連続で全国

総体に出場し、全国選抜にも出場した。

東海大会は新体操・卓球・弓道が出場

し、卓球は昨年度に引き続き東海大会出

場を果たした。県大会は、陸上競技・テニ

ス・新体操・卓球・ワンダーフォーゲル・弓

道・野球・水泳・バスケットボール・将棋が

出場した。各部がそれぞれの目標に向か

って充実した活動をしたことで、成果を達

成することができた。

お互いに協力
し、活動する
場の企画・運
営
年３回以上

対面式・生徒総会・文化祭・

体育大会・ボランティア３回の

計７回、生徒会が中心となっ

て企画運営した。
Ａ

今年度は生徒会執行部が「過去最高の

生徒会を」という活動方針を示して、体育

祭、文化祭では全校生徒が楽しみながら

参加できるアイディアを企画した。そして

全校生徒が互いに協力することで学校行

事を成功させた。

図書館の利用
者数 3000 人

利用者は、昼休み、放課後で

1,740 人。授業、図書委員会

やイベントで1,845人。合わせ

て 3,585 人となり目標を上回

った。

Ａ

目標達成に向け、今年度は、広報活動に

加え、教員の意見を参考に授業内容に関

連した図書の購入を積極的に行うととも

に、授業時の利用促進、新たに文化祭で

のビブリオバトルを実施し、本に対する興
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味関心を高め図書館の利用を促進した。

イ 学習習慣を
定着させ、
基礎学力の
向上とこれ
を活用する
能力の育成
を図る

各課題の提出

100％

授業アンケートで「課題や提

出物をしっかり出している」と

回答した生徒は、95%であり、

授業態度および課題の提出

状況は概ね良好である。

Ａ

各教科において、授業に臨む姿勢は真

面目であり、概ね良好であった。提出物に

おいては、期限を守り完成度も高い生徒

が大半だったが、一部の生徒は提出期限

を守れなかったり、完成度が見劣りするも

のもあった。今後も、継続的かつ細かな個

別指導を粘り強く行う。

学習到達度判

定において、

各学年平均ラ

ンク１つ上げる

外部テストにおける学習到達

度判定は、国語、数学、英語

の３科目総合評価において、

1年生は1段階、２年生は２段

階上昇した。 Ａ

基礎学力向上に向けて平成 28 年度から

１ｐノート学習に取組み、学校全体の平均

家庭学習時間は平成28年度の24分から

昨年度 55 分、今年度 59 分と増加した。

家庭学習が定着したことで学習時間が増

加し、学習到達度の向上につながったと

考えられる。今後も学習習慣の定着と基

礎学力向上に向け、授業改善、個別の生

徒に対する細かな指導を継続する。

担当科目とそ

れ以外の科目

でそれぞれ１

回以上の授業

研究を行う

６月に実施した授業参観週間

で担当科目とそれ以外の科

目をそれぞれ授業見学した。

12 月に実施した新学習指導

要領の対応に向けた授業力

向上研修において、全教員

が研究授業に参加し、生徒の

学び方や評価法について研

究協議した。1 月にも同様の

授業研究を全教員で実施し

た。

Ａ

新学習指導要領の対応に向け、授業力

向上研修を３回実施した。９月に上越

教育大学大学院水落芳明教授による教

員研修を行った。12 月に本校教員による

「学びのデザインシート」による研究授業と

伝達講習を実施し、1 月にも指導主事訪

問を活用し 12 月と同様の研修を行った。

授業力向上研修を通じて、学校全体で生

徒主体の授業を実践した。本年度は教員

の意識改革に成果があった。新学習指導

要領の移行期間となる次年度は、授業研

究の機会をさらにもうけ、教員の意識改革

と授業実践を行う。

ウ 将来の工業
技術者とし
て必要な基
礎知識と技
術を身に付
けさせ、高
度な技術に
挑戦する意
欲を育てる
とともに、
国際理解教
育を進める

実習への意欲
的な参加とレ
ポートの提出
100％

授業アンケートで「実習・実技

に意欲的に取組める」と回答

した生徒は 96%であり、意欲

的に実習に取り組む生徒が

殆どで、ほぼ全員がレポート

の提出期限を守った。そして

全員がレポート提出を完了し

た。

Ａ

工業技術者に必要な知識と技術を身に

付けるために、生徒は意欲的に実習に取

組んだ。実習中の計測や観察などを細か

く記録し、レポートを効率的に作成する習

慣が定着している。今後も、興味関心を高

める授業を実践し、生徒の意欲を高めて

いく。

一人一資格
（検定）以上の
取得（合格）
ジュニアマイ
スターにおい
てゴールド３
名、シルバー
５名を取得す
る

一人当たりの資格取得数は、

３年生で平均３．５、２年生は

平均２．４だった。ジュニアマ

イスター取得者は、ゴールド１

名、シルバー６名だった。

Ｂ

ジュニアマイスター取得者は、目標には

届かなかったが、第１種電気工事士４名、

第２種電気工事士 35 名（合格率

85.4％）、第２種土木施工管理技師検定

合格31名（合格率83.7%）、甲種危険物取

扱者１名、乙種全類危険物取扱者４名な

ど高度な資格取得に素晴らしい成果があ

った。次年度は、資格取得に挑戦する意

欲をさらに高揚させるため、生徒・保護者

に対し資格取得に関する情報提供を分か

りやすく行うとともに、科を中心に指導体
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制を整備し、外部機関とも連携する。

工業系各種大
会において県
大会上位入賞
５団体、東海
大会２団体が
出場する

静岡県高校生エコラン大会で

１位、２位、５位、６位に

入賞、静岡県ロボット競技

大会自律制御ロボット部門

で５位に入賞した。ものづ

くり競技大会県大会では、

測量部門２位、旋盤部門２

位、溶接部門２位、ＩＴネ

ットワークシステム管理部

門で３位、４位、木材加工

部門で５位に入賞した。高

校生ものづくり競技大会東

海大会測量部門で６位、愛

知県工業高校溶接競技大会

被覆アーク溶接の部で９位に

入賞した。

Ａ

部活動や科での製作活動、研究活動の

成果を各種大会で発揮し、目標を達成す

ることができた。生徒たちは上位入賞に向

け、夏休みや放課後を使って主体的に練

習や準備に取組んだ。目標に向けて自ら

課題を発見し、授業で学んだ知識や技術

を生かして解決していく姿勢は、高校生に

求められている学びの実践そのものであ

る。今後も生徒が意欲的に活動できる環

境を整備していく。

海外インター

ンシップ等に

５名以上の生

徒が参加する

２年生４名が海外インターンシ

ップ等の海外研修に参加し

た。

B

静岡県高校生海外インターンシップは、８

月に生徒が台湾のヤマハ株式会社と有

限会社コスモグリーン庭好（うなぎいも協

同組合）を訪問し就業体験などの研修を

した。また、焼津市スポーツ交流事業に選

抜された生徒が８月にモンゴル国ウランバ

ートル市を訪問した。また３月には島田市

国際交流派遣事業で米国カリフォルニア

州リッチモンド市海外研修に参加予定と

なっている。１年生にも研修希望者は複

数いて、海外研修の意義や内容を生徒に

広く広報し、希望者は積極的に参加させ

ていく。

エ ３年間を見
据えた進路
計画に基づ
き、個に応
じた進路目
標の設定と
その達成を
目指す

学校紹介就職
内定率 100％

学校紹介就職希望者 149 名

全員が内定し内定率は 100%

となった。また、公務員に 13

名が合格した。

Ａ

例年よりも求人数が増え生徒の選択肢が

増加し、昨年に引き続き全員が内定でき

た。一方で企業の厳選傾向は強まり、不

採用が７件あった。次年度に向けて個に

応じた準備や試験対策を改善する。引き

続き、３年間を見据えた進路計画を策定

し、LHR を利用した進路行事、進路講話

やガイダンス、適性検査を通して、進路意

識を高め、進路決定に向けた指導を実践

する。また、各種公務員に 13 名が合格

し、下級生に新たな進路目標を示すこと

ができた。

２年生の就職
希望者の
80％がインタ
ーンシップを
実施する

就職希望者の 60％がインタ

ーンシップに参加した。そのう

ち、２名が海外インターンシッ

プに参加した。 Ｂ

２年生のうち、インターンシップの参加者

は就職希望者の 60％、進学希望者の

19％だった。参加できなかった理由のう

ち、最も多かった理由は、部活動の大会

等と時期が重なったことで、参加率を上げ

るためには時期や実施方法等の課題を

検討する必要がある。インターンシップで
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就業体験することは、就職だけでなく進学

後の職業選択にも関わる。また、工業の

専門分野を深く理解するなどの重要な役

割があるので、今後も積極的な参加を促

していく。

上級学校を志
望する生徒の
合格率 100％

大学希望者 48 名、専門学校

希望者 25 名、全員が合格し

合格率は 100％となった。
Ａ

上級学校志望者は、指定校推薦およびＡ

Ｏ入試により全員が合格した。昨年度に

比べ、AO 入試、一般公募推薦入試に挑

戦する生徒が増加した。生徒の意欲にこ

たえ希望が叶うよう、進学指導の体制を整

えていく。

オ 教職員が豊
かな知識や
高い技術を
身に付け、
生徒に社会
生活を営む
上での幅広
い知見を身
に付けさせ
る

交通安全意
識、防災意識
を高めるため
の、学期ごと
の講話や実践
指導の実施

交通安全講話や街頭指導を

実施し意識向上を図った結

果、自転車事故は昨年度より

も減少した。地区別集合訓練

を含め、地震、火災を想定し

た防災訓練を３回実施した。

総合防災訓練参加率は

44.3%、地域防災訓練参加率

は 40.6%だった。

Ａ

自転車交通事故の件数は、自損事故や

小さな事故も含めて 11 件発生し、昨年度

の 17 件から大幅に減少した。日頃から、

交通安全に関する指導を継続的に行った

成果が表れたといえる。防災意識を向上

させるために集合訓練を含め３回の防災

訓練を実施した。避難行動の完了までの

時間を短縮するなど、今後も改善に努め

たい。

校内環境整備
の徹底と、資
源の節約意識
の定着

ゴミの分別・減量、職員室、実

習室などの整理整頓やエアコ

ン、照明器具の節電に心がけ

た。また、実習等で廃材となっ

た材料を利用した資源リサイ

クルを実践した。 Ａ

ゴミの分別回収、ペットボトルなどを校外

から持ち込まないよう生徒たちに呼びか

け、ゴミの減量にある程度の効果があっ

た。校内の整理整頓や節電を呼びかける

とともに、実習等では木材や金属など、再

利用できるものは徹底して利用した。ま

た、体育館照明器具改修と弓道場東側ブ

ロック塀の改修工事を行い、校内の環境

を向上させた。施設、設備の修繕箇所が

多数あり、予算の範囲で計画的に修繕を

行った。

校内研修５回
以上

授業力向上研修３回、エピペ

ン講習会、職員健康講座、救

急法講習の計６回を実施し

た。
Ａ

新学習指導要領に対応するための授業

力向上研修を実施し、教員同士の意見交

換、情報共有、共通理解ができた。そし

て、生徒が主体的に学ぶ授業を実践する

教員が増加した。また、エピペン講習会、

救急法講習は緊急時に生徒、教職員の

生命を守るための対応ができるよう今後も

研修を継続する。

カ 教育の情報
化等の整備
を進め、情
報の有効活
用と効率的
な運用を図
る。また、教
職員におい
ても限られ

担当する科目
の中で、年間
1/3 以上の授
業において、Ｉ
ＣＴを活用す
る科目が１つ
以上

成果目標を達成した教員の

割合は 46％で、昨年の 24％

を上回った。

Ａ

学びを広げるＩＣＴ活用事業により、全普

通教室にプロジェクタが設置され、手軽に

ＩＣＴを活用した授業を行えるようになっ

た。無線HDMI受信機との併用で、モバイ

ル端末からもスクリーンに映し出せるよう

になり、活用の幅が広がった。より手軽に

利用できるよう、整備・運用を見直し、ＩＣＴ

の活用を推進する。
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た時間の中
で最大限の
教育効果を
上げられる
ような研究
をする

休暇取得促進
日を９割以上
の職員が取得

休暇取得促進日の3日間のう

ち、1 日以上休暇をした職員

は全体の 84%だった。

B

休暇取得率は 84%で、多くの職員が積極

的に休暇を取得した。一方で、部活動の

大会等と時期が重なっており、行政や高

体連、高文連、高野連、競技団体等との

調整が必要である。引き続き、管理職を中

心に取得を呼びかけていくとともに、教

科、学科、部活動においても、限られた時

間を効果的に活用する方策を研究する。

キ 地元小学
校・中学
校、保護
者、地域住
民と積極的
に連携する
ことをとおし
て、信頼さ
れる学校を
目指す

地元小・中学
校への出前授
業やものづくり
教室を年７回
以上実施

六合親子工作教室で小学生

とその保護者を対象としたも

のづくり教室、六合中学２年

生対象の島工サイエンススク

ールなど、本校生徒が講師と

なり地元小・中学生に出前授

業やものづくり教室を計８回

実施した。

Ａ

六合公民館親子工作教室、島工サイエン

ススクール、高校生産業教育フェア、六合

コミュニティ祭、ふじのくに実学チャレンジ

フェスタ、島田市こどもわくワーク「プログラ

ミングカー製作講座」、島田 ICT コンソー

シアム「ドローンプログラミング」講座アシ

スタント、「ロボホン・プログラミング講座」ア

シスタントの計８回の実績を残した。生徒

は工業の知識、技術を生かして小・中学

生に対してものづくりと工業高校の魅力を

伝えることができた。

PTA地区会へ
の保護者出席
率 75％以上

全学年の出席率は 72.7%だっ

た。

Ｂ

１年については 80.5%（81.2%）と高い出席

率だったが、２年は 69.9%（72.2%）、３年は

67.6%（61.9%）となり全学年で 72.7％と昨

年の 70%を上回ったが目標には届かなか

った。（ ）は前年の出席率

ホームページ
（ＨＰ）を毎週
更新し島工通
信を年５回以
上発行する

ホームページの更新はほぼ

目標を達成した。島工通信は

７回発行した。

Ｂ

ホームページの更新に関する昨年度まで

の課題として、ＤＢ容量の制限があった

が、400ＭＢを確保し、画像等の記憶容量

を拡大した。また、部署によって更新の頻

度に大きな差があったが、今年度は各

科、学年、分掌、部活動が広報活動に努

め更新の頻度が増加した。今後は、各科

の資格取得状況などを速やかに、ホーム

ページに掲載していく。

根絶に向けて
の研修を 10
回以上実施す
る

不祥事根絶に向けての全職

員参加の校内研修を 10 回実

施した。 Ａ

研修会では、具体的な事例をもとに不祥

事の原因を絶つ方法を確認した。また、

交通事故削減プログラムの完全実施を呼

びかけ、３月までの実施率を 100%とした。


