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平成 28年度 学校関係者評価実施報告書（まとめ用） 
 

学校番号 55 学 校 名 静岡県立島田工業高等学校 記 載 者 伊藤 裕啓 

 

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 

自己

評価 

関係者 

評 価 
意見 

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％ 
Ｂ Ｂ 

服装、身だしなみ、挨拶等、概

ね良好である。廊下ですれ違う

時の挨拶は気持ち良い。ただ、

これらは社会人としてはできて

当たり前のことである。100%の

生徒ができているわけではない

とのことなので、定着するよう

継続的指導をしてほしい。 

遅刻者 1 日 2 人以

内 

Ａ Ａ 

成果目標を達成できているとの

ことで、その点は評価できる。

２学期に遅刻者が増加したとい

うことなので、その原因を究明

し、的を絞った指導を望む。 

部活動への加入率
90％以上 

Ａ Ａ 

部活動は生徒にとっては卒業
後、良い思い出になり、社会人
として必要な上下関係を学ぶ重
要な場でもある。島工は加入率
も高く、生徒は努力していて大
変良い。また、今年度から運用
を開始した「必修クラブ」の設
置も評価できる。 

県大会出場５種目
以上 
東海大会出場３種
目以上 

Ｂ Ｂ 

東海大会への出場は目標達成で
きなかったが、県大会に 10種目
出場したのは評価できる。目標
を一段階高いところに置き、そ
の目標達成のためにはどうした
ら良いのかを皆で考え、全員の
力で目標を勝ち取るというよう
な指導を望む。 

お互いに協力し、

活動する場の企

画・運営  

年３回以上 Ａ Ａ 

社会人の前段階として、生徒が

リーダーシップをとっていくこ

とは社会人になる訓練として重

要なことである。教員としては

サポートが大変だが、できるだ

け口を挟まずに企画や運営を生

徒に任せてほしい。 

本の貸出し冊数年
間 3,000冊以上 

Ｃ Ｃ 

目標の設定が的確かどうかはわ
からないが、生徒が本に親しん
で、たくさん読むような工夫を
することは必要である。例えば、
本の貸し出し数のコンクールを
行ったり、本屋大賞などの話題
の本の紹介をしたりなどイベン
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トの企画をすると良いと思う。
また、専門以外の歴史、政治経
済、文学等に興味を持つような
指導をしてほしい。 

イ 謙虚に学ぶ態度を育

成するとともに基礎

学力を定着させ、これ

を活用する能力の育

成を図る。 

課題の提出 100％ 

Ａ Ａ 

「天声人語」の書き写し、「学力
向上委員会」の立ち上げ等、基
礎学力を向上させようとする前
向きな姿勢は評価したい。ただ、
「天声人語」を書き写すだけで
は漢字の学習にはなるが、やや
物足りない。内容に言及するよ
うな課題も設ける必要がある。 

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。 

実習への意欲的な

参加とレポートの

提出 100％ 
Ａ Ａ 

課題研究発表会の発表を見て、

「課題研究」は高度な技術に挑

戦し、完成度が高いと感じた。

大いに評価したい。生徒には常

に考え、目標を達成する力をつ

けたい。 

年間一人一資格
（検定）以上の取
得（合格） 

Ｂ Ｂ 

工業系の資格は入社後、大変役
立つものが多い。「資格を持って
いるとこんな良いことがある」
等の先輩の話を聞かせ、資格の
重要性を理解させ、積極的に資
格を取得するよう指導してほし
い。 

競技会における上

位入賞 

Ａ Ａ 

今年度の競技会の結果は各科と

もすばらしい結果で良かった。

それぞれ自信になったと思う。

競技会での入賞を目標とするこ

とで、技術力向上が図られる。

今後も上位入賞を目指すととも

に、もの作りに挑戦する姿勢を

育み、達成感、感動を覚える教

育をしてほしい。 

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％ 
 

Ａ Ａ 

生徒の努力の結果であり、大変
すばらしい。現在は売り手市場
だが、今後状況は変化する可能
性がある。企業から求められる
人材の育成が肝要である。最近
では適性検査・ＳＰＩ等、導入
している企業が増加していると
聞く。慣れる事が大切なので、
早めに経験させ、意識の向上を
図りたい。 

インターンシップ
を希望した生徒の
実施率 100％ 

Ａ Ａ 

インターンシップによる職場体
験は就職後のミスマッチ抑制に
もなるため、実施人数の増加は
評価できる。ただ、企業側にも
負担がかかるので、心構えを 
徹底する指導が必要である。 

上級学校を志望す

る生徒の合格率

100％ Ａ Ａ 

上級学校へ進学したいという意

欲は大切にしたい。受験先にも

よるが、安易な気持ちで、ＡＯ

入試や推薦入試を希望しないで

ほしい。入学後、学力不足で授
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業についていけなくならないよ

うな指導が必要である。 

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 

Ｂ Ｂ 

近年の自転車事故の中にはスマ
ホによるものがあるのではない
か。マナー指導を徹底してほし
い。ただ、交通安全については
決定打と呼べる対策はないのが
現状である。粘り強く指導を継
続してもらいたい。 

校内環境整備の徹
底と、資源の節約
意識の定着 

Ａ Ａ 

環境整備に関しては、一人一人
ができることからはじめること
が大事である。「ゴミ」ではなく
「資源」との認識を持つことが
肝要だ。その点、リサイクル活
動で一定の成果を得ていること
は評価したい。環境整備は予算
との兼ね合いもあるので、でき
るところから取り組んでほし
い。 

校内研修 1回以上 

Ａ Ａ 

藤枝特別支援学校教諭による講

話の実施は、違った角度から見

る指導方法に参考になる点も多

かったと思う。ともすればマン

ネリ化しがちな指導を反省する

良い取組みで、評価したい。今

後、特別支援教育を受ける生徒

は増加していく傾向にあると思

われるので、研修を生かしても

らいたい。 

カ 教育の情報化推進委

員会による検討に基

づき、情報の有効活用

と効率的な運用を図

る。 

ICT 活用授業を全

授業時数の 1/3 以

上行った教員の割

合を 30%とする。 

Ｂ Ｂ 

ICT の活用方法が教職員の間で

十分に認識されていないのでは

ないかという気がする。また、

生徒の方が活用の度合いが高

く、教職員の理解が遅れている

のではないかとも思う。継続的

な取組が必要である。また、ア

クティブラーニングとの関係で

言えば、アクティブラーニング

を実施する道具のひとつとして

ICTがある。実施校の視察などに

積極的に参加してほしい。 

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３
回以上実施 Ａ Ａ 

防災出前授業、ものづくり教室、
島工サイエンススクール等の実
施目標を達成できたことを評価
したい。地域に島工高「ここに
あり」とアピールする絶好の機
会である。積極的に活動に取り
組んでもらいたい。 

PTA 地区会への保
護者出席率 70％以
上 

Ａ Ａ 

保護者に出席したいと思わせる
内容は必要である。たとえば、
大学では総会＋教員の研究の講
演という内容で実施している大
学もあるが、それでも集まり難
い現状がある。引き続き出席率
を高める方法を考え、努力して
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もらいたい。 

年 20回以上の島工

通信の発信、ホー

ムページの随時更

新 

Ｂ Ｂ 

島工通信は 30回もの発行で、努

力が窺われる。今後も情報発信

ツールとして継続してもらいた

い。ＨＰの更新についてはさら

なる教職員の意識付けを願う。 

 


