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平成 30 年度 学校関係者評価実施報告書（まとめ用）

学校番号 50 学 校 名 静岡県立島田工業高等学校 記 載 者 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
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％
Ａ Ａ

島田市内４校ある高校の中で一

番挨拶が出来ている。制服等乱

れた生徒は見た事がなく、継続

した指導が功を奏していると感

じた。挨拶、正しい服装共校外

での評判も良く評価できる。

遅刻者１日１人以

内

Ｂ Ａ

遅刻者１日１人以内の目標は達

成できなかったが、１日平均 1.4

人も立派な数字である。遅刻理由

を分けて集計してはどうか。体調

不良で遅刻する生徒に積極的に

相談にのり生徒目線で指導して

欲しい。

部活動への参加率
95％以上

Ａ Ａ

学級、学年を離れた集団で、共通

の目標に向かって連帯すること

は大きな意義を有する。結果が出

なくても部活動へ参加すること

は、社会人として生きていくため

の基礎力が身に付く。継続して部

活動参加を呼び掛けて頂きたい。

県大会出場10種目
以上
東海大会出場３種
目以上 Ａ Ａ

新体操が３年連続で全国大会に

出場したことは、大変輝かしい実

績である。目標を明確にし、それ

に向かって活動した結果といえ

る。報道等貴校生徒の活躍は地元

の住民として誇りに思う。

お互いに協力し、

活動する場の企

画・運営

年３回以上

Ａ Ａ

課題研究発表会で電子機械科が

体育大会で使用した電光掲示板

製作を発表したが、お互いが協力

して盛り上げるイベントを企画

運営していることが見て取れた。

生徒会執行部の「過去最高の生徒

会を」の目標は高く評価。今後も

続けて欲しい。また、ボランティ

ア活動をもっと推進してもらい

たい。
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図書館の利用者数

3000 人

Ａ Ａ

本離れの今、3000 人の利用者は

すばらしい。図書館の利用促進に

は、授業の一環として図書館を利

用するのが一番である。又、ビブ

リオ・バトルを実施するなど努力

が見られる。インターネットの時

代でも書籍利用は必要である。必

要な書籍をそろえて欲しい。

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％

Ａ Ａ

謙虚に授業に臨む態度、期限厳守

ができており、安心して社会に送

り出せるのではないか。各課題の

提出 95%というのも立派な数字

である。100%を求めるのであれば

粘り強い個別指導をお願いした

い。また、提出物の完成度の見劣

り者にはよく指導を望む。まとめ

能力は社会人となると特に重要

である。

学習到達度判定に
おいて、各学年平均
ランク１つ上げる

Ａ Ａ

１日１Ｐノート学習が家庭学習

の習慣化につながったことはよ

い施策だ。よい習慣を続けるこ

とは人生の主導権を握ることに

なる。家庭学習時間の増加は生

徒の意欲の表れ。

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

Ａ Ａ

学びのデザインシートによる研

究授業を行っていることは大変

良い。全教員の意識改革の成果

があっことは素晴らしい。教員

の研究心の向上に敬意を表す。

教員の意識改革と授業の実践を

進め、新学習指導要領に対応し

て欲しい。

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％

Ａ Ａ

実習風景を見ると、大変楽しそう

に臨んでいる。楽しみながら学習

させる取り組みが、結果につなが

っているのではないか。実習の時

の細かなメモ・正確な記録は大き

な財産になる。レポートの効率な

作成が定着している。提出期限も

守られていて評価できる。

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

Ｂ Ａ

入社時に資格取得をしていると

大いに役立つうえ、一目置かれる

面もあり、積極的に取得させた

い。ゴールド 1名は残念であった

が高度な資格取得に素晴らしい

成果があり評価できる。資格取得

の大切さを益々指導して欲しい。
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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

Ａ Ａ

大会での入賞目標は技術力向上

が図られる。今後も適切な目標設

定で、上位入賞を目指して欲し

い。課題研究発表会を拝見した

が、各科共ハイレベルな発表で

目標達成したことを伺い知るこ

とができた。新聞報道で優秀な成

績を取った記事を見てうれしく

思っている。

海外インターンシッ

プ等に５名以上の生

徒が参加する
Ｂ Ｂ

日本で得られない知見を得るよ

い機会なので多くの生徒に体験

してもらいたい。勇気を持って飛

び出してほしい。海外研修参加者

は４名だが評価できる。更に参加

者が増えることを望む。

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

内定率 100%、公務員 13名合格は

出口を意識した高水準な教育が

なされている。不採用が７件あっ

た事は残念。進路意識を高める指

導を望む。

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 Ｂ Ｂ

職場体験は入社後のミスマッチ

抑制になる。部活動で参加できな

い人が多いが、実施時期を変えら

れないか。できるだけ多くの人に

参加してもらいたい。

上級学校を志望す

る生徒の合格率

100％ Ａ Ａ

入試改革に対しても後手になら

ないように対応しており評価で

きる。ＡＯ入試等で早々に合格す

ると以降の学習が心配。国公立大

を目指す生徒の育成も望む。

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

Ａ Ａ

自転車事故件数の減少は評価で

きる。自転車実技教育や自動車運

転者から見た自転車の危険など、

実技を取り入れてはどうか。地域

の防災訓練の高校生の参加率が

低いので御指導頂きたい。

校内環境整備の徹

底と、資源の節約

意識の定着

Ａ Ａ

節電、リサイクル活動をとおし

て、人間と環境との係わりについ

て、理解を深める教育につなげて

ほしい。ブロック塀の改修工事に

取り組まれたのは安全な環境整

備の取り組みとして重要な事で

あったと思う。資源の有効利用の

為、廃材を利用した研究発表も期

待したい。
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校内研修５回以上

Ａ Ａ

校内研修等計６回は評価できる。

教職員の授業力向上に努めて欲

しい。先生方の高い見識・技術に

裏打ちされた授業を実践するこ

とで生徒の学業レベルが上がる

と思うので、研修会・講習会を利

用しレベルを上げて欲しい。

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

担当する科目の中

で、年間 1/3 以上の

授業において、ＩＣＴ

を活用する科目が１

つ以上
Ａ Ａ

ＩＣＴ活用授業が大きく増加し

評価できる。生徒の授業に対する

意識も確実に向上。今後にも大い

に期待する。これから世の中はＩ

ＣＴとＩｏＴの時代になって行

く上で、大変重要なツールですの

でＩＣＴを活用した授業をどん

どん行って頂きたい。

休暇取得促進日を９
割以上の職員が取
得

Ｂ Ｂ

政府主導による働き方改革が叫

ばれている中で、効率的な学校運

営で最大限の教育効果が得られ

るような研究をお願いしたい。

休暇取得促進日３日間のうち１

日以上が 84%とのこと。もっと多

く取得すべきと思われる。

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

Ａ Ａ

得た知識を誰かに理解してもら

うための表現を学習するにはよ

い機会である。地元小中学校への

出前授業やものづくり教室を８

回実施したことは大いに評価で

きる。信頼される学校を目指して

欲しい。

ＰＴＡ地区会への

保護者出席率 75％

以上
Ｂ Ｂ

出席率 72.7%は目標に達してい

ないが、昨年度の出席率は上回

っているので悲観せずに 75%以

上を目指して欲しい。

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
Ｂ Ａ

ホームページを時々拝見してい

る。活動が垣間見れて楽しい。島

工通信も発行都度アップして欲

しい。ＩｏＴ時代でホームページ

を見る人が多くなっている。継続

して広報活動につとめて欲しい。

根絶に向けての研修

を 10 回以上実施す

る

Ａ Ａ

不祥事根絶に向けての校内研修

10 回は評価する。地域住民に信

頼される学校を目指して欲しい。

多くの研修は評価するが、発生し

てしまうような要因（ストレス

等）排除にも目をむけてはどう

か。


