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学 校 名
学校番号

教育方針

領域

教育基本法の精神にのっとり、人格の完成を目
指し、民主的国家及び社会の形成者として必要な
資質を養い、公共の福祉に貢献する人間性豊かで
実践的な技術者を養成する。

評価項目

具体的目標

各種「たより」の家庭への持ち
帰らせや掲示板への貼り出し、
ホームページの内容を充実させる
教育活動の公開と情報発信
ことにより、教育活動の情報を発
信する。

学 校
保護者の意見反映

経 営

ＰＴＡ総会や理事会、保護者懇
談会への参加率向上を図り、保護
者の意見・要望を把握して、学校
改善に生かす。

読書啓発活動を推進し、生徒希
望図書の購入等により、図書館環
境の整備に努め、年間一人当たり
図書館環境の整備と充実 の図書貸出し冊数4.0冊を目指
す。
「図書館通信」を年10回発行す
る。

教科指導の充実

学 習

指 導
基礎学力の向上

生徒による授業評価をもとに教
科指導の課題について教科会で検
討し、授業改善を図る。相互授業
研修期間を含め、校内外で一人年
間５回以上、授業参観や教科の研
修を行い、授業力向上に努める。
定期的に家庭学習時間調査を行
い、家庭と連携し、学習習慣の定
着を図る。定期的に実施している
エスタブリッシュメントテストの充実
を図る。

重点努力目標

評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

愛媛県立八幡浜工業高等学校
３７

基礎・基本の定着と、意欲を持って心豊かに生きる生徒の育成
－思いやる心 自律の心 挑戦する心－
『ものづくりから人づくり・夢づくり、信頼される学校づくり』
１ 確かな学力を身に付けさせる学習指導の推進
２ 一人一人を見つめた温かい生活指導の推進
３ 個性豊かな人間性の育成と特別活動の充実
４ 職業観・勤労観の育成と実践的キャリア教育の推進
５ 地域を愛し行動できる人間の育成（ボランティア活動の推進）

目標の達成状況

次年度の改善方策

地域住民の方々からの評価は高い。
保護者に毎月始めに「たより」が届くことを知っ
各種「たより」を毎月遅れることなく、家庭へ ていただき、届かない場合は子どもに催促していた
持ち帰らせ、掲示板への貼り出しもできている。 だくよう今後ともお願いする。生徒には、保護者に
ホームページの内容充実に努力し、年間アクセ 必ず渡すように指導を継続していく。
ス数も向上した。
ホームページの内容充実に今後とも努力する。
ＰＴＡ総会への出席率は35％で昨年度より向上
ＰＴＡ役員の方々から各地区ごとにＰＴＡ総会へ
した。
の出席を促していただく。
保護者懇談会への出席率も昨年同様高い数値と
総会前の授業自主参観や、進路ガイダンスの機会
なった。
を今後も設けたい。

昨年度数値目標3.7を今年度4.0にした。年間一
今年度は朝読書の取組を改善した。生徒の読書機
人当たりの図書貸出し冊数は目標値に近い。「図 会の増加につながるように、今後も朝読書の在り方
書館通信」も例年通り発行した。
や、情報発信の方法等を検討し、継続的に読書啓発
活動を行っていきたい。

教育課程についての評価は、職員3.4、保護者
教育課程については、今年度末に公示される学習
3.3と0.1ポイント増えている。
指導要領改訂を踏まえて検討していきたい。
授業改善については、年間相互授業研修参加回
授業改善については、校内研修や教科会等の在り
数は増えているが、授業の理解度(生徒による授業 方を検討して、授業改善につながる学習評価となる
評価)は0.1ポイント減った。
よう改善したい。

平日１時間以上学習時間が確保できている生徒
エスタブリッシュメントテストの前日は学習時間
と、考査発表後長時間学習時間が確保できている が増えるなど、家庭学習時間の定着に効果が見られ
生徒が増加している。その一方で、学習時間が30 るので、今後も工夫を加えながら定着させたい。
分未満の生徒も増えている。
また、資格検定取得に向けた取組も、各教科と連
携し継続したい。

1 / 3 ページ

実践的技術者としての
知識・技術

工 業

教 育

ものづくりの推進

各種資格取得・検定試験合格個
数（３年間）６個以上を目指す。
ジュニアマイスターの認定
（ゴールド・シルバー15人以上）
を目指す。
ものづくりコンテスト等での入
賞を目指す。
地域と連携しながら、校内外の
「ものづくり」にかかわる行事に
参加する。
活動の成果に対し、達成感が得
られるよう発表会を行う。

各教室のボランティア活動関係
の掲示板を充実させ、参加する意
義を教えるとともに意識の啓発に
ボランティア活動の推進 も努め意欲的な参加を目指す。

特 別
学校行事の充実

活 動

部活動の充実

生 徒

基本的生活習慣の確立

充実した生徒会の委員会を10回
以上開催し、積極的に参加したく
なるような学校行事にする。

生徒自ら意欲的に取り組めるよ
うな魅力ある部活動にし、部活動
加入率95％以上を目指す。

保護者との連携を密にし、欠
席・遅刻・早退ゼロを目指す。
頭服指導を徹底し、高校生らし
い身だしなみを心がけさせる。

交通安全教室、非行防止教室等
を通して生徒の規範意識を育成す
指 導
る。
規範意識と社会性の醸成
校門指導、教科指導、部活動指
導を通して挨拶を励行させる。

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

12月末現在で資格取得数・検定試験合格個数は
ｼﾞｭﾆｱﾏｲｽﾀｰ顕彰制度は十分に生徒に周知され、資
5.7であり、ジュニアマイスター顕彰の認定者数は 格取得に挑んでいるが、合格率は高くはない。合格
ゴールド９名、シルバー８名となっている。
率にも意識させるよう考えなければならない。

ものづくりコンテストでは、四国大会に出場す
生徒はものづくりに対して積極的に取り組んでい
ることはできなかったがＷＲＯが国際大会に出場 る。本年度は満足できる結果は残せなかったが、来
することができた。その他、ものづくり教室、科 年度も意欲的に取り組み成果を挙げたい。
学の祭典、各種催しに積極的に参加し、成果を挙
げた。

地域の児童との交流や独居老人への訪問等、定
期の家庭クラブの取り組みや体育祭での保育園児
の招待等で保護者や地域の方々からは高評価を得
ている。今年は、えひめ国体・えひめ大会の地元
開催で補助員やスタッフ、観戦・応援等何らかの
形で参加し協力することができた。

多忙な学校生活のなか、自ら進んで時間を作るこ
とは難しいが、地域行事等に進んで参加しようとす
る生徒たちの意欲は高い。家庭クラブの活動とタイ
アップし生徒会の活動等を通してボランティア活動
に対する意識を活性化していきたい。意識から行動
へ”一歩”が踏み出せるようにしていきたい。

バラ展には約500名、工業祭には中学サッカー
(12校参加)の観戦者を含め約700名の方が来校され
た。アンケートを配付した地域の約６割の方が今
年度も来校されている。生徒会執行部の活動をは
じめ専門委員会による取り組みも前向きに行われ
ている。
今年度も全員の生徒が部活動に所属している。
内訳は運動部１６１名、文化部８５名(兼部者：９
名)（５月末日時点）。 レスリング部の総体１２
連覇をはじめ電気技術部の2年連続国際大会出場、
機械土木研究部溶接班の全国選抜大会大会出場、
写真部の全国高文連出場など活発な活動が成果と
して現れてい
遅刻数は、１年 5人7回、２年 3人4回、３年 6
人6回である。頭髪服装については、違反率がやや
増加しているが、校内での大きな乱れはなく一定
の成果が見られる。

学校行事に対しては、外部からも高い評価をいただい
ており生徒たちの活動が認められている証だと考える。
生徒数が減少していくなかで生徒一人一人が主体的に活
動していける行事を目指して取り組んでいきたい。工業
祭においては工業高校の特徴を生かした取り組みを進め
ていきたい。

挨拶は、一部気になる生徒はいるが、教職員･生
徒の評価は高く、校内では良好である。校門指
導、教科･部活動での指導の成果が現れていると考
える。校外での挨拶や交通ルール･マナーについて
は、地域住民の評価が依然として低く、一部の生
徒について十分な成果が現れていない。

非行防止教室、全校集会等での指導を通して、規
範意識を高めていきたい。また、校門指導、登校指
導を通して自主的なヘルメットの着用等の交通安全
意識を高めたい。挨拶は、これまでの校門指導を中
心とした挨拶運動を継続していきたい。
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生徒数減少に伴う課題を精査し、生徒にとって充
実した活動のできる小規模校での部活動のありかた
を具体的に考えていく必要がある。また、学習と部
活動の両立についても生徒・保護者ともに望んでい
ることがアンケートからも分かる。効果的な活動計
画を含め課題を明確にして取り組んでいきたい。
今後も、ホームルーム担任を中心とした個別指導
と入室届けの徹底及び５分前登校の奨励を通して、
生徒に自覚を促していきたい。また、家庭との連携
を密にし、基本的な生活習慣が身に付くよう保護者
に協力をお願いしていきたい。

人権啓発の推進

人 権

教 育

進 路

いじめをなくする取組

就職指導の充実

指 導
進学指導の充実

「人権だより」や人権・同和教
育ホームルーム活動などを通して、
人権尊重の意識を高める。
内容の充実した「人権だより」
を年10回発行する。
< いじめる生徒、いじめられる生
徒ゼロを目指す。
いじめに関するアンケートを年
２回実施し、教職員全員でいじめの
防止および早期解決に取り組む。

キャリア教育を充実させることに
より、望ましい職業観・勤労観を
育成する。
就職試験の１次合格率90％以上
を目指す。

ガイダンス等を通して、志望校の
研究を十分に行わせることにより、
大学・専門学校などへの第１希望
合格率90％以上を目指す。

健康診断結果の的確な把握と適
切な指導を行うとともに、具体的
な指導を計画し基本的生活習慣の
健康管理と保健指導の充実 確立を図る。
「保健だより」を毎月１回発行
保 健
する。

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

学 校

学 校
安全意識の向上

安 全

学 校
行 政

※

校舎・校庭・教室の環境

丁寧な接遇の励行

様々な非常変災に対応できるよ
う、避難訓練を年３回実施するこ
とにより、生徒・教職員の安全に
対する意識向上を図る。

校舎や校庭・教室の美化・整理
整頓に努める。

丁寧な来客対応・電話応対に努
める。

評価は５段階（Ａ：十分な成果があった

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ：かなりの成果があった

生徒の人権・同和教育ホームルーム活動へ取り
ホームルーム活動では、さらに工夫ができるよう
組む姿勢がよく、一人芝居の講演会でも同和問題 に、新しい資料や題材をできる限り取り入れるよう
について考えた感想が多く、生徒全体の反応がよ にする。
かった。また、「人権だより」の発行回数も目標
「人権だより」では、家庭で興味を持って読んで
を達成できる見込みである。
もらえるよう、生徒の活動をよりわかりやすく紹介
する。
講演会の講師選定に生徒の意見を取り入れてもら
生徒指導を要するような大きな問題は起きてい
引き続き、担任の先生が中心となり、他の先生も
ない。
含めて、授業や部活動などにおいて生徒の様子を観
アンケートは２回実施し、結果から見つかった 察し、いじめの早期発見、早期解決につなげる。
問題に対してはすぐに対応できた。また、その結
また、日頃から生徒への声かけを行い、相談しや
果も教職員間で共有できている。
すい雰囲気づくりに努める。
教育相談室前に設置した人権啓発図書を利用す
る生徒が増え、相談室に顔を出す生徒は多くなっ
た。
職場見学や応募前職場見学、マッチングフェア
校内におけるさなざまなキャリア教育だけでな
等の行事によって生徒の職業観や勤労観の育成を く、地元周辺で開催される企業説明会等への積極的
図ることができた。筆記試験において不合格とな な参加を通して更なる職業観、勤労観を育む。
る生徒が発生したり、ミスマッチであると判断さ
基礎学力の不足が懸念されるので、日々の学習活
れた生徒がおり、まだ目標達成には遠いと判断し 動の大切さと積み重ねの重要性を理解させ、行きた
た。早い段階で就職を希望する者全員が内定を得 い企業へ1回の受験で合格できるよう学力の向上と定
ることができたのはよかった。
着を目指す。
各種模擬試験や計画的な補習等で、進学に対す
入学時の早い段階から進学希望者に対して、進学
る意識付けができ、学力も向上しつつある。ただ する意義や目的を明確に持たせる指導を行う。
し、推薦入試の条件をクリアできない生徒もお
３年次には明確な志望校の決定と進学に対する目
り、早い段階から志望校を見据えた総合的な学習 標を持たせる。受験形態の多様化に対し正確な情報
の取組が必要であった。
を提供し、本人に最も良い入試となるよう指導助言
に努め、行きたい学校への合格を目指す。
健康観察を継続し、欠席理由の把握、感染症予
防の徹底を図るとともに、基本的生活習慣の確立
を目指した。健康管理や衛生管理について情報発
信を行い、家庭との連携を図り、１・２学期中の
出席停止者は減少した。

課題は冬の感染症予防である。引き続き基本的生
活習慣の確立を目指し、生徒自らが考えて行動でき
るように、保健だよりや掲示物の内容を工夫し、生
徒保健委員会活動を通した啓発活動について検討
し、実践していきたい。

本年度は（予告なしの防災訓練１回を含め）、
緊張感を持って訓練を実施することにより、今後
５回防災訓練を実施した。生徒・教職員の安全に とも生徒・教職員の防災に対する意識の向上を図
対する意識は向上してきている。
る。

校舎内外の美化、整備に努めているが、予算が
校内美化・環境維持管理の意識を持ち、教職員と
限られているため即時対応が難しい場合がある
協同して安全でより良い教育環境になるよう目指し
ていきたい。
窓口での来校者への対応や電話応対等の達成率 教職員との情報の共有及び行事等を十分把握する
が上昇している。
ことにより窓口・電話応対をスムーズに行えるよう
努めたい。

Ｃ：一応の成果があった
3 / 3 ページ

Ｄ：あまり成果がなかった

Ｅ：成果がなかった）とする。

