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評 価 項 目 成果と課題 評価 改善策

④交通・問題行動
　の減少

・昨年と比べて大きな問題行動は減少しているが，上記の
　ルールやマナー不足から携帯電話に関する指導が増加し
　ている。バレなければ良いという感覚を持つ生徒が多い
　と思われる。
・開発的生徒指導という観点で，資格取得の推進や部活動
　の推進を通して，自己実現のための努力する場を多く設
　けた。しかしそれらへも興味関心を持たず，漫然と日々
　を過ごす生徒が気になるところである。
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・生徒個々の能力に応じて，目標と達成感を
　味わえる取り組みが必要である。
　進路指導部の職業理解を原点として，将来
　に向けて自分で自分を育てるという意識を
　高められる指導が必要である。

⑧職業観・勤労観
　の育成

・社会人となる生徒が多い本校において，
　大切な基本的生活習慣である。
　なぜ大切なのかを理解させるとともに，
　職員一丸となった取組みを目指す。
　そのために，生徒指導だよりなど活用し，
　指導目標の確認と粘り強い呼びかけ指導，
　継続した指導ができるようにする。

・スクールカウンセラーや外部機関とも連携・協力いただ
　き，保護者へ案内に努めている。
　一方で，家庭環境に起因することもあり，今後も係・
　担任・各種機関と連携を深めることも大切である。

・様々な情報発信の場を活用して，学校の現状
　と課題を共有したい。その上で，学校の取り
　組みに関して，同じベクトルでの育成ができ
　るよう保護者の理解を深める。

・管理職や係，担任と連絡を密にし，支援体制を持ってい
　る。また学習室を活用し，通いやすい環境作りに努めて
　いる。
・読書係と連携し，思いやりを育成することができるよう
　な作品を朝の一斉読書で読み聞かせするようにしている。
・スクールカウンセラーに生徒の支援に向けての研修を
　行ってもらい，生徒の支援に向けての理解を深めるこ
　とができた。

・支援体制については，徐々に整いつつある。
　カウンセラーもだが，各中学校が連携してい
　る地域のソーシャルスクールワーカーとの関
　わりも重要になってくる。
・生徒指導部一丸となって，道徳心向上のため
　の標語や名文などを掲示し，節度ある行動が
　とれるよう環境づくりをおこなう。

・生徒自ら率先して自律心を高めようとする意識が低く，
　注意してもその場限りの応対でやり過ごす生徒が目立つ。
　教員の共通理解，実践でより粘り強い指導が必要である。
・生徒会との連携で，教員主導ではなく生徒主導で基本的
　生活習慣の確立を目指すための取組みも検討する必要が
　ある。

・3年担任を中心に各科の協力をもらいながら，業者模試を
　使ったSPI・一般常識試験対策や面接指導を行い，昨年度
　と同様，一次募集の就職試験で内定率100%を達成するこ
　とができた。ただし，数名の自己就職希望者の進路が決定
　していない状況もある。
・3年担任で生徒の希望に応じた職場開拓を実施できた。
　新規の企業についても，数社開拓することができた。
・就職対策協議への参加や職業安定所の訪問を通して，
　情報交換等を適宜行い，協力体制を整えている。現在，
　数名の自己就職希望者の進路が決定していない状況もある
　ので，引き続き連携をとりながら進路支援を行っていく
　必要がある。
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③基本的生活習慣
　の確立

⑤保護者・地域と
　の連携

⑥不登校・いじめ
　問題への
　支援体制

教
育
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⑦進路意識の高揚

・出工ﾀｲﾑでのマナトレや進路対策が定着し，規定の学習に
　取り組む姿勢はできている。進路実現と資格取得をモチ
　ベーションに積極的な学習活動をする生徒は増えてきて
　いる。しかし，いずれも個人や学級によって大きな差異
　があることが課題である。
・１学期に確認テスト不合格者へチュートリアル(個別指
　導)を行った。また，学習の進捗状況を管理・サポート
　するチューター制を導入するなど様々な指導を行った。
・アンケートより，家庭学習を全くしない生徒や定期考査
　を意識しない生徒の割合が高く，自主的に学習を行う生
　徒は40％程度である。自律的学習者となるよう指導にあ
　たる必要がある。
・家庭学習は依然として課題であり，ＰＴＡ総会でも学力
　に関する情報提供を行い，家庭学習の協力を求めた。
・生徒によっての読書量に差があり，朝読書等で工夫をし
　ているものの，習慣になっているとはいえない。

⑨進路実現

・学習指導要領に定める科目の狙いと生徒の実態に合わせ
　た授業内容のギャップが大きい。また，生徒間の学力差
　が大きく，朝補習や添削指導で補う手立てを行っている。
・今後，学習指導要領が改訂されるため，全教科で思考力
　や判断力，表現力の育成を意識した指導を行う必要があ
　るが，そのための職員研修をまだ行えていない。
・授業内容が下位層の理解不足を補うことに偏りがちで，
　上位層の生徒を伸ばすことができない。
・年々，義務教育の内容が未定着の生徒の割合が高くなっ
　てきている(1年52%)ので，学び直しに力を入れて取り組
　まざるをえない。
・図書館新聞発行や出工タイムでの一斉読書など読書への
　興味・関心を高めるための工夫はしているものの，生徒
　自身の興味・関心につながっているとはいいがたい。

・進路室前掲示板を使った各種進路情報提供（主に進学・
　公務員関係）や進路たより，業界地図，業界別就職企業
　先一覧等の配布を行った。リアルタイムの進路情報を取
　得するための環境が整っていたないため，今後の整備課
　題である。
・生徒の進路意欲を高めるために，日々のSHRや終礼を通
　して進路情報を積極的に発信した。また，心理・適性検
　査等の結果を教育相談や三者面談に活かしながら，生徒
　の社会・職業・自己理解を深めた。今後は，提供情報の
　内容の充実や個別面談の質の向上を図る必要がある。

・事前学習として厚生労働省主催の就職ガイダンスを行っ
　たうえでインターンシップを実施し，内容を充実させた。
　また，家庭や事業所等との連絡も密に行うことができ，
　インターンシップ受入先事業所からの評価も高かった。
　（アンケート調査結果より）
・今年度は進路ガイダンスとして，面接対策セミナー・
　学校別説明会・面接対策講座（3年生），就職ガイダン
　ス（2年生），地元企業魅力説明会（全学年）を実施す
　ることができた。ただし，地元企業魅力説明会は参加企
　業が少なかったため，実施形態を検討する必要がある。
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①学習習慣の確立

②基礎学力の
　定着と向上

・生徒の自発的学習への取り組みのためには，
　その必要性を認識することに尽きる。人間力
　向上，進路目標設定などクラス経営と同様に
　担任の手腕に依るところが大きいが，チュー
　ター制等のより活用しやすいシステムを整え
 ていく必要がある。

・チューターによるチュートリアルの制度化

・マナトレ実施教科の再検討

・保護者への積極的な情報公開と家庭学習の
　習慣づけの協力要請
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・進路資料室へのネットワーク構築と情報端末
　機器である複数のパソコンを導入し，生徒が
　最新の企業情報や学校情報を収集できるよう
　な環境を整備する必要がある。
・心理・適性検査の分析等に関する職員研修以
　外にもキャリア開発・カウンセリング等の研
　修も取り入れながら，個々の教員の進路指導
　に関するスキルを向上させる必要がある。

・朝や放課後の補習，おかわりプリント等の
　課題設定による苦手分野克服のための指導

・習熟度別授業が可能となる人員配置の要望

・上位層の目標設定による自律学習習慣の構
　築と添削指導の強化

・読書への継続的な啓発活動の展開

3
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・今年度の地元企業魅力説明会については，
　事業所毎のプレゼン形式で実施したため，
　時間の関係上参加していただける企業数が
　少なくなった。来年度は，多くの企業に参
　加してもらえるように，ブース形式での実
　施形態にした方がよい。また，保護者も参
　加できるようにした方がよい。

・自己就職希望者の就職先を円滑に決定する
　ためにも，職安・学校・保護者の密な連携
　による生徒対応が必要である。
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⑬教科指導充実

・専門教科や実習などに興味をもち，専門性をいかした就職
　進学先を選択した生徒が多くなった。 3

・課題研究，実習等の中で専門分野の視野を
　広めて興味関心を持たせるように早めに取
　りかかる。

・各部・係で適切に行われている。
・個人情報等のデータを県のサーバーに移すなど，
　情報流出を防ぐために保管場所の整理を行った。

・不祥事根絶のためのスローガン選定を全職員で取り組み，
　意識の高揚を図ることができた。
・生徒理解・指導力の向上のため，教育相談や生徒指導，
　特別支援教育など，充実した研修ができた。

・今後も目標設定により職員一体となって
　取り組む姿勢や効果的な研修に努める。
・講師の招聘や研修方法の工夫を行い，
　自主的な研修となるようにする。

・毎朝の健康観察はもとより，今年度も各種健康診断の
　結果を全保護者に配布して生徒の健康状態をお知らせし
た。
・定期健康診断、各種診断をスムーズに行えた。
・虫歯保有者への面談を２学期のみ行なった結果，
　昨年度より治療率が低下した。
・保健便りや掲示ポスターの作成等により健康への興味
　関心をもたせた。

・持久走大会に向けて，授業の中で体力向上に努めた。
・生徒の状態に合わせて選択種目を設定し，体を動かしやす
　い環境を作ることが出来た。
・体力テストの結果は、例年とあまり変化はないが，２，３
　年生については年度ごとに体力の水準は向上しており，
　部活動での取り組みや行事での取り組みの成果に思う。
・今年度は，３年生の体力の低下があまり見られず，昼食時
　間での活動や放課後や休日に体を動かしている生徒がみら
　れた。生涯体育への認識が少しではあるが深まってきてい
　るように思う。

・今年度は，臨時の避難訓練を行なわなかった。
・危機管理の手引き，原子力防災マニュアルを作成した。
・第２回避難訓練時，生徒引き渡し訓練も実施し，
　引き渡し手順を明確にした。

・部活動性については，筋力とスピードの向上
　が必要に思う。また，運動系の部活加入率の
　向上とスキル練習だけではなく基礎の部分の
　トレーニングを増やす必要がある。
　部活未加入者や運動の苦手な生徒については
　授業をとおして，出来た喜びや基礎的な動き
　活動量の増加が必要である。

・定期避難訓練とは別に，臨時の避難訓練も
　必要に思う。避難訓練の原因事象も火事と
　地震や発生場所の変更も必要に思う。
・生徒引き渡しの手順を全校生徒に理解させ
　る必要がある。

・各科・各コースでものづくりコンテストに向けて継続的に
　取り組んでいる。木工部門に於いては，県大会で最優秀賞
　を５年連続で達成し，九州大会で優秀賞（２位）の成績を
　残したことで，他の生徒に対しても良い刺激になってい
る。
・実習・課題研究等に於いて，具体的な作品を製作し，産業
　祭などの様々な行事で展示や販売をすることで生徒たちは
　達成感を感じ，さらに興味関心を引き出すことができた。

・早い段階から取り組み，放課後や休日も
　練習にはげみ，後輩へ繋げる体制ができた。

・体育祭や翔工祭など日頃の学習成果を生かし，自主的に
　取り組むことができた。
・おおむね良好であるが，一部にしっかり取り組めていな
　い生徒が見受けられる。
・ものづくりや資格取得などの成果が，少なくとも生徒募
　集につながっている。

・成功体験から，さらに意欲を高めさせるた
　めに，比較的容易に取得できる資格から挑
　戦させる。

・情報提供を積極的に行い，計画的に補習を行っている。
・１年生に全員，危険物丙種の受検をさせ高い合格率をあげ
　た。合格を自信にして，危険物乙種の受検を積極的にする
　生徒が増えてきた。多くの資格に対して補習をおこなって
　いる。

・産業祭，北薩専門高校フェスタへ参加して，実習作品の
　展示，販売を行った。
・課題研究発表会で，下級生にものづくりの楽しさを感じ
　させることができた。また，体験入学，親子ものづくり，
　出前授業などで地域行事に参加した。

・地域との連携をはかり，「親子ものづくり
　教室」の実施，「大産業祭」などへの参加
　を通して，「ひらかれた学校づくり」を理
　解してもらえている。

・清掃等は年間を通じてよく取り組んでいた。
　教室の整理等でクラスにより差が見られた。
・安全点検を毎月の15日だけでなく，12月から随時報告，
　早急な対応をするようにした。
・計画的な資格取得や進路セミナー等の実施により，
　指導の充実を図ることができた。

・週番活動の機能化を図り，学習環境づくり
　につなげる。
・修繕等の箇所がなくても担当者への報告を
　定着させる。
・今後も地元企業説明会や就労体験の実施，
　進路資料室の活用など，職業理解の指導に
　努める。
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⑩生徒の健康管理

⑪生徒の
　体力づくり

⑫安心安全な環境
　づくり

工
　
業
　
教
　
育

⑭ものづくり教育

⑮資格取得への
　取り組み

⑯各種行事参加

全
　
　
般

⑰社会に貢献する
　人材の育成と
　生徒募集

⑱教育環境の整備

⑲情報
　セキュリティ
　ポリシーの遵守

⑳服務規律の確保
　と資質の向上
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・定期検診等での結果を踏まえて保護者にお知
　らせしているが再検査や治療にいく家庭が少
　ない。保護者への通知方法や取り組み方を工
　夫しないといけない。
・虫歯治療については，２回の個人面談と担任
　による面談，入学前の指導が重要である。
　特に，入学前での治療を促さなければ保有率
　が減らないように思う。

3
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・学年会を中心に生徒間の横のつながりを
　深めていく。
・職員全体で，継続的な声かけや一事徹底
　指導を行い，習慣化させていく。
・学科共通の検定や資格などを，今後も連
　携して取り組む。

・年度ごとに文書の廃棄・保管の確認を徹底
　していく。
・職員研修で継続的に意識を高めるとともに，
　パスワードの設定，ＩＣカードの管理を
　的確に行う。
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