平成 29 年度 県立横須賀工業高等学校 学校評価報告書(実施結果)
取 組 の 内 容
視
点

４年間の目標
（平成２８年度策定）

１年間の目標

具体的な方策

評価の観点

①産業構造の変
化、科学技術の
進歩等の情勢の
変化に対応でき
る実践力のある
工業人を育成す
るための具体的
な方法を構築
し、教育課程の
再編成を行う。
また自分の大切
さとともに他の
大切さを認める
ことができるよ
うな人権教育に
も力を入れる。

①・個に応じた指
導および補習等に
より、工業人とし
て必要な学力の定
着と向上を図る。
・企業や大学等の
ニーズにも対応可
能な教育課程の編
成について完成さ
せる。
・日々の実習を中
心とした体験活動
を通じて、他者と
の共感能力や想像
力、人間関係調整
力を育むことがで
きるような指導を
充実させる。
・今年度も引き続
き人権研修会やユ
ニバーサルデザイ
ンへの取組を行
い、生徒の人権意
識を高める。

①・工業高校とし
て育成すべき人物
像」について共通
認識を持って、基
礎学力及び発展的
学力の向上につい
て具体的に課題を
解決するための取
り組みが行えた
か。
・具体的な教育課
程を編成すること
ができたか。
・人権教育の研修
会やユニバーサル
デザインへの取組
を通して、生徒の
人権意識の向上に
ついて成果が上が
ったか。(アンケー
ト調査)

校 内 評 価
達成状況

課題・改善方策等

学校関係者評価
（３月 22 日実施）

総合評価（３月 30 日実施）
成果と課題

１ 工業高校として
育成すべき人物像を
見据え、基礎学力の
充 実 を 図る と とも
に、企業・大学等の
ニーズにも対応でき
るような教育課程の
編成に努める。

２ 言語活動の活性
化、協働的な学びを
展開し、確かな学力
教 を育成する。

育
課
程
１

３ 資格取得の機会

③生徒にとって

学 拡大を図り、資格取 将来に繋がる資
習 得率を向上させる。 格を精選し、個
指
に応じたサポー
導
トに努める。

③学級担任と連携
し、生徒の進路選
択を見据えた資格
取得指導を充実さ
せる。

１ 基本的生活習慣
を定着させ、生徒が
自ら社会のルールや
マナーの意味を考え
る指導の充実を図
る。

生
徒
指
２ 導
・
支
援

２ 生徒主体の生徒
会活動・行事の運営
を推進する。

３ 潜在的ニーズに
も対応可能な教育相
談 体 制 の確 立 を図
る。

① 社会性の
基礎となる生活
習慣を生徒に定
着させ、自ら率
先して良識ある
行動ができるよ
うな人材育成に
努める。また、
交通事故の無い
学校を目指す。

①生徒指導方針を
明確にして、全職
員が温度差のない
指導が実践できる
ような環境整備に
努める。また、交
通安全指導を強化
し、生徒が交通事
故に遭わないよう
な活動を継続す
る。

③支援会議、SC、
③ケース会議の開
SSW の活用を活
催、SC、SSW の活用
性化させる。
を検討し、積極的
に働きかける。

③個々の生徒にと
って必要な資格・
検定・講習の内容
について正確な情
報を提供するとと
もに、結果として
合格率の向上が図
れたか。

①・落ち着いた生
活環境の整備を進
めることにより、
生徒指導対象生徒
が減少したか。ま
・交通安全指導の
徹底により、交通
事故件数が減少し
たか。
③・潜在的ニーズ
の洗い出し、問題
に対する事前の対
応ができたか。
・ケース会議は予
防的な観点で開催
できたか。
・SC、SSW 利用率は
昨年度以上であっ
たか。

①・本来獲得すべき学力である
１年生１学期の基礎教科全科を
中心に、放課後及び夏季休業中
を使い補習を行った。昨年度よ
りさらに多くの講座で基礎学力
や資格取得や進学を目指す補習
も行うことができた。さらに、普
通科の英語検定試験等へのチャ
レンジも増加し、放課後の補習
も実施した結果、２級１名・準２
級１名・３級４名が合格した。
・生徒のニーズや教育目標に合
致した教育課程を編成すること
ができた。
・人権教育研究推進 2 年目とし
て生徒によるユニバーサルデザ
インの具体的成果物を完成さ
せ、様々な場での発表を行うこ
とにより、生徒に達成感を持た
せながらプレゼンテーション能
力の育成を図ることができた。
また、全校生徒及び教職員に 4
回の人権講演会や公害で恵の研
修会を実施し、人権への意識を
向上させることができた。
③「在学中に取得可能な資格一
覧」を作成し年度始めに全校生
徒・保護者に対して情報提供し
た。工業科のみならず普通科の
協力も得ながら、生徒が積極的
に資格取得に取組める環境整備
に努めた結果、昨年度より危険
物取扱者試験や 1 年生の第２種
電気工事士の合格者が増えた。
①・１学期中盤から生徒の落ち
着かない状況が見られ、特に１
年生の生徒指導案件が増加し
た。全教員が授業中のクラスや
校内の見回りを行った。
・交通安全教育については前
年度の交通事故件数の増加を
踏まえ１年生に対して、スケ
アード式交通安全教室を取入
れ、交通事故の恐ろしさを実
感させた。
③SOS チェックリストの運営に
より、3 名 3 回のケース会議を
実施した。SC および SSW につい
ては、教職員からの相談も含め
て 30 件の案件の調整を行った。
その中でも重要な案件は迅速に
担任、養護教諭、教育相談コーデ
ィネーターと連携し組織的な支
援を行った。

①・きめ細かい学習指導を行っ
たが、通常の集団授業では集中
しきれず学習への取り組みをあ
きらめる生徒がいた。１対１で
の教えを望む声は多く聞かれた
が、それへの対応には限界があ
りやり方も含めて考えていくべ
き課題である。また各教科の授
業指導内容を受け、
ICT 活用の機
器整備を行い、さらなる授業内
容の充実を図るための工夫や、
教科間の情報共有が昨年度に続
き大きな課題である。
今後は異校種を含め他校の研究
授業等への参加を促進し、その
内容を共有できる機会を設ける
よう図っていく。
・生徒の多様な進路ニーズに合
わせた教育課程を常に研究して
いく必要がある。
・今後も人権に対する更なる意
識の向上と、それに伴うボラン
ティア活動等の具体的行動への
取り組みを促進する。
③受験希望の生徒は多いもの
の、校内での補習授業を設定し
ても、参加しない生徒や自発的
に勉強しない生徒も多いため、
結果的に合格率が向上しない資
格試験もある。今後は、生徒たち
に資格取得の必要性や難しさを
理解させしっかりと目的を持っ
て真剣に受験させる指導が必要
である。
①・生徒に対して生活習慣の定
着とルール厳守の重要性を学校
全体、職員ひとり一人が意識し
て、温度差なく指導できる体制
を整える必要がある。
・生徒が重傷を負うような交通
事故件数は減少したが、軽微な
交通事故は数件あるのが現状
である。次年度以降も交通安全
教育が生徒に深く浸透するよ
うな内容の工夫が必要である。

①・県工生の基礎学力を、どのレベルで
考えるか。学習意欲があっても、基礎学
力で躓いてしまう。特に数学で苦労する
のではないか。先生方は生徒がわかる授
業づくりに取組んでおられると思うが、
もう一歩踏み出して欲しい。
・夏季休業等を活用し、学力差の解消・
意識の高い生徒のニーズ・資格取得に係
る補習等様々なことを熱心に行い、結果
につながっている。引き続き取り組んで
いただきたい。
・立派な工業人育成の根底には、他者へ
の配慮や思いやり等ができる人間教育が
必要と考える。その観点から、本校が人
権教育研究推進校として２年間様々な取
組を行い、生徒の意識が向上したことは
高く評価できる。今後は取組んだ内容に
よって、生徒にどのような変容が見られ
たかを、事例等を踏まえて評価し、今後
の活動に生かしてほしい。
③・中学生は、資格が取得できる・就職で
きる学校として期待している。企業は県
工生の資格取得を歓迎している。企業で
３年位勤務した卒業生で資格を活かして
いれば、その卒業生から在校生に話をし
てもらってはどうか。
・生徒が自己ＰＲできるようになるのが
重要。生徒指導にも関わってくる。生徒
が資格取得をしても自己ＰＲできないと
企業に採用されないなど生徒に損失を与
えてしまう。
①・１年生は中学からの変化に戸惑うこ
とも多く、高校生としての意識や行動に
不安定な要素があり、問題行動を起こし
やすい状況にある。そのため入学当初に
十分な時間をかけ、学校の教育方針や工
業人としての心構え、卒業後の見通しの
ほか、高校生としての生活の仕方等々を
徹底して指導することが重要と考える。
・専門学校では一貫性保持のため一人の
教員が同じ説明をする。また入学直後に
ＳＮＳ等の使い方について説明する。
・交通事故、特に自転車通学に注意。

③SC 利用件数が昨年度の 42 件
より今年度は 30 件に減少した。
原因の中に潜在的ニーズがある ③最近の生徒はメンタル面での課題を抱
かどうかを洗い出してみる必要 えていることが多い。ケース会議は大事
なこと、中学校でも解決できないまま進
がある。
学していく生徒がいる。小学校でもケー
ス会議が増えている。人間関係・家庭環
境等が多い。小学校と中学校はカウンセ
ラーが同じで継続的なカウンセリングが
できるが、高校は途切れてしまう。

①・来年度１年生より、英語・
数学の授業を多展開で開講す
ることによりきめ細やかな指
導ができると考えている。
・基礎力診断テストを活用し、
データの抽出→分析→授業改
善とつなげている。
・基礎計算能力や文章解読能
力の向上に向けた取り組み
は、各教科を通じて行われた。
工業科目を中心に授業開始部
分で毎回四則の計算練習や 1
分間スピーチを行って能力向
上を図った。
・社会科や国語科も同様に漢
字の書き取りや朗読を行った
り、時事問題への自分なりの
コメントを発表したりした。
これらの具体的な取組によっ
て基礎学力の充実やコミュニ
ケーション能力向上を図る指
導を行った。
・２年間の人権教育研究を通
して学校全体で人権意識に大
きな変化が見られた。また、人
権をテーマにした成果物を製
作することができた。
③生徒が受講可能な特別教育
講習を本校で開催することに
より、生徒の講習費用および
交通費等を軽減でき、取得率
も向上した。それに対して、国
家試験等の合格率の向上は鈍
い。
①・交通事故件数が減少しな
い本校において、実際の事故
を再現したスケアードストレ
イト式交通安全教室を開催
し、生徒が交通安全に対する
意識を高める取組を実施し
た。
・頭髪指導については、担任・
学年をはじめとする継続的な
指導により、一定の指導効果
があったと考えられる。
③前年度に比べて年間 4 回以
上利用する生徒が大幅に減
り、延べ人数で約半減となっ
た。利用生徒は落ち着いてい
ると考えられるが、それ以外
の生徒のニーズが潜在化して
いる可能性がある。

改善方策等
①・こちら側の指導方
法にしっかりと答えら
れる生徒にとっては、
当初の目標を達成でき
る成果が出ていると思
われるが、そこにたど
り着かない生徒をどう
引き上げるかが課題と
なった。これに対して
は時間をかけて 1 対 1
で丁寧に対応していく
方法しかとれない。し
たがって各科を飛び越
えて学校全体として段
階的なドリルの実施等
を授業の中に取り入れ
ていく必要があると考
える。
・人権教育研究の指定
は終わったが、今後も
教育活動全般で人権を
意識した取組を実施す
るなど、引き続き人権
教育を推進していく。
③生徒に資格取得の意
味と活用について十分
理解させる機会を設け
るとともに、意欲が向
上するような計画的な
補習授業の展開に努め
る。

①生徒の校内外におけ
るルール・マナーにつ
いては、完全に徹底で
きたわけではない。一
部の生徒においての服
装の乱れがある。また、
携帯電話・スマートホ
ンの使用については具
体的な指導方針を検討
する。
③従来の SC 利用の広
報、チェックリスト運
用、成績会議でのフォ
ローを続けるととも
に、教育相談コーディ
ネータの学年配置、生
徒や教職員に対する SC
の紹介・活動のアピー
ルにより、相談しやす
い環境整備を進める。

１ 社会的・職業的
自立のための力を育
成する計画的なキャ
リ ア 教 育を 実 践す
る。

進
路
指
導
３ ・
支
援

２ 全員参加による
インタ－ンシップの
さらなる充実を図る
とともに、進路選択
に幅広く活用できる
進路データベースを
構築する。

保護者や地域との連
携を推進することに
より生徒のコミュニ
ケーション能力の向
上を図り、「生きる
地 力」と豊かな社会性
域 を育成する。

等
４ と
の
協
働

学校評価システムに
おけるＰＤＣＡサイ
クルの「見える化」
を実践し、安全・安
心な教育環境の整備
学 と 事 故 防止 に 努め
校 る。

管
理
５
学
校
運
営

①基礎力診断テ
ストを活用した
キャリア教育の
推進と、キャリ
ア教育実践プロ
グラムに基づい
た進路行事の実
施と精選を行
う。また、昨年
度作成した、企
業別進路実績デ
ータを活用とし
た進路支援の実
践と充実を図
る。

①・テスト結果の
分析の精度を上げ
るとともに、生徒
へのフィードバッ
クを支援する。
・キャリア教育実
践プログラムと進
路行事の目標の合
致を精査する。
・進路実績データ
を活用した進路支
援を実施するとと
もに、他のテスト
の連結を図る。

②就業体験活動
を通して、働く
ことの意味を理
解させるととも
に、他者とのコ
ミュニケーショ
ンが円滑に行え
るような人材育
成を支援する。

②インターンシッ
プ事前指導を徹底
し、社会人として
のルールを学習さ
せ、進路選択の動
機づけとなるよう
な充実した体験が
できるような支援
を行う。

①地域密着型・
学校の特色と課
題に応じたコミ
ュニティースク
ールを設置し、
有効な取組を行
う。

①現状と課題の整
理を行い、学校目
標を共有すること
で学校運営協議会
が有効に機能する
よう委員の方たち
と協議を行う。

②ホームページ
の充実と迅速な
掲載を通して、
教育活動の発信
を活性化させ
る。

②ホームぺージ掲
載の仕組みを整備
し、迅速に発信す
ることができた
か。

防災に関する意
識の向上と安全
で安心できる教
育環境を確立す
る。

・防災体制の見直
し、地域・保護者
と連携した防災訓
練等を通して、生
徒の防災に関する
意識の向上を図
る。

①・事前学習の徹
底、当日のマーク
ミスが起こらない
仕掛けをつくれた
か。
・進路行事の精選
を行えたか。
・他のテストの結
果と進路実績デー
タの連結を図り、
そのデータを活用
した有意義な指導
ができたか。
②・学校全体の取
り組みてして、円
滑な運営ができた
か。
・生徒感想文等か
ら、生徒にとって
有意義な体験とな
ったか。また、事
業所アンケートの
結果から、協力事
業所の反応はどう
であったか。

①学校運営協議会
を３回以上実施
し、十分な協議が
行えたか。

②ホームページの
更新の頻度・閲覧
カウンターの増加
があったか。

・生徒の防災に関
する意識の向上が
図れたか。(アンケ
ート調査等)

①・事前学習については、数学・
国語で提出状況を評価に加える
などし、事前学習の取組に改善
が見られた。
マークミスについては、担任・副
担任のダブルチェックで概ね防
ぐことができた。結果について
は教員対象に５月と 11 月に、生
徒対象は 10 月に業者を招いて
詳細なデータをもとに説明会を
開催し、活用方法の支援を行っ
た。
・過去の就職者の在学中の成績
を参考に進路先を決定する指導
については、概ね定着しつつあ
る。また、基礎力診断テストの結
果と、現３年生の成績及び進路
との相関関係の分析を行った。
②昨年度に続き、67 事業所の協
力により、２年生全員に対して
有意義な体験が実施できた。ま
た、工業に特化した事業所の開
拓を継続した。事業所側の意見
として、生徒の態度は概ね良好
であったが、一部の事業所から
は、生徒の意識を持たせるため、
学校側の指導徹底についての要
望があった。
①学年単位による地域清掃、ぎ
んなん祭り、近隣小学校との交
流授業など積極的な参加ができ
た。

①・基礎力診断テストの取組に
ついては、生徒・教員個々に温度
差がかなりある。今一度、目的や
今後の方針について意思統一を
図りたい。
・基礎力診断テスト結果の分析
と成績･進路との相関関係は、今
後もデータの積み上げそ継続し
より精度を増す必要がある。

②インターンシップを実施する
にあたり、生徒への事前指導を
徹底する。事前説明会では、先輩
の体験談を盛り込むなど、就業
体験の意義と心構えをしっかり
指導できる体制と指導内容を工
夫する。

①学年単位による地域清掃、ぎ
んなん祭り、近隣小学校との交
流授業など積極的な参加をし
た。

①専門学校では入学時にキャリアプラン
を立てさせ、1 年後に検証させる。

②・インターンシップはとてもよいと思
う。社会に出て働くことの厳しさや楽し
さを現実として捉えることは、生徒の学
習意欲や生活の仕方等に大いに役立つと
考える。その意味からも本校のインター
ンシップは、質・量とも大変充実してお
り高く評価できる。今後は、高校・事業
所ともに、継続によるマンネリ化が生じ
ないよう、連携を密に行い内容の更なる
充実に努めてもらいたい。
・インターンシップを通してプレゼンテ
ーション能力については着実に向上して
いる。

①ぎんなん祭りや交流授業・地域清掃な
どの取り組みは、地域や近隣学校からも
高く評価され、良い状況が生まれている
と考えます。

②ホームページ掲載の仕組みを
整備し、部活動の結果や学校行
事・学年行事等のお知らせを迅
速に発信することができた。

②さらにホームページ掲載の仕 ②ＰＴＡより、ホームページの充実をお
組みを整備し、迅速に発信する。 願いしたい。配布プリントが手元に届か
ない。ＰＲが大切、地域に入り込んで生
徒が作ったものをアピールするなどし
て、工業高校についてもっと理解が深ま
るようにして欲しい。

・全校生徒を対象にして、住ん
でいる地域別にグループをつく
り、ＤＩＧ訓練を実施した。
・近隣の小中学校や地域の方の
意見を参考にして、津波に対し
て、地域の高台への非難に向け
て準備した。地域清掃や美化委
員、通常清掃などで、学校周辺を
歩き地域の危険箇所を確認しな
がら、清掃活動を行い、高台への
避難経路を確認した。
・防災アンケートを実施し、日
常生活で防災について意識して
いる生徒の割合は約 52％、防災
訓練を行うことにより防災への
意識が向上した生徒の割合は
91％であった。

・津波に対しての地域高台への
避難に向けてさらに準備を進め
る。
・生徒主体の防災に関する取組
を考え、防災に関する意識の向
上を図る。
・日頃から日常生活の中で防災
を意識する取組を考え防災に関
する意識の向上を図る。

・近隣の小・中学校や地域の方々と連携
した訓練はとても良い取り組みである。
今後はその中で、高校生としてできる取
り組みを生徒自らが考え、実践できるよ
うにすることも必要ではないか。
・ＤＩＧ訓練は、地域の方がいるとより
よい情報が得られると思う。
・津波は長い時間続くので、校舎の屋上
ではなく、高台の方がよい。
・地域的に学校周辺は危険が多い。防災
を地域と一緒に訓練する等地域にもっと
入り込んで欲しい。
・小・中・高と合同で訓練できれば良い
が、行政の壁がある。昔は県と地域でや
っていた。
・ツイッター、ＬＩＮＥを活用した防災
を進められないか。

①基礎力診断テストの取組に
ついては、生徒・教員個々に温
度差がかなりあるが、事前に
トライアルを実施してから診
断テストを行うため、生徒に
は学習する習慣が身につい
た。

①基礎力診断テスト結
果の分析と成績･進路
との相関関係を立証
し、生徒が前向きに取
り組むようにする。ま
た、関係各グループが
協働して分析結果の有
効活用を検討する。

②今年度も６７社の協力によ
り、２学年全員を対象にイン
ターンシップが実施できた。
体験後の感想文等により、生
徒にとって有意義な体験とな
ったことが言える。一方で、全
員実施のデメリットとして、
意識が希薄な生徒が居るのも
現実である。

②１年生から将来を見
据えたキャリア教育を
計画的に推進し、イン
ターンシップの意義を
理解させるとともに、
３年次での進路選択の
一助となるような機会
とする。また、プレゼン
テーション能力の向上
に向けた講座の開催を
継続的に実施する。課
題である工業に特化し
た事業所開拓について
も積極的に推進する。

①学年単位による地域清掃、
ぎんなん祭り、近隣小学校と
の交流授業など積極的な参加
が地域や近隣学校からも高く
評価され、良い状況が生まれ
ている。

①学年単位による地域
清掃、ぎんなん祭り、近
隣小学校との交流授業
など積極的な参加を継
続する。

②生徒に配布したプリントで
重要と思われるものをダウン
ロードできるようにして、保
護者の手元に届かない事がな
いようホームページの充実を
図った。

・全校生徒が地域別に分かれ
て災害図上訓練（ＤＩＧ）を行
った。学校周辺の危険個所を
再認識することができ、防災
への意識を高めることができ
た。
・災害時避難者対応マニュア
ルを作成し、避難所協力に向
けて体制を整備した。
・災害時に工業高校の生徒だ
からできることを考え、地域
と連携した取組を実施する。

②さらにホームページ
掲載の仕組みを整備
し、迅速に発信する。特
に生徒に配布したプリ
ントで重要と思われる
ものをダウンロードで
きるように校内で連携
を取る。

・委員会を中心に地域
に出かけ、近隣の小中
学校、町内会等と連携
した防災訓練の実施を
検討する。
・ＨＲ等を利用し、日常
生活での防災の意識を
高める取組を実施す
る。

