
１．真理と正義を愛せよ

２．勤労と責任を重んぜよ

３．心身ともに、たくましく鍛えよ

(1)早めの出張等の連絡、授業計画を早めに立てるよう周知する。

(2)充足率を定期的に出して、対応する。

(3)さらに周知徹底できるように定期的に機会をつくる。

(4)タブレットの導入を検討したい。

(1)引き続き蔵書整理を行い、整備に努める。

(2)授業活用等、幅広い問い合わせに対応できるよう、少しずつではあるが計画的に資料購入をして
　　いるので、より積極的な利用を呼びかけたい。

(3)プロジェクター・スクリーン等の管理貸出については、教務部のICT担当と連携して対応していく。

舎務 B
(1)自習中の指導をとおして自習に集中できる環境を作るとともに、教務部や進路指導部等と連携し
　　課題等を与え、試験期間中や資格試験前以外でも学習できるようにする。

(1)年度当初の説明として必ず実施するものを確認し、継続して行っていく。

(2)継続して行っていくが、生徒の自主的・積極的な取り組みを促す全教職員の協力が必要。

(3)継続して工夫した授業展開を行っていく。

(1)効果的な指導を行うため、専門教科だけでなく各教科との情報共有に努める。

　・海技士試験を効果的に指導するため、習熟度別に受験者及び補習時期を分ける。

　・目的意識を明確にし、課題を与えることで家庭学習の習慣を身につけさせる。

　・基礎学力向上のための基礎学力補習で、習熟度に併せた個別指導を定期的に行う。

(1)さらに合格者数を増やすために複数の教員で指導できる体制を作っていきたい。

(2)役場や漁業者等と協力し、実際に海洋においてアラメ等の増殖を体験できるよう計画していく。

(1)生徒達を主体的に活動させ、揚錨作業等の実務訓練が系統的に実施されるよう計画する。

(2)乗船期間中、効果的で、個々の生徒の習熟度に併せた海技士試験指導に努める。

(1)よりきめ細かい指導を行うために生徒とのコミュニケーションをはかり、清掃や実習などの
　さまざまな場面において積極的な声掛けを行う。

(2)取組みを継続し、週番も含め全教職員で立哨指導を行い、生徒への挨拶＋「一言声掛け」を行う。

(3)継続して定期的にアンケートを実施し、いじめの早期発見、防止に努める。

(4)今後とも各分掌や科・コースとの情報交換に努め、継続して指導していく。

(5)(6)まずは加入率が向上するよう、生徒会を中心に、生徒に働きかける取り組みを行う。

(1)今後も生徒の状況把握に努めていくが、担任に情報を提供するだけでなく、教員間での情報共有
　にも努めていきたい。

(2)スクールカウンセラー事業は今後も継続的に活用していく。巡回相談事業について、臨床心理士
　の方と連携し、さらなる周知に努めていきたい。

(1)寮長を中心に生活時程や時間を守るという意識を生徒自ら考える機会を作っていきたい。

(2)第１点呼後の見回りを徹底することにより、清掃を怠ける生徒をさらに減らしていきたい。

(3)さらに上級生に自覚と責任を持たせることができるようあらゆる機会を利用し、全教職員で指導
　していきたい。

普通科 Ｂ (1)クラス担任・学年部と情報交換を行い、生徒の意識が定着するよう、取り組みを継続していく。

海洋
システム

科
Ｂ (1)科の枠を越え、学年部、進路指導部、生徒指導部、普通科等と密接に情報共有を図る。

(1)次年度も多くの先生の意見を頂きながら進めていきたい。

(2)インターンシップは７月の第２週を検討。

(3)大学・専門学校の窓口担当を次年度より設置したい。

(4)生徒パソコンも新規２台搬入し積極的に使用してもらいたい。

(5)年度当初に模試予算確保が出来るよう努力。

海洋
システム

科
Ｂ

(1)積極的にインターンシップ、体験乗船、漁業者講習等の機会を設け、地域との交流及び相互理解
　に努める。

専攻科 Ａ (1)多目的航海において寄港地で積極的に企業訪問及び訪船活動を実施する。

生徒
指導

Ｂ
(1)SCと話した内容を、多くの教員で共有する場が持てなかった。学校生活で必要な情報を共有
　する事ができるよう努力していく。

(1)学年部と連携し、各クラスの課題と学年進行で取り組むべき課題とを横断的に関わらせたLHRに
　なるよう、さらに工夫する。

(2)担任団・教務部と連携し、時間設定を工夫してできるだけ多くのLHRに参加・見学する取り組みを
　継続して、より積極的な参加を働きかける。

(1)反省を生かし学校行事の検証に努め、さらに魅力のある学校行事を実施する。

(2)来校いただいたＰＴＡや地域の方々には、さらに丁寧な対応を心がけたい。

(3)ＨＰの更新に努め、魅力を全国に発信して生徒募集する。バナーを有効に活用する。

(1)プレゼン等を年度ごとに更新する。

(2)学校見学の係をつくる。

生徒
指導

Ｂ
(1)部活動のページのみならず、全体にアップ内容をどのような性格のものにしていくか関係分掌と
　協議して明確にし、総務部の学校HP担当者と連携して頻繁な更新を目指す。

(1)保育園や各学校と詳細な情報交換を行い、交流に取り組めるように努める。

(2)各種材料や設計の見直しなどにより、経済的で製作時間の短縮が出来るよう努める。

(1)ジオパーク連携製品の次年度登録を目指す。

(2)中学生が興味・関心を持つような出前授業を考えていきたい。

(3)製造シールの一新を行い更なるPRに努める。

(4)役場や漁業者、企業などとより連携を深め、磯焼け対策や藻場造成をさらに進めていきたい。

(5)継続的な製造に努める。

(6)より地元漁業者のニーズに応えられるよう連絡を密にし、計画的にワカメやアラメの種苗生産を
　行っていきたい。

(1)今後も、生徒との対話を通して、生徒自身が自己の心身状態を把握できるように努める。

（2）継続的な安全点検の実施と、改善が可能か事務と相談していく。

(3)乗船実習の時期により、登校する生徒数に大きな変動があるため、掃除場所、掃除方法も含め、
　計画していく。また、用具・設備に関しては、随時対応できるように努める。

舎務 Ｃ (1)特に休日の外出時における消灯を徹底できるよう注意、喚起していきたい。

海洋
システム

科
Ａ (1)事故防止のために意思疎通を図り、船内設備、施設の更なる改善を図る。

海洋
生産科 B (2)HACCP対応の設備となるべく、新実習棟の建造に向けた計画を立てていく。

(2)老朽施設の改修や、施設・設備の大規模修繕については、担当課と連携を図りながら実現に
　　向けて取り組む。

(3)消費電力の節減に関しては、既存設備の運用方法、施設・設備の改修等に合わせた節減対策を
　　検討していく。

・近年、生徒達の様子が落ち着いており、あいさつなどもきちん
　としている。この指導の継続を望む。

(2)各教科担任との情報交換を密にし、海技士合格の指導を的確に行う

(1)生徒自身が、授業や課題と学力・評価の関連を意識できるように、授業計画と評価についてガイダンスを行う

A(2)広報活動を活発に行い、生徒・教職員への学習センター機能周知と利用促進を働きかける

(3)関係分掌と連絡・話し合いをし、視聴覚機材の準備・提供に努める

図書

　　・責任感と情熱あふれる指導

　　・指導方法の工夫・改善を行い、基礎・基本を重視したわかりやすい授業・実習を展開する

(1)乗船実習及び座学を通じて、航海士、機関士としての実務及び精神を丁寧かつ詳細に指導する

海洋
ｼｽﾃﾑ科

(1)根気よく情熱を持っての指導と、生徒の個性に合わせた指導方法の工夫により資格試験合格率の向上を目指す

(2)実習を通して、水産資源の維持増大について体験的に学ばせる

海洋生
産科

Ｂ

総務

専攻科

(2)朝の清掃を徹底する
舎務

Ｂ

Ｂ

Ｂ

B

Ｂ

Ｂ

(2)スクールカウンセラー事業は毎月多くの生徒が活用し、効果的な運営ができた。巡回相談は、 新着任の
　　先生を中心に活用する事ができたが、さらに知っていただくことが必要。

Ａ

B

B

・施設・設備の老朽化が目立つ。更新が進むように希望する。

Ｃ

(2)学校見学は対応できたと思うが、管理職に対応していただくことが多かった。

(1)神海丸乗組員と指導教官が密接に連携し、安全で充実した実習が行われた。

B

B

（３）消費電力に関しては、夏場に最大需要電力を超過した。今後、新たな節減対策の取り組みが必要と考える。

（１）来校者や電話への対応では、概ね丁寧な対応ができたと考える。

(1)障がい者福祉施設やウルトラマラソンなど、実習製品を利用して取り組むことができた。

(2)島後地区小学校との交流学習、中学校出前授業、養護学校との交流を行う

・これまで同様、隠岐の地域に密着した、また、隠岐だけでなく
　「海の人」をつくる学校として、全国を視野に子ども達を育む
　学校であって欲しい。

・落ち着いた生徒の様子から、取り組みはうまくいっていると
　思う。

・課題研究発表会は学校での取り組みについて知ることが
　でき、非常に良かった。もう少し、この発表について
　事前にPRがあっても良いのではないか。

・HPはすっきりして、非常に見やすくなった。ただ、更新頻度を
　もう少し多くして欲しい。特に、寮生の保護者たちは、これを
　楽しみにしておられるのではなかろうか。

・缶詰をはじめとする実習製品を使ってもっと学校をPRできる
　方法があれば良いと思う。

(1)企業、関連機関、進路指導部と情報交換を積極的に行い、生徒達は希望する企業に内定した。

(3)実習製品の販売による学校PR

(1)地域のニーズに対応しつつ、適切な実習計画にもとづいた実習の実施を行う。また、なるべく地元の原料を使用する

(1)実習製品を利用して、保育園、小学校、養護学校との交流、または島内イベントへ参加する

(2)校内の安全を図るため安全点検を定期に実施し、問題点に対処する

(1)各種健康診断や応急処置、対話をとおして、自己の心身の健康状態を把握させ、よりよい健康観を持たせる
（1）保健室来室時を中心に、生徒と対話し心身状態の把握や助言に努めた。生徒自身がよりよい健康観を
　　持つには、さらなる継続が必要。

(3)各学期の学校の状況を元に、清掃計画の変更、立案に努めた。用具・設備の点検、補充は、安全点検の
　　ときだけでなく、随時行うことができた。

（2）毎学期末に安全点検を実施した。問題に対しては事務と連携し、随時対処したが、まだ対処できていない
　　箇所もある。

(3)環境の美化と保持のため、生徒・職員協働での清掃活動となるよう計画を立てる。また、安全点検に伴う定期的な
　　用具・設備の点検を行う

(3)消費電力をはじめとする経費の節減は、教職員の協力を得ながら学校全体で取り組んでいく

(1)節水、節電に努める

（２）校舎等の修繕については、できるだけ迅速な対応をした。なお、老朽施設の改修、校舎等の大規模修繕に
　　ついては、引き続き担当課への要望を行った。

水産・海洋
教育を担う
学校とし
て、魅力と
活力ある学
校づくりの
推進

6 学校安全および危機管理

保健

(1)来校者や電話での問い合わせには丁寧な対応を心がけ、学校のイメージアップにつなげる

(2)校舎等で修繕については、予算の範囲内で迅速な対応に努める。また、艇庫などの老朽施設の改修は、早期に
　　実施できるよう要望していく

(2)柔軟な意見を積極的に取り入れながら、廃材等を利用した新製品の開発や研究に努める

5

(1)学校コーディネーターによる学校紹介プレゼン、ビデオなどよりわかりやすく、魅力あるものになった。

(2)町報や町内放送も活用して、学校行事を周知しＰＴＡや地域の方々に参加をいただいた。

海洋
生産科(4)地域産業界との連携（地元官公庁、研究所、商工会、漁協、業者、漁業者、大学　等）

(5)隠岐島の特産品となる物を考案し、隠岐ジオパークとの連携を図る

教務

(6)ワカメ、アラメ等の種苗生産、配布や地区水域での鉄炭団子の設置効果の検証など地元漁業への貢献

海洋
システム

科

(4)役場や漁業者、企業などと連携し、ワカメ、アラメの種苗生産を行うことができた。

① 地域や行政との連携をより一層
　深め、地域に貢献する積極的な
　活動を推進する（働くことを学
　ぼう事業・水産業の担い手事業
　等への積極的な取組）

② 魅力ある教育活動を積極的に
　情報発信し、生徒募集に努める

③ 学校の持つ教育資源を積極的に
　地域へ還元していく取組を推進する

(1)生活時程を守り、時間厳守の精神を養う

① 校内組織及び支援体制を充実し、
　研修や啓発など計画的な取り組み
　を行う
② あらゆる教育活動をとおし、人権
　意識を育み、社会性を身につけさ
　せる
③生徒個々の状況把握に努め、保護
　者や特別支援学校等と連携した
　取り組みを行う。

(1)科、コースをこえて協力する　（クラス経営や資格取得などに対する定期的な情報交換）

(1)学校行事の円滑な運営を行うために事前周知を徹底し、反省を定期的に行う。

(1)継続して指導を行った。

(2)人権・同和教育LHRを各学年・クラスとも公開とし、その実施と参加・見学を教職員研修と位置づけた。
     各担任と教務部の協力を得てLHRを参観しやすい時間設定ができ、参観教員は昨年より増加した。

(2)全隠岐カッターレースや課題研究生徒発表会等の行事の推進に努め、PTAや地域の方々の積極的な参加を促す。

図書

(1)地域の水産業体験及び漁業者との交流を通して、地域理解を図る

(2)学校見学者への対応（県外募集）

(1)高校説明会の工夫・改善

(2)進路ガイダンス、企業・学校見学、インターンシップを実施する

(2)人権・同和教育に関する教職員研修を実施し、教職員の人権感覚の高揚をはかる

(1)生徒の希望に応じた進路開拓、企業との連携、情報交換を行う

(4) 「進路ノート」、資料室、掲示版を活用し、情報の収集と発信に努める

(3)PTAだよりや学校案内を効果的に活用して、生徒募集に努める。

(5)生徒数減少の状況を踏まえ、部活動の種類や数を適正なものにする。

(2)生徒指導部、衛生管理委員会と連携し、スクールカウンセラー事業、臨床心理士による巡回相談事業の効果的な
　　活用に努める

(1)厳しく、きめ細かな指導を日々、学校のすべての場面で行う

(4)各関係部署、委員会との連携を密にし、情報把握に努める

(1)授業のはじめと終わりの挨拶を徹底し、授業と他の時間とのけじめをきちんとつけるよう指導する

(3)寮生活における下級生と上級生の望ましい在り方・関係を指導する

① 自己有用感・自己肯定感・自己
　指導能力を育成し、基本的生活
　習慣の定着を図る

② 生徒一人ひとりの個性や適性・
　能力の多面的理解に努め、計画
　的かつ組織的な生徒指導・寄宿
　舎指導を実践する

③ 部活動・生徒会活動を活性化し、
   規律正しい高校生活を目指す

保健

(3)アンケートを定期的におこない、情報収集し、いじめ等の早期発見に努める

人権教育、
道徳教育、
特別支援教
育を根底に
据えた教育
活動の推進

(1) グループワーク等を取り入れたＬＨＲ等を計画的に実施し、広く生徒の人権意識を高めるよう努める4

(1)３年学年部・管理職と進路の会を持つ

(5)各種模試、進学補習を実施し、大学進学、公務員就職への道をつける

(3)ハローワーク、役場、企業、大学、専門学校との連携を強化する

① 生徒一人ひとりの適性・能力に
　応じたキャリア教育・職業教育
　を推進する
② 生徒・保護者へ、時宜を得た進路
　情報を提供し、早期の進路目標
　実現を図る
③ 水産・海洋関連産業の新規開拓
　ならびに地元企業との連携により、
　地場産業への就職を推進する

1

生徒が自ら
意欲的に取
り組む学校
生活の展開

① 学びへ誘う授業を実践し、基礎学
力
　の定着と学力の向上を図る

② 基礎・基本を重視した授業・実習
　の充実に努め、幅広い専門知識の
　定着を図る

③ 複数の資格取得や上級海技士
　資格取得を目指す

3

望ましい勤
労観の育成
と進路指導
の充実

(1)スクールカウンセラー事業の効果的な活用に努める

(1)健康観察・健康診断・健康相談を充実させ、保健室来室状況と併せて生徒の状況把握に役立て、関係者への情報
　　提供、連携に努める

(2)全教職員で連携を図り、全校体制で取り組めるようにする（校門での立哨指導の充実（挨拶・声がけ））

2

社会人とし
て必要な資
質の育成と
基本的生活
習慣の確立

教務

(1)授業のスムーズな振替え（二週間前の時間割確定を呼びかける）

(6)部活動の現状と問題点を把握し、部活動を活性化するための再編に向けて積極的に取り組む

(1)上級海技士資格や関連産業に関する資格取得へ向けた取り組みを強化する

(1)館内の環境整備に努め、他の図書館との連携を図りながら充実した資料提供を行う

(2)学期毎に充足率を出し、教職員に周知する

(4)IT教室が利用できるように整備・促進する

(1)毎日、勉強する習慣を身につけさせる

(3)各単元・教材で「学びあい」の機会を授業に取り入れ、生徒に「できる」実感を体験させるよう工夫する

生徒
指導

各部
分掌

(4)ＩＴ教室にプロジェクター、投影装置、スクリーンを設置した。利用もされている。

(2)成績不振者に対して個別指導を行う

(3)今年度は機会ごとに、全校で話をしたが周知徹底までは行かなかった。

(2)各科目間で日程調整して必要なものは行うことができた。

２．水産・海洋関連産業に関する、専門的知識と技術を身につけた人材を育成する。

３．心身ともにたくましく鍛える教育活動を実践し、勤労意欲、責任感、正義感の旺盛な人材を育成する。

評価計画 自己評価

重点努力目標

校訓 教育目標
１．水産・海洋教育をとおして、豊かな人間性と人格の形成を図り、地域社会に貢献できる人材を育成する。

目的達成のための方策

【評　価】　　A：十分達成できた　　　Ｂ：概ね達成できた　　　　Ｃ：やや不十分だった　　　　Ｄ：全く不十分で達成できなかった　　　　Ｅ：わからない（評価できない）

(1)各種資格取得、海技士筆記試験等に積極的に取り組み、多くの生徒が合格を果たした。

　・学年会、学力向上委員会等と情報交換、共通理解を深め基礎学力の向上に努めた。

(1)科会、学年会、進路指導委員会等で生徒に関する情報交換、共通理解を深めることが出来た。

(1)神海丸乗組員と指導教官の的確な指導で、実務に即し、かつ充実した指導が行われた。

 １．　生徒がいきいきと輝き、魅力と活力ある学校
 ２．　地域に貢献し、地域に必要とされる学校

取り組みと達成状況
評価
達成度

(2)連休で月曜日の授業がなくなる対応をとたが、不均衡になる科目もあった。

(1)授業の振替は基本的にはできていると思うが、急な変更も多くご迷惑をかけた。

(1)普通科の全科目で行うことができた。

(1)H27以前の除籍資料を処分して館内の整理を行った。町立図書館との相互貸借も積極的に行った。

(1)一部の生徒については再三の注意、指導にもかかわらず、改善が見られなかったが、試験期間中など
　　しっかり勉強する生徒も増えてきた。

目指す学校像

A

(1)部活動のホームページを充実し、生徒への情報発信を行う

(1)安全を最優先した練習船教育を実践する

外部評価

B

B

B(5)計画的な模試・補習は実施出来た。

B

(1)健康観察・健康診断・健康相談・保健室来室状況をもとに、生徒の状況把握に努めた。情報提供をする
　　事はできたが、連携、情報共有にはさらなる努力が必要。

改　　善　　策 提言・コメント

(2)例年通りの取り組みが出来たが、インターンシップの時期検討必要。

(2)実習時の衛生面の強化・徹底、意識を向上させる

B

(2)年度初めより、上級生も朝の掃除をするという指導を行うことにより、朝の清掃を怠ける生徒が 減少した。

(3)学期ごとにアンケートを行い、いじめ防止対策委員会と連携して対処できた。

(4)他分掌との連携により生徒情報を把握し、進路目標達成を中心に据えた、教務部・進路指導部と歩調を
　　合わせた指導を行うことができた。

事務部

(2)生徒の意識向上は効果が出てきた。電解水製造装置の導入により一層の事故防止に努める。

(3)1年生特別ルールやペナルティーを廃止し、上級生に戸惑いも見えたが、理解も示し、スムーズにルール
　　変更ができた。ただ、下級生に悪影響を与える上級生もおり、指導が徹底しない場面もあった。

・ICTの充実などを進め、わかる授業への工夫改善を継続する
　ことを望む。
・近隣の学校との連携を図り、それぞれの学習効果を上げる
　ような取り組みを提案する。

(1)各クラスの課題を担任・学年主任と連携して掘り出し、LHRにつなげる取り組みを行うことができた。

(3)水高祭、各種イベントにおいて販売が出来た。

(5)特許取得のエゴマサバ缶の製造にこぎ着けることが出来た。

(6)ワカメの種苗生産、配布は昨年の3倍の量の種苗を漁業者に配布することができた。鉄炭団子につい
　　ては、8年目を迎え、使い捨てカイロの回収を終了し、今津沿岸域の観察のみ行った。

(1)地元巻網漁船への継続的な体験乗船を行っており、昨年に続き、３名の生徒が地域の漁業後継者
     への進路を選択。地元企業の要望もあり一昨年から漁業者講習を実施し、成果につながっている。

(1)学校生活のいろいろな場面において、細やかな指導を行うことができた。

(2)生徒指導部のみならず週番の教職員も朝の立哨指導を行い、昨年度より充実できた。

(1)進路検討委員会等ほぼ計画的にこなすことが出来た。

(2)新製品（シャボン玉発生装置など）の研究において、生徒の柔軟な意見を取入れ成果を上げた。

(1)１学期には総体試合結果の報告などをアップしたが、２学期以降大会が減り、アップの回数も減った。

(1)部屋やトイレ、食堂などの不要な電気の消灯が徹底できなかった。

進路
指導

(4)閲覧室の配置換えなどを行い、３年生に限らず１・２年生の利用も見られた。

(1)計画的な取り組みが出来た。

(1)学校行事の１ヶ月前までには事前周知に努めることができた。

(3)学校案内は県内全中学校と寮生出身県外中学校に配布し、生徒募集に努めた。

(2)小学校5年生に栽培漁業について投餌や放流を体験させ、栽培漁業の意義や目的について説明した。

(2)生徒の希望や、担任との連携により、多くの生徒が相談に来た。内容についてはSCと話し合い、担任に返す
　よう努めた。

(3)教務部の「主体的・対話的で深い学びを促す取り組み」指導案作成を機会に、ディベートやジグソー法
　　などを取り入れた工夫を実践できた。

(3)ハローワーク隠岐の島など横のつながりを持ち、情報の共有、アドバイスがもらえた。

評価
達成度

B

(2)積極的に学習に取り組み、就職に必要な海技士試験、ＥＣＤＩＳ等の資格講習に合格を果たした。

Ｂ

(2)ワカメ、アラメ、キンギョの種苗生産を体験させ、資源増殖について興味・関心を高めることができた。

(5)(6)現在活動している生徒がいる中で、部活動の再編は難しく、具体的な取り組みができなかった。

(1)先生方や寮役員の指導により、起床、点呼に遅れる生徒が減少してきた。

平成２９年度　　学　校　評　価　報　告　書

Ｂ

　・海技士等の資格取得と連動させ授業を行った。基礎から学習に取り組む姿勢を育てることに努めた。

　・海技士、各種資格の取得を積極的に取り組めるよう、指導方針及び指導体制を早期に確認。

(3)問い合わせと利用希望があったものに対しきちんと対応できた。

(2)「図書館だより」を計画的に発行することができた。授業での利用は少なかったが、教員からの資料問い
　　合わせ件数は前年度より増加した。

(3)学習態度の改善についての申し合わせ事項の周知の徹底

　　・コース会等での情報交換に努め、効果的な指導方法を共有する

普通科

(1)資格取得の重要性を生徒に理解させることにより、危険物取扱者、ビジネス文書実務検定、英語検定
　　など生徒たちに意欲的に取り組ませることができた。


