
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

各部
分掌

評価
達成度 改　　善　　策

評価
達成度

提言・コメント

時数、実施状況を学期ごとに確認し、不測の事態に対応できるようにする。

担任と連携し、担任の要望等に沿ってその都度クラス単位で指導を行っていく。

ICT機器の活用がさらに増えるよう積極的に支援していきたい。

海洋テクノコース
効果的な指導を行うために、専門科だけでなく、普通教科教員との連携を密にする。
課題やレポート提出など家庭学習の習慣を身につけさせる指導を継続的に行う。

資源生産コース できる生徒については、より高いレベルの課題に挑戦できるよう教材等を準備する。

エンジニアコース Ａ コース内での情報共有をより密にし、組織的な学習指導を継続する。

食品生産コース Ｂ 何らかの安全策をとって次年度は販売も行いたい。

専攻科 Ａ 乗船実習中の海技士試験の指導及び情報収集に関する体制を構築する。

生徒指導体制を強化し、校則について継続した指導を徹底する。

学校全体で早期対応ができるよう、教員間の情報共有と連携を密にする。

更なる活性化のために、生徒が学校行事の重要性を持って活動できるよう指導にあたる。

保健室を利用したいが、利用できないという生徒もいる。利用方法については今後も検討していく。

生徒の状況把握に努め、関係職員、関係委員会、関係機関と共有できるように努める。

適宜、寮内巡視を行い、目に付いたところをその都度注意すると共に、舎監日誌に記録し、情報共有
を図る。

引き続き、計画的、組織的な指導ができるよう舎務委員、担任、学年部、生徒指導部と連携をしてい
く。

専攻科 Ｂ コロナ禍の影響が来年度も予想される。制約される条件の中で効果的な実習内容を考究する。

進路意識の向上と併せて指導していきたい。家庭との連携を一層密にして指導にあたる。

全ての学校生活を通して、人権意識の向上を図る。特に、言葉の大切さについての指導を行う。

教科担当との連携を更に密にし、早い段階から指導を行っていく。

1年学年部 B トラブル事例を交えたケーススタディ等を使用した指導を行う。

継続的な指導計画に則って指導する。

１、２年次から生徒を含め保護者の方々の理解促進に努力する。

継続的な指導計画により進学先の学校卒業後の進路指導にも努力する。

掲載事項の抜粋など、掲載のためのフォーマットを構築する。

多方面の進路に対するガイダンスを今後も計画実施する。ＷＥＢ対応環境を更に充実させる。

海洋テクノコース Ａ 体験乗船や卒業生との懇談会を継続して行い、企業との情報交換の機会を増やす。

専攻科 Ａ 乗船実習中、学習指導及び船内生活での悩み等を早期に把握し、指導できる体制を確立する。

今後も、計画をしっかり立て、各部と連携した指導を継続する。

今後は、家庭とも連携しながら学年全体で情報共有を図る。

各種講習の年間計画をしっかり立て、実施する。また、生徒指導部と継続した連携や声かけ等の指
導を行う。

進路決定後も気の緩みがないよう声かけや指導を行い、しっかり関わっていく姿勢をもつ必要があ
る。

保健部 B 関係各所、関係委員会への情報共有に努め、生徒のよりよい支援につながるように努める。

舎務部 Ｂ
毎日の掃除や週に１度の特掃、学期に１度の大掃除など、コロナ禍でもできる寮の行事や日々の寮
生活を通して、共生意識や社会性が身につくように指導する。

全国各地から来ている生徒に対し、同和問題の取り組みを再構築したい。

コロナ禍が続くと思われる。全学年に固執せず、学年単位でも講演会を企画したい。

３年学年部 B 年間計画を工夫し、学校生活や授業、実習を通して人権意識を高める指導を継続的に行う。

一人の担当者だけで行うことが多いが、数人で担当するようにし周知漏れがないようにする。

今後も、状況に応じて臨機応変に行事に対応したい。

外部からの要望に応えられるような活動を行いアピールする。活動写真の使いやすい整理について
良い方法を考えていく。

カリキュラムマネジメントの観点から授業を研究する。

受け入れが難しい時期にはオンラインを多く活用する。

エンジニアコース Ｂ 状況に応じた新製品開発に取り組むため、コース会や地域との情報共有をより強化する。

引き続き交流学習を継続していく。

今後も地元産の原料について、研究・模索を継続していく。

現状での一部改装案も含め、一層の模索努力を継続していく。

Ａ 引き続き、地域や行政と連携し課題に取り組む。また、新たな課題を見つけ、連携していきたい。

Ｂ よりタイムリーに実習や研究活動の様子を情報発信できるように努める。

改修工事の終了に伴い、再度、定期的な安全点検を実施し、校内環境の保全に努める。

改修に合わせた美化方法を検討し、関係部署と連携して環境整備、物品の準備、補充に努める。

各コース Ａ 引き続き、教員間の連携を密にし、安心安全な実習に努める。

引き続き丁寧な対応に取り組んでいく。

引き続き県への要望をしていく。

学校全体で、省電力に取り組んでいく。

学校 B 課題をクリアしていくとともに、不十分な点がないかを点検し、対応をより良いものにしていく。

各種模試・進学補習・各学校の情報分析等、効果的な進学指導を行い、進学希望者への進路保障をはかる。

舎務部

コロナ対応のため、食堂に全員集めての注意・指導ができず、寮生全体への指導が行き届きにくくなった。起床時
間、登校時間がルーズになったり、掃除、部屋の整理・整頓などの指導が行き渡りにくくなった。

新2年生に対し、1人1冊貸し出しのLHRを実施したい。環境整備や広報活動をさらに進めていきた
い。

Ｂ

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。

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
　活用する取組を推進する

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

B

B各学年部

離職率を抑えるための生徒への啓蒙活動、ミスマッチが起こらないような丁寧な進路指導を行う。

将来の進路を見据え必要な資格が取得できるよう、各科や各資格担当者と協力して試験案内方法等を工夫し、資格取得を
奨励する。

B

乗船実習及び座学を通して、航海士、機関士として求められる実務及び倫理観を育成する。

不十分な生徒もいたが、各部との連携のもと指導を行い、思いやりを持った行動が見られるようになった。

ルールを守れない生徒もいたが、生徒指導部と連携し、指導を重ね、改善の傾向が見られた。

進路決定に向けてはもちろん、進路決定後も、生徒が新たな目標を掲げ向上心をもって学校生活を送るように指導してい
く。

B

定期的な面談等を通し、協力しながら生徒の志望や能力に沿った進路指導に努めた。
関連する進路情報を進路指導部に対して伝え情報の共有を組織的に行った。

注意喚起、指導、家庭との連携などを行い、特に後半、概ね目標は達成できた。

進路指導部

1

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

生徒が自ら
意欲的に取
り組む学校
生活の展開

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

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

2

目指す学校像

目的達成のための方策

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。

取り組みと達成状況

魅力ある教科横断的な実習を行い、生徒募集につなげる。

全隠岐カッタレース大会や課題研究生徒実践発表会などの学校行事の推進に努め、ＰＴＡや地域の方々の積極的な
参加を促したりコミュニケーションをとる

ＰＴＡたより、学校案内、隠岐水通信の発信、小学校の遠足対応で隠岐水産高校をアピールする
行事等の写真などの情報収集、管理を行う

学校行事や職員会議の円滑な運営を行うために事前周知を徹底し、改善点は直ぐに変更し、反省を定期的に行い反映さ
せる

あらゆる教育活動をとおし、人権意識と共生意識を育み、社会性を身につけさせる。

休校期間で最初の指導が浸透せず、担任に負担をかけてしまったように感じる。

年度当初の休校期間があったが、長期休業の短縮や、行事の縮小等で従来の時数に近づけることができた。

B広報活動を活発に行い、生徒・教職員への学習活動の支援や利用促進を働きかける。

コロナ禍の状況の中、これに対処した館内整備が出来た。1年生に対する年度当初のガイダンスが出来ず、図書貸
し出しや利用者が減少した。

令和２年度　　学　校　評　価　報　告　書　（島根県立隠岐水産高等学校）

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。

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。

B

評価計画

重点努力目標

関係分掌と連携し、視聴覚関係機器やＩＣＴ機器・教材の準備・提供に努める。

外部評価

海洋システム科には内航船ガイダンス、海洋生産科に向けては林業体験が実施出来た。時節がら見学などをＷＥ
Ｂで行う環境整備が整った。

HPへの求人情報掲載等、生徒・保護者への情報発信を行う。

ｃ

多くの先生にICT機器を利用していただいた。

学習態度の改善についての申し合わせ事項の周知徹底をはかり、毎学期ごとに確認を行う。（特に１年生）

 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

授業の準備、授業中の態度等、授業規律についての指導を行う。

ＳＮＳの使い方を身に付けて、正しく利用できるように指導する。

１、２年次からの継続的な指導、保護者との更なる連携も必要と感じた。

概ね達成出来た。

ＨＰに求人票を掲載予定であったが個人情報もあり、実施には至らなかった。

進路指導と関連させさせながら、計画的な補習を実施し、多くの生徒が資格取得を果たした。
生徒それぞれの習熟度にあわせた取り組みを行い、学習に取り組む姿勢と理解度が向上した。

自己評価

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。

授業時数確保のため、学期ごとの充足率の確認、必要に応じた補充等行う。

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。

特に水産・海洋関連企業、地元企業についてガイダンス、企業見学、インターンシップを適宜行い、生徒・保護者へ
情報を提供する。海洋生産科に対してのガイダンスも吟味する。

他者に配慮した言動、思いやりを持った行動が取れるよう指導を行う。

進路開拓・情報収集を積極的に行い、生徒及び保護者との連携を密にし、 生徒個々の適性等を考慮しながら進路決定ま
で導く。

時間厳守、身なり、挨拶等の礼儀など、生活態度についての指導を行う。

委員会活動、行事の取り組みなど、生徒主体での活動の活性化に努める。

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。
（相応しい行動、挨拶・頭髪服装・態度）

特に３年生については、学年部との連携を密にし、管理職を交えた進路検討会等を通した、組織的、計画的で丁寧な進路
指導を行う。離職率を抑えるための生徒への啓蒙活動をより一層深める。

生徒指導部と連携して、一人ひとりが集団の一員として意識し行動できるようになるなど、社会人になるための規範意識を
もつように指導していく。

地域の水産業体験や漁業者との交流などを行い、生徒の進路意識の醸成をはかる。

実習について、製品の付加価値向上、プランド化を目指し、その販売実習について検討をする。

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。

生徒一人ひとり個性や適性・能力の多面的理解に努め、計画的かつ組織的な生徒指導・生活指導を実施する。

基礎･基本を重視した授業・実習に努める。

立哨指導を始めとし、学校生活全ての面できめ細やかな生徒指導を行う。

アンケート、各部署・委員会との連携を密にし、情報収集、問題の早期発見・早期対応に努める。

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。

生徒個々に合わせた適切な学習指導を行う。

3

望ましい勤
労観の育成
と進路指導
の充実

日々の授業や実習、定期的な面談を通して、生徒が自立した考えのもと進路探求が行えるよう関係各所との連携や情報交
換を積極的に行う。

LHRなどあらゆる教育活動を通じて、人権感覚を育むよう声かけなどを通じた指導を行う。

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

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

人権・同和教育ＬＨＲ等の計画計画を行い、広く生徒の人権意識を高めるように努める。また、同和問題を自らの問題として
とらえられるように努める

生徒指導部、スクールカウンセラー事業、特別支援学校のセンター的機能の効果的な活用に努め、関係者への情報提供、
連携を図る。

人権・同和教育に関する教職員研修を実施したり、教職員研修に関する情報提供を積極的に行うなどし、教職員の人権感
覚の高揚を図る

4

地域の課題解決や新製品の開発について、生徒・教員はもちろん、地域と連携して「生徒・教員・地域」の３本柱で取り組
む。

学校見学者への対応（県外、島外生徒募集）を行い、本校の紹介PRに努める。

他校、既存施設への聴き取りなどを行うなど、ＨＡＣＣＰ基準への対応した実習棟への調査を行い、これについての一歩前
進を図る。

本校の食品加工設備を利用し、農産物（柑橘類）地産地消向上を図ることで地域の課題解決に取り組む。

6 学校安全および危機管理

校内の安全点検を定期に実施し、関係各所と連携して、問題点に対処する。

生徒が主体的に活動に取り組めるよう支援・計画し、教職員と共同して環境の美化と保持に関われるように努める。

実習前の各種点検、実習中の指導、実習後の確認をしっかり行い、安全を最優先した実習を実践する。

5

教室棟にもエアコンがついたが、デマンドで消費電力を管理し、省電力に取り組んでいる。

B

今年度は、教室棟の改修工事が行われた。艇庫などの老朽化施設は、県庁職員等が来島の時に再三要望してい
る。

来校者や電話での応対は丁寧にできた。

隠岐支庁水産局、役場、地元漁業者、島根大学と連携し、地域の問題を発見し、解決方法を模索する。

保健部

実習風景の写真、動画撮影をこまめに行い、ホームページや便りなどにより、活動内容を積極的に発信する。

事務部 Ｂ

小中学校、養護学校との交流学習や出迎え授業を行い、本校の教育資源の積極的活用、情報発信を行う。

新型コロナウイルス感染症予防への対応を柔軟に、迅速に、的確に行う。

資源生産コース

総務部のご協力で、生徒数、教員数、行事等を考慮した担当表を作成していただき、計画的に美化に努めた。

年度内3回の実習を計画していたが新型コロナウイルス禍の影響で1回のみ実施となった。

Ｃコース通信、オープンスクール、ＨＰなどにより、情報発信することができた。

教育施設課への説明・働きかけが出来た。

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

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

校舎等で修繕については、迅速な対応を心がける。また、艇庫などの老朽施設の改修は、早期に実現できるよう要望して
いく

・毎朝の立哨の指導などの様子を見ると、よく指導されて、
頭が下がる思いです。今後も継続をお願いします。

・生徒のアンケート結果から見ても日頃の指導がよくなされ
ている様子がわかる。ただ、少数ながら低い評価をつけてい
る生徒もいるので、ここのフォローは必要である。

・オープンスクールを通して、ミスマッチを防いでいると思う。

・県外、島外への魅力発信やオープンスクールを充実させて
いることから、生徒募集で良い結果が出ている。今後は、こ
の取り組みを島内にも広げていいって欲しい。

・島内へPR活動を工夫して、地域の大人の意識を変える必
要がある。

・生徒の教員との距離感が非常に良く、コミュニケーションが
よくとれていると思う。

・学校のPRチラシを来年度は島前地区にも配布した方が良
い。

・放課後の使い方で、メインとなっている資格取得に向けて
の補習と部活動との時間の取り方が難しいと思う。ただ、メイ
ンの資格への取り組みは大切にして欲しい。

・ホームページは非常に充実しているが、どうしても見に来る
人を待つ受け身になってしまう。SNSなどを利用してのつぶ
やきが学校の雰囲気などを発信する良いツールになる。現
在、この方面に詳しいコーディネーターの方が配置されてい
るので、これを進めていくチャンスである。

・コンソーシアムのグランドデザインなど非常にわかりやすく
て良い。これからも何を目指すか、何を魅力とするかをぶれ
ずに、取り組みを継続して欲しい。

・海洋訓練、乗船実習など「ありえない非日常」を体験でき
る。この魅力をしっかり発信していくことが大事。

・地域合同での防災訓練を行いたい。

これもコロナの関係で受け入れが難しくあまり行うことができなかった。

LHRを通して人権意識向上への思いは伝わった。昨年度に続き3年生2回目のLHRを「現代社会」の授業で行った。

施設設備の保守点検、事前準備、事前指導、実習中の指導を徹底し、安全に配慮した実習を行うことができた。

今年度は校内の改修工事にともない、安全点検は実施していない。

コロナ禍で対外的な学校行事はできなかったが、できる限りの中で対応した。PTA活動は役員に積極的に連絡を
取り停滞しないように努力した。

先生方からの意見、反省等を聞き変更を行うように努めた。事前の周知は努力したが、十分でないときもあった。

ワカメ種苗生産、種苗配布、カキ食害生物の駆除について、地域や行政と連携し、成果を挙げることができた。

基本的な授業時間確保を優先したため、今年度は難しかった。

B

Ｂ

検診結果や保健室への来室時を中心に、生徒との対話、相談を通して、本人の心と体の健康状態の把握につな
がるよう努めた。

B

神海丸では実務に即した的確な指導が行われたが、船舶職員としての意識付けが十分ではない所もあった。

資格スケジュールと関連就職先情報をリンクさせ、進路意識に結びつけＨＲ等を活用しながら指導を行った。

コロナ禍で就職試験や入学試験が例年より遅いスタートとなったが、進路指導部と情報交換を密に行い、概ね希望
する進路に進むことができた。進路決定後は、安堵感から気の緩みがちな生徒も見られた。

日々の健康観察、先生方からの情報提供、生徒の訴えをもとに、関係各所への情報提供、情報共有に努めた。

地元漁船への体験乗船及び卒業生との懇談会を行う中で、５人の生徒が漁船等に就職した。

Ｂ

Ｂ

３年学年部

サバオリーブオイル漬けの製造に着手出来た。販売についてはコロナ禍もあり、本年度は実施出来なかった。

積極的に情報収集に努め、個々の生徒の能力に応じた海技士試験の指導を行い成果を得た。

B

舎監、担任・副担任を中心に適宜、面談等の対応を行い、組織的な指導を行うことができた。

コロナ感染防止対策のため、様々な行事が中止や縮小となり、上級生と下級生が交流する機会が減少したことも
あり、学年間の溝が深まるなど、連帯意識を持たせることが難しかった。

クラス担任との連携を密にしたことで頭髪、服装等について細かな指導と改善ができた。

B

早期から進路希望調査を行い、企業、関係機関、進路指導部と情報共有し生徒達は希望する進路先に内定した。

教務部

図書部

生徒指導部

日々の学校生活においての注意喚起を行った。　大きなトラブル事案がなく、概ね達成できた。

２年学年部

コース会で授業・実習作りを検討し、生徒の理解と実習効果を高めることができた。

アンケートの実施時期が不十分であったが、情報収集による早期対応をとることができた。

コロナ禍で短時間の委員会活動であったが、生徒自身が個々の担当を意識し主体的に活動することができた。

日々、継続的に指導をし、少しずつ向上したが、改善できなかった生徒もいた。

進路検討会を重ねて、組織として共通理解をしながらの進路指導ができた。引き続き生徒の意識向上に期待す
る。

【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）

人権・同和
教育部

B

総務部

B

人権同和教育や面接指導を通じ、人権感覚を育む指導を行い、進路決定に繋げることができた。

隠岐産のエッチュウバイを使用し缶詰を製造した。また、柑橘類のマーマレード試作を実施した。

対応できることは対応するようにした。外部への広報活動も例年通り行えた。写真等の整理も少しずつする様にし
ている。

地域の課題解決には取り組めなかったが、コロナ対策関係の製品開発に成果を得ることができた。

コロナ禍の状況で、研修などが実施出来なかった。

資格取得へ向けた学習について、工夫、教科を行う。

概ね達成できたが、生徒の能力差が大きく、できる生徒が時間を持てあます場面もあった。

Ａ

組織的に対応をし、感染予防ができたが、まだ課題は残る。

食品生産コース

教務部

B

ｃ

保健部

SC事業や外部機関との連携によって得た情報だけで無く、日々の生徒との対話で得た情報もフィードバックするよ
うに努めた。


