令和3年度
校訓

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
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校
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（島根県立隠岐水産高等学校）

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。
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。

教育目標

評価計画
重点努力目標

新校務支援システムが定着するように担当者を中心にサポートしていく。

各部
分掌
教務部

コロナ禍に対応した館内整備が出来た。
図書部

上級海技士資格や関連資格の取得へ向けた取り組みを強化する。

コース会での情報交換（教員間のコミュニケーションと連携）
地域のニーズに対応しつつ、生徒・職員数にあった実習計画を立ててそれに沿った実習を行う。（缶詰目標缶数 年間２万缶）衛生面
の指導の教科・徹底を図ることで、生徒の意識を向上させる実習の様子の記録を撮り、反省や次の計画に役立てる。
教員間の情報を密にし、生徒個々の能力・特性し適切な指導を行う。

海洋テクノコース 関係の教職員間で生徒の学習状況に関する情報を共有し、指導に役立てた。

エンジニアコース
食品生産コース
専攻科

今後も継続して安全最優先を心掛けた実習の実施を行う。

Ｂ
Ａ

引き続き組織的な学習指導を継続するために、コース内で情報共有を密にする。

Ｂ

乗船実習中の海技士対策について、学校と指導教官とが連携した指導を継続的に行う。

委員会やクラス担任と連携を密にし、早期発見・対応を行うことができた。

より効果的な指導を行うため、教職員間での情報共有・連携ができるように努める。

Ａ

早期発見・早期対応ができるよう、教員間での情報共有と連携を密にする。
教員間での連携をより密にし、情報収集による早期対応を徹底する。

生徒が主体的に活動に取り組めるよう、積極的に地域との連携を行う。

自己肯定感を育成し、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・整理整頓など）。
他との関わり方や社会人で求められる規範意識の育成を行う。
乗船実習や座学をとおし、船舶職員に求められる実務と精神を育成する。

舎務部
専攻科

体調管理をし、皆勤を目指す。挨拶がしっかり出来るようになる。

学年部でスケジュール等の自己管理ができるように共通認識をもって指導する。

1年学年部

3年学年部

自ら意欲的に寮の運営に関われるように寮役員への助言や丁寧な指導を行う。

進路指導部と連携を密にし、進路課委託・情報収集に努める。
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。
進路を見据え、各科や各資格担当者と協力して試験案内等を工夫し、資格取得を奨励する。

海洋テクノコース
専攻科

頭髪について、大きく崩れる生徒も出ず、生徒指導部との連携もできていた。服装指導では、ボタンを外している生徒がおり、その場で指導
し、改善させた。
年度初めに周囲への配慮に欠けた言動が見られ、生徒指導部と連携して指導を行った。その後改善され、社会性と規範意識の向上が見ら
れた。
生徒自ら質問へ行く態度を養うよう自発行動を促し、教科担当教員にも協力いただき、目標実現を目指した。
自己管理ができているか適宜声かけし、生徒が責任間を持って取り組めるよう促した。
コロナ禍による、制限はあったもの可能な範囲での事は出来た。求人票はHPに掲載は出来なかったが、進路指導部としての情報提示は可
能。
通常の形態でのガイダンスは出来なかったがオンラインで可能なものは実行できた。卒業生とオンラインでの体験を聞く機会も出来た。海洋
生産科に対して充分な対応が出来なかった。

コロナ禍で多くの行事が中止や変更になり、交流する機会の減少などで学年間で意思疎通が思うようにいかず、相手の気持ちを汲み取るこ
とができなかった。
新型コロナウイルス感染状況を鑑み、まき網体験は中止としたが課題研究において、地域漁業者との交流を実施した。
漁業実習を継続的に実施し、漁業への理解を深めさせた。
進路指導部との情報共有を密にしたことで、生徒自身が希望する進路先に内定することができた。
教科担当、進路指導部や副担任と協力して面談の内容を情報共有し、生徒への指導に生かせた。

２年学年部
進路を意識した試験案内を行い、資格取得に向かう意識を高めた。

面接指導等は科の枠を超えて実施する。
学年会・進路指導部と連携して進路検討会を定期的に実施し情報共有を図る。

幼さが残り、中学生感覚のままの生徒がルールが守れなかったり、周りに迷惑をかけている。指導を行っても時間の経過とともに反省が薄
らいでいくのが気になっている。

担任を中心に、学年会・進路指導部で進路希望状況に関する情報共有を適宜図った。

保健室に来室する生徒は概ね決まっているが、それ以外の生徒の中にも不安定な生徒がいると思われる。「保健だより」を積
極的に発行し、生徒が安全・安心な学校生活ができるようにサポートしたい。
関係者への情報提供は必要に応じて行ったが、個人情報を含むので全体周知は行っていない。必要な場合、保健部へ問い合
わせてもらえば情報提供できる準備をしたい。
時間を守る、挨拶をする、整理整頓などの必要性を理解し、基本的な生活習慣の見直しを行う。

B

2年次になりコースに分かれたり、実習が入ってくる。授業も高度になり現状のままでは適応できないことを厳しく、繰り返し指導
していきたい。

A

今後も学年部、各教科担当と協力し、自発行動を促す。

３年生の６月までは進路指導部と３年学年部とタイアップしてのLHR計画を立てる。

B

状況に応じてオンラインのガイダンスの機会を増やす。（対保護者含む）。次年度５月に境港において、近隣水産高校に対す
る、企業説明会計画中（旅費支給有り）。S科には卒業生の経験談を聞かせる機会を設ける。
寮の規定通りに寮役員を選出し、寮役員を中心として寮生全員が何かしらの寮運営に関わられるようする。

Ｂ
B
Ａ
C

寮生自らアイディアを出し、新しい行事を考えたり地域との交流などを活発におこなっていく。

人権的素養および道徳的素養を身につけるため日頃の教育活動の他に講演会などを計画・実施する。
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、総務部内での情報共有を行う。
時代に対応した学校運営を考えて、改善点はその時点で柔軟に対応する。反省を適宜行い反映させる。
学校行事の推進に努め、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、ＰＴＡや地域の方々の積極的な参加を促し、コミュ
ニケーションをとる。

総務部

小学校の遠足対応、中学校の学校説明会など要望があれば可能な限り要望に応える。時宜に対応したＰＴＡたよりを考える。学校案
内、隠岐水通信の発信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。
魅力ある教科横断的な実習円滑に進められるようにサポートする。
実習内容を記録し、コース通信等、積極的な情報発信を行う。
企業・施設などと連携した設備製作に取り組む。
地域向けカレンダー発行、コース通信発行に取り組む。
小中学校、養護学校との交流学習や出前授業を行う実習製品の地域への販売による学校のＰＲを行う。
地域産業界との連携を図る（大学、商工会、業者、漁協等）実習の原料をなるべく地元のものを使い、地産地消を目指す。

希望者について漁船の見学会を企画し、漁業を学ぶ機会を増やす。

教務部

面談や調査を使って、生徒の進路希望先を把握しつつ、生徒の適性を考慮しながら進路指導を進める。

A

今後も進路希望状況に関する情報共有をこまめに図る。

小学生、園児などの見学や学習活動を通して、資源生産コースの魅力を発信する。
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。

食品生産コース

資源生産コース

保健部

スクールカウンセラー事業の時間拡充を県へ要望している。特別支援に関しても隠岐地区特別支援CO会で連携をとりながら
進めていく。
生徒の気になる様子があれば、保健部への報提供をお願いしたい。

B

状況に応じた学校行事を考えながら、関係部署と連携しながら早めに周知するようにする。また、改善点、変更点を言いやすい
環境をつくる。

B

コロナによる制限が多い中、各コースでできる限りのことを行った。

建設的な意見が多数出たことで、地域との情報共有が強化され、地域の課題解決に取り組むことができた。
カレンダー100部発行により、魅力ある教育活動を積極的に情報発信することができた。
コロナ禍で交流学習、販売実習は行えなかった。

ワカメの種苗生産、民間事業者への技術指導・協力、カキの食害生物の駆除について、概ね達成することができた。
児童や園児の遠足や社会科学習を通して、ヒラメやキンギョの養殖、水産生物への興味・関心を高めることができた。
１学期の安全点検を行わなかった。２学期末に行い、改善要望箇所の確認と、事務との調整を行っている。
先生方の協力で生徒と共同して清掃活動や環境美化に努めてもらった。

写真整理は機器の購入や、担当者を明確にするなどで全教員が使用しやすくし、担任等が通信に使えるように機器等の補充
を行いたい。

Ｃ
B
Ａ
B

コロナ禍でどのよな形で行っていくことができるか考えていく。

今年度の取組状況を基に地域と連携をより深め、積極的な地域貢献活動に努める。
コース通信の発行数を増やし、積極的な情報発信で生徒募集に努める。
水産物、農産物問わずに地元原料を取り入れた取組を継続して行っていく。

B

地域の問題を解決できるよう引き続き、隠岐支庁や役場などと連携を深め、協働していきたい。
中学生、小学生、園児に対して、それぞれの年齢に合わせた体験内容や方法を工夫する。
学期末に定期的に行う。経費がともなうので、事務と相談しながら順次改善していく。
清掃用具の確認と補充をおこない、清掃活動や環境美化活動を充実させる。
事務部との協議により、不適切な保護具の処分と購入に務める。

Ａ

修理だけでは限界があるため、生徒が安全安心な実習教育をできるよう、事務部と協議し不良機器類の購入に努める。

Ｂ

実習時のあらゆる危険箇所とその確認方法について意識させ、徹底した安全確認を行うことが出来た。

引き続き安全を最優先した実習指導に努める。

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。

来校者、電話での態度や言葉遣いに十分に注意し、不快な思いをさせないよう対応を心がけた

今までの対応を継続し、引き続き不快な思いをさせないよう対応する

事務部

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。
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。

管理業者と情報を共有し、予算措置から現場での対応は実施出来たと考えているが、予算や時間の関係で困難な場合もあった

Ｂ

冷暖房については教職員等の協力を得て対応することが出来た。
学校

組織的に対応をし、感染予防に努めたが、まだ課題は残る。

Ｂ

今年度はコース通信の作成が１度であったので、次年度からは学期に１度はコース通信を発信する。

地元産イチゴを原料としたイチゴジャム製作を課題研究の中で取り組んでいく。

Ｂ
Ｂ

実習前での安全点検・適切な着用について指導することができた。
エンジニアコース 油量不足・異音・不良箇所の早期発見、早期修理により、安全な実習を実施することができた。

ＰＴＡの参加が少なくなったとの指摘があったが、コロナ禍や学校生徒、学校の状況など、すべてを勘案しながらの対応を考え
た。今後もそうなると思うので、保護者の方に説明し理解をいただくように情報発信する。

作業における指さし確認の徹底。

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。

Ｂ

生徒の同和問題に対しての意識の温度差を縮めるように授業の時間配分や内容を考えたい。
次年度7月に同じ講師の方に来ていただき講演会を実施したい。

バイアヒージョ缶詰の試作で道筋が見えてきた。

保護具の点検と着用を徹底する。
使用前の工具類・機械類の安全確認を行う。

A

・ホームページでヨガ体験を見て、参加してみたいと
思った。また先生が個性的で、話しやすいと保護者か
らも聞く。

コロナ対応しながらの学校行事を行うように検討し、できる限り対応するようにした。助言等は検討し改善すべきことは対応した。改善点、変
更点はその時の状況に合わせるように努力した。ただ、全体としての事前周知が徹底できなかったのが、不十分１名の反省となっているの
かと思う。
コロナ禍対応のため、状況を見極めた参加をできる限り考え、参加をしてほしかったが、状況が許さなかった。できるときには豚汁などPTA
担当の努力により協力していただいた。感染状況が厳しい中での対応を迫られた。

・現在の水産高校は環境的にもうらやましい。生徒も
おとなしく、挨拶もきちんとする。人数は少ないが、目
がとどき指導もできる。今後も期待する。

資格取得の目的をしっかり持たせ、取得に必要な学習の質と量をこなす意志を強める。

7月に講演会を予定していたが、コロナで実施出来なかった。

海洋テクノコース 毎時実習を記録し、コース通信を作成した。出前授業を行い、中学生に情報を発信した。
エンジニアコース

Ｂ

１年次から早期に進路希望調査を実施し、進路指導部との情報共有を維持・継続する。

今年度は面接指導も学年会で計画したが実施出来なかった。進路指導部・教務部・学年会で連携して日程調整を行い、年度当
初に予定するよう検討する。

隠岐水通信は時宜を考えて対応した。また、学校案内等は、オープンスクール参加中学校や要望があればすぐに送付した。写真の整理等
は少しずつ考えながら方策を考え実行した。

隠岐の島の特産品となる製品を開発する。これに関連して隠岐ジオパーク推進協議会との連携を図る。
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。

担任の先生を中心に熱い思いをもってLHRを実施していただき、人権意識の向上につながった。3年続けて3年生2回目のの同和問題LHRを
現代社会の授業で行った。

・水産高校の情報や課題を共有するため町職員との
コミュニケーションが取れる仕組み作りが必要である。

感染症対策を十分にとった上で、まき網体験を実施する。

早期に企業見学を実施し、学習意欲喚起にもつなげる。

人権・同和
教育部

・資格をたくさん取得している。また資格取得が目標と
なっていおり生徒の学校生活の前向きな姿勢につな
がっている。

当該学年、クラスに対して臨機応変な対応を持って進路指導にあたる。

進路希望実現の為に必要な知識・技術を身に付けさせるよう指導を行う。

人権教育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。

・生徒さん、教員との交流、つながりを継続して創生に
つなげてもらいたい。

早め早めに情報を掲示していき、スケジュール帳などを利用し、自己管理を促す。

希望進路先への企業見学を実施し、就職後の見通しを立てさせる機会とした。
学校生活の人間関係にストレスを感じている生徒が多く、SCを必要とする生徒は後を絶たない。特別な支援を要する生徒も見受けられ、ど
のような支援ができるか検討を行っている。
担任を始め、部顧問や教科担当へ情報提供を積極的に行った。先生方にいろいろと配慮いただき、生徒のサポートに役立てた。

・カレンダーはとても良かった。継続してもらいたい。

HR活動・学校行事・部活動等でお互いを高め合える経験を積み、望ましい人間関係を構築できる能力を育む。

企業見学や社会奉仕活動を奨励し、勤労観を身に付けられる機会を設ける。
保健部

・島根県に２校水産高校があるので、コラボしてはどう
か。

教師に指導されて直すのではなく、自ら規律を守り、積極的な学校生活ができるような意識を育てる。

担任より適宜個別面談を実施し、適性を考慮した進路先を提示し、希望に応じた指導を実施した。

関係職員へ情報を提供し情報共有を図る。

・島外の生徒が学校や地域の方々と接し、関わる人が
たくさんいて、隠岐の島に残ってくれる生徒もいる。今
後も期待している。

社会に出るために必要なことだという認識を植え付け、教師も生徒も真剣に取り組む姿勢で臨むことを共通認識して指導する。

B

適性を考慮した進路先を検討するとともに、各々の進路に応じた個別指導を実践する。

関係部署と連携を密に取り、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る。

Ｂ

今だけを見るのではなく将来につながるという意識の再認識を行い、社会で必要とされる人財づくりを行う。
指導教官・神海丸乗組員との情報共有をより詳細にし、指導体制の継続・強化に努める。

学年会として、指導内容の統一を図り、学年会で事前指導を実施した。
３年学年部

・県外入学生やその保護者さんと話をする事がある。
皆さん、入学して良かった、隠岐に来て良かったと、生
の声を聞きとてもうれしい気持ちになった。隠岐水産
高校の「熱」を感じた。

Ａ

寮役員を中心とした、寮生からの意見集約など新たな動きがあったが、下級生まで波及することができなかった。
舎務部

地域の水産業体験や漁業者との交流をはかる。
水産・海洋関連産業に興味・関心を植え付ける実習を展開する。

Ｂ

３年学年部との情報共有をする事が出来た。
進路指導部

特に水産・海洋関連企業、地元企業についてガイダンス、企業見学を適宜（オンライン含む）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。
あらゆる教育活動を通じて勤労意識の醸成を行う。

神海丸での乗船をとおし、船舶職員に必要な資質育成と実務・精神を育成することができた。

チャイムと同時の授業開始、授業前後の挨拶、積極的な授業態度など、その都度指導を行い、少しずつ改善が見られた。
2年学年部

３年学年部・管理職と密に進路検討会を持ち、計画的で丁寧導を行う。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。
各種模試・進学補習・各学校の情報分析等、効果的な進路指導を行あい、進学保障をはかる。HPへの求人情報掲載。

宿直時での先生方の声掛けや指導によって、生徒自身の行動に変化が表れてきた。

A

一部の生徒が遅刻を繰り返した。何度も指導するも直っていない。他の生徒は基本的生活習慣が身につきだした。

他者に配慮した言動が取れるよう指導する。
自発的行動に対する適切な支援を行う。

コロナ感染防止による時程の変更等により寮生全体への指導が行き届かなく、起床時間などがルーズになった。

・寮のさらなる拡充につながる活動は良いと思う。今
後、県外募集につなげるために継続してもらいたい。
また良い方に行くと考える。

多くの教職員にも立哨指導に参加してもらい、継続的な声かけに努める。

健康診断や日頃の様子から気になる生徒には声をかけ、積極的な対応を心がけた。精神的な安定を保つための一助になっていると思われ
る。
毎日の健康観察は先生方にご協力いただき、継続して行えた。健康診断や健康相談も例年通り実施し、注意を要する生徒に関しては情報
提供を行った。

・高校選びで複数の高校のオープンスクールに参加し
たが、隠岐水産高校が良かったと聞いた。またその親
御さんが入学したくなったと言っていた。学校の魅力が
伝わっている。

コース内での情報共有を強化し、資格取得率の維持・向上に務める。

生徒個々の能力に応じた指導を行い、幅広い専門知識を定着させることができた。

クラス担任からの情報やクラス状況に応じてアンケート調査を実施することができ、面談回数を増やすことができた。

・ホームページなどで情報発信されている。また実習
や課題研究などで地域に出かけて連携し、実働してい
る。今後も継続してもらいたい。

資格取得に対してより意欲的に取り組めるよう動機付けに力を入れる。

コロナの影響により短時間の生徒会活動であったため、地域との連携・協働活動に取り組むことができなかった。

頭髪・服装等について共通認識を持ち、生徒指導部と連携して指導を行う。

学校安全お
6 よび危機管
理

ルーブリックを作成し、生徒に説明することで学習意欲の喚起に努める。

各種健康診断や応急処置、保健室来室時に対話をとおして、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。
保健部

Ｂ

学習資料を拡充するとともにオンライン等の学習形態での学びを提供することで、さらなる理解を促す。

A

地域と連携をとり地域と協働できる活動に取り組む。

時間厳守、掃除、あいさつ、授業態度に対する指導を徹底して行う。

① 地域や行政との連携をより一層
水産・海洋 深め、地域に貢献する積極的な
教育を担う 活動を推進する。
学校とし
5 て、魅力と ② 魅力ある教育活動を積極的に
活力ある学 情報発信し、生徒募集に努める
校づくりの
推進
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

ICT機器の利用がさらに増えるよう支援していきたい。

生徒指導部教員で連携を図り、より生徒会活動を活性化できるよう指導を行う。

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。

・水産高校の教育そのものが魅力的である。王道の道
を歩んでいけば良いと思う。

館内の環境整備や広報活動をさらに推進して生徒や先生方の利用を増やしたい。

生徒会役員が自身の担当を意識し主体的に活動ができるよう指導することができた。

始業前には、着席し授業の準備ができているように指導する。相手の気持ちを考えた思いやりの行動がとれるように指導する。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 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。

B

次年度も継続して新２年生にも継続指導を続け、より一層衛生面にも注意をはらえる心構えをつけさせる。総合実習でも計画
的な生産を行っていく。

頭髪・服装等についてクラス担任と連携を密にしたことで改善することができた。

提言・コメント

県の担当との連絡を密に行い、スムーズな活用ができるように引き続き努力していく。

A

校門での立哨指導の充実（挨拶と声かけ）
生徒指導部

評価
達成度

策

ほぼ目標値に近い生産実習を執り行えた。HACCP対応となるべく、手洗い、入室時のマナー、使用機材の二度洗いなど実行できた。

全教職員と連携を図り、全校体制で取り組むことができた。

各行事における委員会活動の活性化に取り組む。

人権教育、
道徳教育、
特別支援教
4
育を根底に
据えた教育
活動の推進

定期的なコース会実施により、計画どおりのスムーズな実習・国家資格補習を行うことができた。

全教職員と連携を図り、全校体制で取り組めるようにする。

生徒主体で各行事等が活性化できるよう、生徒自身が個々の担当を意識して行動できるよう適切な指導を行う。

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
望ましい勤
② 生徒・保護者へ、時宜を得た進路
労観の育成
3
情報を提供し、早期の進路目標
と進路指導
実現を図る
の充実
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

コース内での情報共有を密にしたことで、組織的な学習指導を継続することができた。

立哨指導やいじめアンケートなどクラス担任との連携により、細かな指導ができた。

各関係部署、委員会との連携を密にし情報把握に努める。

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

概ね達成できたが、栽培漁業技術検定については、高得点者が例年より少なかった。

善

粘り強く今後も継続的な指導を行っていく。

安全最優先の共通理解の元、実習では気象状況を十分考慮し、状況により実習内容を変更する等の対応を行った。
資源生産コース

厳しく、きめ細やかな指導を日々、学校の全ての場面で行う。

アンケートを定期的に行い、情報収集し早期発見に努める。

Ｃ

関係教職員で協力して海技士補習を実施して知識定着を図り、自主学習等の生徒の自主的な学習活動を推進した。

安全を最優先した実習を実践する。
資格取得の目的を伝え、生徒の個性に合わせた指導方法を工夫する。

昨年度より本の貸し出し数も昼休憩の利用者数も増加した。

改

時間割変更２週間前に申請をしてもらえるよう周知徹底を行っていく。

ICT機器を多くの先生方に利用していただいた。

生徒の興味や関心を高めるICT教材作りの支援を行う。

基礎･基本を重視した授業・実習に努める。

社会人とし
② 生徒一人ひとりの個性や適性・
て必要な資
能力の多面的理解に努め、計画
2 質の育成と
的かつ組織的な生徒指導・寄宿
基本的生活
舎指導を実践する
習慣の確立

新校務支援システム初年度ということもあり、混乱が生じた。

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。

指導方法の工夫に努め、わかりやすい授業実習を展開する。

評価
達成度

クラス活動等の急な時間割変更があり迷惑をかけることもあった

クラス単位での指導や個別の指導を行ったが、まだ全員への周知が図れているとはいいがたい。

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

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

取り組みと達成状況

各学年の早い段階で、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、確認を行う。

① 学びへ誘う授業を実践し、基礎学力
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。
の定着と学力の向上を図る

③ 複数の資格取得や上級海技士
資格取得を目指す

外部評価

自己評価
目的達成のための方策

授業時数確保、必要があれば補充等行う。また、非常勤の先生への連絡の確認と、時程変更への対応を確実に行う。

生徒が自ら
② 基礎・基本を重視した授業・実習
意欲的に取
1
の充実に努め、幅広い専門知識の
り組む学校
定着を図る
生活の展開

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

目指す学校像

管理業者との情報共有は継続し、教育施設課との情報共有も併せて実施する
暖房の方法（エアコンｏｒストーブ）について教職員等と協議し臨機応変な対応を心がける

B

課題及び対応策について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。

【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）

