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           福岡県立八女工業高等学校長　　印

総合評価

・各科の特色を活かした
　ものづくり教育の充実

・学校説明会や出前授業等を積極的に行い、中学生への広報活動の充実に努める。

評価の基準　　　A：達成できた　　　B：ほぼ達成できた　　　C：あまり達成できなかった　　　D：達成できなかった

２学期以降の主な課題

学　務　課

評　　　　価（７　月）

・必要とされる資格を精選することで、計画的な資格取得を支援する。

・学級担任および教科担当者と連携し、対象生徒の把握と支援に努める。

・プロジェクター教室等の利用を促し、ICT機器を活用した授業改善を支援する。

・基礎学力テストの活用方法を検討し、基礎学力の向上を目指す。

・「学習計画シート」を活用し、生徒の自学自習力や先を見据えた計画性を育成する。

・研修課と連携し、研究授業月間の教科単位の時間割を調整することで、授業改善を支援する。

・成績改善対象者に対し、長期休業期間等を利用し、補習や支援を行う。

・授業時数の確保に努め、特別時間割にて調整を行う。

昨年度の成果と課題 本 年 度 重 点 目 標 具　体　的　目　標

評 価 項 目 具体的目標 具  体 的 方 策

・成績改善対象者や
 長期欠席者等への対応

・生徒の確かな学力の育成

・企業や大学との連携を推奨し、課題研究や実習等における質の高い教育実践を行う。

平成30年度　　学 校 自 己 評 価 表　　（計画段階　・　実施段階）

・授業の改善・充実に努める。
・教科指導力の向上を図る。
・学力の向上を目指し、確かな学力を育成する。

・主体的・対話的で深い学びのためのアクティブラーニング型授業の導入やICT機器の活用を図る。
・生徒が主体的・自発的に学び続けることができる環境の整備に努める。
・学年・学科と連携して確かな学力、技術、技能の定着を図り、学力向上に努める。

・基本的生活習慣を確立し自立の精神を育てる。
・心豊かな人間の育成を目指す。

・職員間の情報の共有と共通認識を深め、きめ細かな指導を実践する。
・好感の持てる挨拶・返事や清掃活動指導を徹底し、自己指導能力の向上を図る。

・キャリア教育の充実に努める。
・進路目標実現に向け努力を継続する生徒を育成する。

・体系的キャリア教育を推進し、自己理解と進路選択能力を育成する。
・生徒の能力・適性が最大限に生かせる進路の実現に努める。
・女子生徒の増加に伴い、将来を見据えた女子生徒へのキャリア教育の充実を図る。

・八工生としての誇りや充実感をもたせる。
・母校愛を育て、学校の一層の活性化を図る。

・各学科の特色を生かした資格取得。
・ものづくり教育充実に努め、自学自習力を育成する。
・工業高校生としての自覚を高める。

・人間尊重の精神を培う。
・いじめの撲滅に努める。

・地域に開かれた学校づくりに取り組む。

・生徒が主体的に運営する学校行事や部活動を展開することにより、全生徒が活躍できる場を提供する。
・リーダーの育成を進め、所属感や達成感を高める特別活動を展開する。

・ジュニアマイスター認定者の増加、ものづくりコンテストや各種コンテストへの積極的な参加に努める。
・課題研究を充実し、課題発見・課題解決能力の育成に取り組む。
・高大連携による共同調査や研究を進め、高度な専門知識を習得させる。
・今後我が国の産業界をけん引するリーダーとして活躍できる資質能力を習得させる。

・豊かな人間性を育む道徳教育の充実を図り、社会の一員としての自らの在り方、生き方を考える力を育て
る。
・教育相談の充実と、PTAや外部機関と連携し、いじめや不登校の防止に努める。

・ＨＰ、定期的中学校訪問等の積極的戦略的広報活動に取り組む。
・体育祭や八工祭、夏休みものづくり教室等、学校行事の充実を図る。

学　 校　 運　営　計　画　　（４　月）

学校運営方針
校訓の精神を踏まえ,これまで引き継がれてきた教育方針を継承した上で、新しい時代に必要となる資質・能力を育成するために、実践的・体験的な学習活動を通し
て、自ら課題を見出し、新たな価値を生み出す、将来の実践的技術者の育成に努める。

【成果】
　ジュニアマイスター認定者数連続前期日
本一をはじめ、進路実績、部活動、ものづ
くり、資格取得等その成果は顕著であっ
た。全職員で学校づくりに取り組み、地域
に認められる充実した教育活動を実践す

ることができた。

【課題】
　本年度は、これまでの成果を基に、グロ
－バル化や情報化に対応できる生徒の育
成を目指し、組織的に動ける職員集団へ
の意識転換を行い、2年後の創立１００周
年へ向かって未来展望を持った様々な実

効ある取り組みを迅速に行っていく。
　また、「学び」のキーコンセプト（４C）を合
言葉に、「鍛ほめ福岡メソッド」の実践を図

る。

基本コンセプト（４C）を中心に据えた教育活動の展開

・Challenge（挑戦）：課題を設定し、最後まで粘り強く取り組む生徒の育成
・Creation（創造）：フレキシブルかつポジティブな発想と行動力で課題に取り組む生徒の育成
・Collaboration（協働）：仲間と力を合わせ課題解決に取り組む生徒の育成
・Contribution（貢献）：自らの責任と役割を自覚し、社会や集団の目標達成へ努力する生徒の育成

７５



（２／６）

・図書館蔵書の充実を図り、館内整備に努め、利用しやすい環境づくりをする。

・校内読書感想文・小論文ｺﾝｸｰﾙを開催し、表現力の育成を図る(国語科と共催)。

・生徒の自主的活動の充実

評価の基準　　　A：達成できた　　　B：ほぼ達成できた　　　C：あまり達成できなかった　　　D：達成できなかった

・行事でのＩＣＴ機器活用を推進する。

・PTA及び同窓会主催行事において、全職員で支援し協力する。

・本校の取組や生徒の活動状況を細やかに発信し、学校理解を深める。

・規範意識の醸成と
　自己指導能力の育成

・交通安全教育の推進

・生徒図書委員会の活性化
・他校の委員会活動との交流や読書会など、研修会への積極的な参加を促す。

・生徒図書委員会による図書館報の発行、カウンター当番などの主体的活動を促す。

・全校読書会・意見交流会を実施し、読書への関心を高め、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力を培う。

・知性と教養を育む自己研鑽の場、適切な情報発信の場となるよう努める。

・芸術教室で一流の芸術・芸能に触れさせ、感性を養い、鑑賞マナーを身に付けさせ
る。

図書課

企画庶務課

・中学校訪問時の資料等常に更新し、最新の情報発信に努める。

・PTA・同窓会との連携を深め、
　活動を支援する

・朝礼後に業務の進捗状況を共有し、共通理解に努める。

・校内ネットワークを活用し、業務の効率化に努める。
・綿密な行事計画の企画立案を
　行う

・文化的行事の運営と情操の涵養

・関連部署との連携を図 り 、
　データの活用を推進する

生徒指導課

・学校図書館の充実と利用促進 ・来館者と貸出し冊数の増加のため、選書方法の改善や広報活動に努める。

情報推進課

広報課 ・広報活動の促進・充実

・ＩＣＴの活用を推進する

・地域に信頼される学校を築くための生徒一人一人の意識づくりを行う。

・学校行事等における生徒の自主的運営の更なる充実を目指す。

・挨拶運動等、生徒の自主的啓発活動の充実を図る。
・生徒会中心に生徒の主体的な活動を促していくとともに、八工生としての誇りや責任
感
  をもたせる。

・部活動の充実と推進を図る。

・保護者や地域との連携を図り、交通安全教育の充実に努める。

・登下校の交通指導や二輪車安全教室を通して、交通ルール・マナーに関する意識の
  高揚を図る。

・「いじめ防止・撲滅」に対する全職員・生徒の意識の高揚を図るとともに、「いじめの早
期
 発見・早期対応」を組織的に実践する。

・八工Ｎｅｗｓを年５回以上発行し、年３回以上筑後市内に回覧する。

・ＳＮＳ等に関する内容については、情報推進課と連携を図り、情報モラル教育の推進
や

・ネットワークセキュリティを確保し、情報漏洩防止に努める。

・ネットワークの安定運用に努める。

・行事記録を整理し、関連部署との連携を推進する。

・学校ＨＰ、正門・校内掲示板の迅速な更新、管理運営を行う。

・電子黒板の活用を推進し、ＩＣＴを活用した学びを積極的にサポートする。

・学校案内を充実させ、本校に興味が持てるものにする。

・各科、各分掌と連携し既存データの整理・整頓を図る。

・業務分担や内容の明確化を図り、早めに取り掛かれるように提示する。

・より多くの保護者に来校していただけるよう、広報活動を徹底する。

・行事の実施案を早期に提示し、調整の時間的な余裕を持たせる。
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・公務員希望者の全員採用を目指す

・学年団協力の下、専門教科と基礎学力の向上を目指して学習支援を行う。

・朝課外や土曜セミナーの学習支援を継続し、普通科と協力しながら組織的な取組を行
　う。

女子支援課

・将来を見据えたキャリア教育の
  推進を図る

・企業が求める女子社員像などの情報をいち早く担任・生徒に伝える。

・研修成果の還元・共有

・授業改善の推進

・研究授業月間を設け、共通テーマの下に授業改善に努め、教科の指導力向上を図る。

研修課

評価の基準　　　A：達成できた　　　B：ほぼ達成できた　　　C：あまり達成できなかった　　　D：達成できなかった

・授業アンケートを年２回実施し、教員の授業改善と生徒の自学力育成を図る。

・「主体的・対話的で深い学び」のための授業改善を推進する研修を実施する。

・研究紀要の作成を計画的に行い、研修の成果を確実に職員に還元する。

・各研修会の報告会を実施し、研修成果を共有する。

・職員研修の充実

・組織的な指導体制をつくり、充実した初任者研修を実施する。

・教員の自己研鑽の場として、校外研修への積極的な参加を促す。

・本校の教育課題に応じた校内職員研修会の充実を図る。

・授業アンケートの集計・結果報告書作成等を速やかに行い、結果を還元する。

・更衣室やトイレの使用のルール・マナーを徹底し、美化に努めさせる。

・卒業生からの実体験を聞く機会を設け、進路情報を科を越えて生徒に伝える。

・自己の健康管理や護身に関心を持たせ、自己管理能力を育てる。

・積極的生徒指導を実施し、高校生らしい身だしなみを常に保てる力を育てる。

・基本的生活習慣を確立する

・個人面談を実施し、生徒一人ひとりの自己発見・自己実現をサポートする。

・女子支援課協力の下、女子の就職先も希望通り実現させる。

・キャリア教育の推進を図る

・自ら進路選択が出来る様、進路ガイダンス・企業報告会を行い情報提供を行う。

・「進路指導の手引き」を発行し、目標を持たせ自ら取り組める様、支援体制の充実に努
  める。

・美化意識の向上と環境保全

・修学支援・教育相談の充実

・一人一人の人権が大切にされている学校づくりを進めることによって修学保障につなげる。

・生徒・保護者に対する啓発や情報提供に努め、相談しやすい体制をつくる。

・担任をはじめ、関係分掌・諸機関と連携して組織的な修学支援を行う。

・美化委員としての美化に対する意識を、学校行事を通して高めていく。

進路指導課

・進学希望者を第一志望での
　１００％合格を目指す ・朝課外や土曜セミナーで組織的な取り組みを行い、充実した学習支援体制を確立す

る。

・将来設計（技術者や教師等）について、的確なアドバイスが出来る様に、入試に関する
  詳しい情報収集に努める。

・自己管理能力の育成

保健・環境課

・校内美化についての意識の向上を、美化委員会を定例化する中で育んでいく。

・日々の健康観察を通じて感染症等の予防と早期対応による感染防止に努める。

・企業就職希望者を一次募集での
　１００％合格を目指す

・美化委員長を中心に各クラス美化委員が、清掃への取組を積極的に行う。

・各種行事を通じての健康・安全への啓発と実践力の育成を図る。

・保健委員長をリーダーとし、保健委員会の自主的活動の活性化を図る。

・求人情報を収集し、担任を通じて生徒や保護者へ提供する体制づくりを行う。
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第３学年

・社会人として必要な自己管理能力
を育成する

第２学年

・基本的な生活習慣を身に付ける

・皆勤賞８０％を目指す。
・HR、学年集会を通して規範意識の向上を図る。

・進路意識を向上させる

・自立した生徒を育成する

第１学年

・基本的生活習慣の指導を徹底す
る

・遅刻欠席が多い生徒に対しては面談等を行い、家庭と連携して組織的に原因の追究
と
　改善を図る。

・学校の教育活動全体を通じて人権教育を推進し、人権が大切にされている学校づくり
に
　努める。
・生徒の実態とニーズに応じた人権教育を実施し、人権が大切にされている社会を創造
　する主体を育てる。

・人権教育に関する情報提供に努めるとともに、職員の研修参加態勢の充実を図る。

・人権教育の充実と推進

電子機械科

・体系的キャリア教育により、生徒
自身が自分の進路実現に向けて主
体的に行動できる能力を育成する

・リーダーシップの育成および協働的な意欲と態度の育成に努める。

・インターンシップを通して職業観、勤労観を育成する。
・進路実現だけでなく、そこで活躍できる生徒を育成する。

・挨拶、礼儀、マナー等を身に着けさせ、八工生としての自覚ある行動をさせる。

・状況を正確に判断し、自ら考え
　行動できるタフな人材を育成する

・ものづくりコンテスト、ロボット競技に協力し合って取り組み、上位入賞を目指す。

・課題研究を充実させ、技術力・社会性・協調性や課題解決能力の育成を図る。

・基本的生活習慣の指導を徹底す
る

・自宅学習の習慣を身につけさせることを意識しながらの指導を行う。

・声かけ等で生徒とのコミュニケーションに努め、生徒の状況の把握に努める。

・欠席・遅刻・早退数ゼロを目指し、服装・頭髪の乱れを注意・指導する。

・個々の進路目標を達成させる
・キャリア教育部および各専門学科と連携を密にして指導を行う。
・個々が希望する進路を全員実現させる。

・科の特性をふまえた適切な説明や助言に努める。

・職員、生徒ともに専門性を高める

評価の基準　　　A：達成できた　　　B：ほぼ達成できた　　　C：あまり達成できなかった　　　D：達成できなかった

・進路について、本人・保護者の希望聴取をしっかりと行い、尊重する。

・高校生としてふさわしい身だしなみ、礼儀、ルールやマナーの大切さを理解させ、自覚
　ある行動がとれるようにする。

・コミュニケーション能力を向上させ、社会で協働できる能力を育成する。

・基礎学力の向上
・進路実現に向けて専門的な資格取得や競技会へ積極的に挑戦させる。
・目標を持たせ意欲的に学習する態度を育成する。

・規範意識の向上

・やらされているのでなく、素直に行動できる主体的行動力を身に付ける。

・校内のルールや社会的マナーを遵守させる。
・社会的責任を担う職業人としての倫理観を醸成する。

・家庭学習の習慣を定着させる。
・主体的に学習できる環境づくり、意識づくりを行う。

・基本的生活習慣を確立させる。
・１カ年皆勤者80％、３カ年皆勤者50％を実現する。

人権教育

・生徒が主体的に考えて行動する力を育てる。
・次年度に向け学校行事等を通してリーダーの育成をする。

・コミュニケーション能力を育成する。
・自律から自立を目指す。

・授業において基礎的、基本的な知識・技術をしっかり身に付け考える力を高める。
・生徒それぞれの進路に応じた適性を実習等を通じて体験的に理解させる。

・進路目標を明確にし、その実現を目指して自ら授業に取り組むよう促す。
・実社会で生き抜くために必要な学力を身につけさせる。

・自ら考え、判断し、挑戦する機会をできるだけ多く設け、課題解決能力獲得の契機とする。

・最上級生としての自覚を持たせる。
・学校行事や日常の学校生活において、常に下級生の模範となる責任ある行動がとれ
る
　ようにする。

・製図検定や技能検定機械系保全作業３級等の専門性にあった資格取得を目指す。

・日頃からコミュニケーション能力を会得させることを意識して指導を行う。



（５／６）

電気科

・学校行事を、生徒主体で行わせることにより、自ら考え行動する力を育てる。

・社会的なマナーに則った行動のできる生徒を育成していく。

・基礎･基本を重視し、特に電気基礎・電子回路の指導を充実する。

・ＩＴパスポートなど専門的な資格取得を強化し、希望する生徒の５０％以上の合格率を
目
 指す。・コミュニケーション能力の育成のため、自らの考えや意見を出し合う機会をつくる。

・あらゆる機会で発言する場を設け、社会で必要とされているコミュニケーション能力の
向
 上を目指す。
・産学官連携産業人材育成事業・工場見学などを活用し、しっかりとした職業観･勤労観
 を育む。

・３年担任をサポートし、一人ひとりの進路実現を目指す。

・家庭学習を充実させ、ジュニアマイスター認定２０名以上を実現する。

・ものづくりコンテスト(電子回路組立部門)の上位入賞を目指し、さらに取り組みを強化
す

・遅刻・欠席・早退を減らし、各学年において皆勤者を２５名以上目指す。

・時間厳守と、身だしなみの指導を徹底する。

・クラス担任や教科担当者と協力しながら、生徒の状況を的確に把握し、早期に効果的
な
　指導を行う。

・高度資格の指導を行い、自ら学び成長する意識を育てる。

・全職員で学習指導や面接指導、インターンシップ、企業訪問等に力を入れる。

（学習指導)
・キャリア教育を充実し、主体的に
進路を選択できる能力を育む
・基礎と基本を重視した学習指導を
行い、学力の向上を図る
・資格取得のための指導充実を図
る

（進路指導）
・実践的技術者としての意識と資質
を育む
・ものづくり活動の指導を充実する

情報技術科

（生徒指導）
・基本的生活習慣の徹底を図る
・自ら考え行動する力を育て、心豊
かな人間の育成を目指す
・科会議を通して、生徒状況を把握
し連携協力する

・学校や科・クラスへの帰属意識を高め、学校行事に積極的に参加する意識を養う。

・日頃より服装、挨拶、清掃、遅刻、欠席、言葉遣い等に対しての指導を徹底する。

・座学と実験・実習との連携を進め
専門教科の指導を充実させる
・自ら学習する態度の育成を目指
す

・進路先の実務内容に対応できる実習内容を目指す。

・課題研究を中心に、課題発見・課題解決能力を育成するために創意工夫した取組み
ができるように指導をする。

・ものづくりコンテスト自動車整備部門で県大会以上の優勝を目指す。

・エコデンカー全国大会に出場し、上位入賞を目指す。

・各種検定・資格試験の合格率８０％を目指す。

評価の基準　　　A：達成できた　　　B：ほぼ達成できた　　　C：あまり達成できなかった　　　D：達成できなかった

自動車科

・基本的生活習慣を確立する

・欠席・遅刻・早退を減らし、基本的生活習慣を確立させる。
　１カ年皆勤者８０％を実現させる。

・第二種電気工事士の全員取得を目指す。

・社会人としての基本マナーを習得
させる
・インターンシップや工場見学を通
して職業観・勤労観を養う

・好感の持てる挨拶や返事・言葉遣い及び頭髪服装指導を徹底し、自尊感情の育成を
図
　る。

・定期的に科会議を開き、生徒の状況把握に努め、科職員全体で連携して指導に当たる。

・自己理解と進路選択能力の育成
を図る

・３年生全員の就職・進学等の進路実現を図る。

・インターンシップや教育活動を通して進路に対する意識を高め、職業観や勤労観の育
成を図る。

・専門教科や資格取得の指導を充
実させる

・基礎学力の向上を図り、家庭学習の定着を図る。

・生徒が主体的に学び続ける授業展開を行い、生徒自ら学ぶ姿勢を身に付けさせる。

・ものづくりに関連する項目を各学年で設定し、生徒の意欲・関心を高め、学力の向上
に繋げる。

・問題解決能力とコミュニケーション能力及びプレゼンテーション能力の育成を図る。

・第二種電気工事士の全員取得を
目指す
・職員間で協力し、生徒の進路実現
を目指す

・インターンシップや工場見学を通して、電気の業務に必要とされる責任感・使命感等の人間性
を
　育む。



（６／６）

評価の基準　　　A：達成できた　　　B：ほぼ達成できた　　　C：あまり達成できなかった　　　D：達成できなかった

工業化学科

・学習意欲と学力の向上を目指し、
確かな学力を育成する

・座学・実習・課題研究内容の充実を図る。

土木科

・生徒が主体的・自発的に学ぶ環境の整備と学習支援を行う。
・学習意欲の高揚と学力向上に努める。

・職員の専門教科における情報の共有を深める。
・資格取得や進路実現の為の指導充実を図る。

・好感の持てる挨拶、返事や清掃活動の指導を徹底し社会マナーを育成する。

・資格取得やものづくり教育の充実
に努める

・進路選択能力の育成を図る

・土木技術者としての意識を育成す
る

・インターンシップ、現場見学等の現場体験を促し、進路意識を高める。
・高度熟練者による実習指導、出前講座を活用し生徒の勤労観・職業観を育成する。

・基礎と基本を重視した学習指導を行い、学力の向上を図る。
・グループ学習等を通して生徒を主体とした授業の展開に努める。

・基本的生活習慣を確立する

・実社会で生きる力を育成する

・学習に対する意欲関心を高める

・主体的に学ぶ力を育成する

・職員間での生徒情報の共有と共通認識を深め、きめ細かな指導を行う。

・ものづくりコンテスト（測量部門）の九州大会上位入賞を目指す。

・遅刻、早退、欠席を減らし各学年皆勤３０名以上を目指す。

・就職試験における企業内定100％と公務員合格者数の増加を目指す。
・教科、面接指導など指導体制の確立と学習支援の充実を図る。

・５分前行動など、時間厳守を徹底する。
・授業、実習、行事などを通し、社会人としてのマナーなど生きる力を育成する。

・測量士補合格２５名以上及び２級施工管理技術検定３０名以上合格を目指す。
・ジュニアマイスター認定者２５名以上を目指す。

・資格指導とキャリア教育の充実に
努め、進路実現を目指す

・専門性の高い資格（危険物取扱者甲種・高圧ガス製造保安責任者・ボイラー技士・公
害
  防止管理者等）の指導を充実させる。

・第一希望100％の進路実現を目指し、学習・面接等の指導を行う。

・実践的な実習指導（インターンシップ・工場見学・高度熟練者等）の機会を通して、進路
  に対する意識を高めさせ、自ら将来を切り開いていく力を育てる。

・ジュニアマイスター認定者を増やし、資格取得率の向上を目指す。

・女子生徒の進路希望実現に向けて、キャリア教育部、学年と連携して取り組む。

・基本的生活習慣を確立させ、規範
意識を育成する

・挨拶・返事、服装・頭髪等の基本的生活習慣について全職員で指導する。

・欠席、遅刻、早退を減らし、各学年２５名以上の皆勤者を目指す。

・清掃活動の指導を徹底し、教室・実習室等の整理整頓を行い、学習環境を整える。

・定期的に科会議を開き、生徒の状況把握に努め全職員で指導する。

・自ら課題を見つけ、問題解決を図る能力の育成に努める。

・ものづくりコンテスト（化学分析部門）に向けて、計画的に取り組み県大会優勝を目指
  し、専門分野に対する意識を高めさせる。

・家庭学習も含めた学習習慣を確立させ、主体的・自発的に学習に取り組むように意欲
  の向上を図る。


