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評価(３月)

年 度 重 点 目 標
　
１　キャリア教育の充実。

２　ものづくりや知財教育を中心とした「三工ブランド化」の推進。

３　授業規律の確立と授業技術を高め、「人を育てる授業」を展開する。

４　修学支援を迅速に進める。

５　組織的な道徳教育の展開。

具体的目標

教科指導と生徒指導の支援

企画・運営の円滑化

薬物乱用防止講演会・いのちの講演会などの各種講演会を実施し，正しい知識と強い意志，いのちの大切さや
他人を尊重する考えを身に付けさせる。

保健室来室の生徒の状況を把握し，担任だけでなくSC・訪問相談員などとの関わりを通して，適切な指導を行
う。

校内の水質検査・消毒液の補充等，環境衛生面の整備を図ると共に，保健便りにより感染症予防の啓発を図
る。

委員会活動の充実を図り，リーダーとしての資質育成と学校衛生面への貢献を目指す。

各委員会に責任を持たせ、具体的方策を立て取組ませることで、主体的運営の促進を図る。

評価項目 評価（３月） 次年度の主な課題

教務部

教務課

具体的方策

朝の１０分間読書に継続して取り組み、読書に親しむ雰囲気を醸成する。

図書委員会活動をサポートし、各種研修会等への積極的な参加を促す。

社会の出来事や各種記念日などに対応した図書の展示など、レイアウトやイベントの工夫を行う。

各種資格取得の推進を図り、取得状況の把握を行う。

図書館をインターネットとは異なる利点を持つ情報の入手経路として位置づけ、昨年以上に授業での活用や日
常の来館者の増加を図り、貸し出しの促進のための工夫をする。

学習活動に必要な蔵書等の資料を充実させるとともに、レファレンスサービス(資料提供)や広報に努める。

工業技術者の育成と自ら学ぶ力の向上

図書課
図書館利用を通して、知に親しむ生徒の育
成

各教科、担任、学年、生徒育成部、進路指導部と連携し、授業規律の確立と意欲的な学習態度の育成を図る。

自学自習やワンウィークトライアル等の効果的な活用と基礎学力定着の計画及び実施により基礎学力の向上を図る。

アクティブラーニングやＩＣＴ(情報通信技術)機器の活用を推進し、生徒が主体的・対話的な深い学びを通し
てたくましく生きる力を育成する。

各教科、担任、保護者との協力体制のもと欠点科目保有者に対する丁寧な指導を行い、成績の改善・学力の向上を図る。

学校運営計画(４月)

学 校 運 営 方 針
   地域や社会の次世代リーダーとして活躍できる人材を育成するために、校訓である「個性尊重」「自覚努力」「自学自習」「創作工夫」「知恩感謝」の精神を活かしつつ、「ものづくり」をと
おして地域や社会の持続的な発展を担う工業人の育成を図る。

昨年度の成果と課題
【成果】

・基本的生活習慣の確立（皆勤・精勤の増加）

・自学自習の定着及び資格取得の増加

・コンテスト、各種競技大会等、ものづくり活動での実績

・生徒会を中心とした生徒主体とする学校行事への取組

・企業及び大学等の情報収集と的確な指導による進路指導の充実

【課題】

・充実した授業(アクティブ・ラーニング)を展開することで、生徒の学力･技能

の養成に努める。

・学習指導要領の趣旨を踏まえた授業改善の推進

・自己指導能力の育成と生徒会活動等、生徒の主体的活動のさらなる推進

・「学校いじめ防止基本方針」に基づく、いじめ問題の未然防止、早期発見、

早期対応

・資格取得、「ものづくり」教育、知的財産教育の充実

・進路指導（ガイダンス、インターンシップ）の充実

・キャリア教育を充実させ、生徒の進路意識を高める。

具体的目標
１　「生徒一人ひとりの多様な進路実現」に向けたカリキュラムの展開を行い、就職だけでなく公務員や大学進学
等への進路指導体制の充実を図る。多様な生徒の可能性を伸ばす指導を充実させることで、生徒一人ひとりの
多様な進路に応じた教育を行う。また、大学等との接続についても対応を行う。

２　課題研究や実習を中心とした「ものづくり」や知財教育をとおした地域貢献を推進するとともに、「三工ならで
は」の活動を行う。 地域や社会の健全で持続的な発展を担う人材を育成するため、ボランティア活動、ユネスコ
スクール活動等を充実し、促進する。

３　「鍛ほめ福岡メソッド」の実践を推進し、「主体的・対話的で深い学び」に向けた「アクティブラーニング」を行
い、探求心の向上を行う。
   最先端科学技術の進展・グローバル化・産業構造変化等にともない、必要とされる専門知識・技術も変化及
び高度化しているため、教師自らが自己研鑽に励み、ICTを用いた授業づくり、実践学習を通じた学習意欲の向
上と維持に努める。そのためには、専門的な技術および知識の定着を行い、多様な課題に対応できる課題解決
能力を育成することが重要であり、「課題研究」等の自主的な学習活動をより一層充実させる。
４ 転退学を防ぐために「チーム三工」として関係機関と連携し、遅刻や欠席を繰り返す生徒の適切な指導法を協
議するとともに、生徒情報を職員会議で適宜報告し組織的対応につなげる。
ままた、担任は学期初めの二者面談や学期終わりの三者面談をとおして生徒理解に努め、生徒の心の変化を
見逃さない。なお、「知恩感謝」の念を持ち、いじめや暴力のない安心安全な学校づくりに努める。

５ 道徳的実践力を高めるため、人としての在り方・生き方を身につける道徳教育を展開する。
「　「凡事徹底」を図り、当たり前のことを当たり前にやるのではなく、当たり前のことを人には真似できないほど
一生懸命やる態度を涵養する。

課題研究・実習・知財教育を中心とした「ものづくり」や「奉仕活動」を推進し、「地域とともにある学校」を目指す。

授業アンケートを実施し、授業改善に向けた資料提供等の支援を行う。

生活アンケートを実施し、生徒の日常の学習状況を把握し、生徒理解・指導の資料として活用する。

転退学者を防ぐために、「チーム三工」として、出欠状況の統計をとり、欠席等の多い生徒については、関係
職員と連携し継続的な指導を行う。
定期考査の計画・実施を円滑に行い、教室の整備、監督の徹底等を図り、公正確保に努める。

基本となる指導内容の統一を図り、チーム三工の一員として自覚ある行動ができるように支援し育成する。

挨拶・返事・校歌斉唱等、「知恩感謝」の念を持ち自ら自信を持って行えるよう「凡事徹底」を図る。

登下校指導を計画的に行い、生徒への交通安全・マナーの指導を徹底する。

自転車通学者・バイク通学者に対して、安全点検や安全運転指導を実施する。

いじめ防止対策委員会等において情報の共有を図り、全職員で組織的・継続的に取組めるよう推進する。

清掃委員会を中心に、定期的に強化週間・重点区域を設け、校内清掃の徹底を図る。

各学年ごとの個人面談を実施し，その中で生徒の状況把握・教員との繋がりの構築を行い，教員全体で生徒を
見守る体制を作る。

ＱＲコードを利用した健康観察システムを活用し，生徒が自らの健康について自己管理できるように指導を行
う。

生徒育成部

保健指導、安全指導の充実

ユネスコスクール加盟校として、持続可能な開発のための地域貢献活動を推進する。

交通指導
・交通安全マナーの徹底

生徒会活動
・主体的取組の支援・清掃の徹底
・地域貢献活動の推進

保健課

健康な心身の育成及び自己管理ができる生
徒の育成

生徒指導課

生徒指導
・自己指導能力の育成
・いじめ防止への取組の推進

生徒保健委員会の活性化



具体的目標評価項目 評価（３月） 次年度の主な課題具体的方策

研究紀要の発展

・学期ごとの成績改善者を０名にする。

・１００名の皆勤を目指す。

授業を通して、授業規律・教科内容を身につけさせ、学習することの大切さを理解させる。

中学教員、塾講師に対して通算３回の説明会と公開授業を実施する（研修課と連携）。

第10学区県立高校説明会（進路相談事業）でのステージ発表・学校ＰＲ・個人相談を成功させる。

体験入学をスリム化し、保護者対応の企画も充実させる。

授業改善に一年間をとおして取り組む計画を立て、「アクティブラーニング」「ＩＣＴ機器」等の活性化を図る。

中学校教員向けおよび塾向け公開授業・説明会を複数回実施する（広報課と連携）。

ＰＴＡ活動やさまざまな行事等へ保護者の参加を呼びかけ、参加率を高める。

楽しく・明るく・実りあるＰＴＡ活動を目指し保護者の理解を深め、更なる活性化を目指す。

学校行事等の企画と調整を早く確実に行い円滑な運営を目指す。

進路に対する早期の意識づけを図り、生徒一人ひとりに対しカウンセリングや進路実現に向けてのアドバイスを行う。

進学希望者にはオープンキャンパスや説明会への参加を促し、早い時期から志望校対策ができるよう意識向上を図る。

就職選考試験一次応募での合格率90％以上を目指す。

地元・県内・県外の企業訪問を行い、企業が求める人材や仕事内容等を直接聞くことにより進路指導に生かす。

望ましい職業観・勤労観、及び職業に関する知識や技能を身につけさせる。

進路指導部

進路指導課

進路希望の実現

キャリア教育
推進課

キャリア意識の向上

工場見学・職場見学等を十分に生かし、生徒が適性に合った企業を選択できる能力を養う。

社会常識を培わせ、「心のこもった挨拶」「感謝する心」「自ら環境整備（整理・整頓）を行える力」を育成する。

環境や目的に応じて自らの意志を相手に伝える力（コミュニケーション能力）の向上を図る。
進路指導室でパソコンを開放し、インターネットを活用した企業情報、求人情報、進学情報の収集等、ＩＴ活用能力を育成する。

進路に関するガイダンス等を通じ、情報収集能力と意思決定能力を高める。

キャリア教育計画に基づきＨＲ活動の体系化と充実を図り意識付けをする。

インターンシップ（２年次）を実施することにより、職業理解や自分理解を深める。

各企業および各学校の入試・選考方法に対応できるよう情報を収集し、生徒への発信を積極的に行う。

就職問題集（サクセス）やＳＰＩ問題集などの活用を図り、校内校外模試等を積極的に利用し学力の向上を図る。

企業が求める人材育成

社会常識とマナーの育成
・コミュニケーション能力の向上
・ＩＴ活用能力の育成

企画・情報部

共通目標を立て、課を横断して取り組む

学校行事等での広報活動を企画する

ＰＴＡ活動の活性化

行事日程等の調整

ホームページの充実と閲覧件数の公開

中学生および保護者への説明会、中学
校教員、塾講師に対しての説明会およ
び公開授業の実施

進路実現に向けた学力の向上

家庭学習の充実に向けた方策を工夫する。

共通目標①：中学生の受験希望者増大（1.1倍以上）を重点目標に、部全体で方策を立て取り組む。

共通目標②：振返りしながら業務を改善・スリム化していく。

受験生増大に繋がる広報活動を広報課と連携し企画する。

職員ニーズを盛り込むなど校内研修会を主体的に集中して取り組める内容にする。

各教科の授業改善への取組（校外研修、情報収集、研究授業等）や研修課からの発信を授業通信として定期発行する。

学校行事等の活動内容を広く広報活動を行い、中学生・保護者・地域の学校理解を深める。

月別、学期別に行事を早め早めに確認・調整する。

ホームページを随時更新し、こまやかで有効な情報発信をする。
ホームページの閲覧件数を毎月チェック公表し、職員全体に来年度入試への関心を高めさせる。

中学生およびその保護者に対して通算４回の説明会を実施し、広報活動を充実させる。

初任者研究授業の合評会の様子も初任者に職朝で発表してもらい、成長の具合を全職員に感じてもらう。

授業改善への取組ページを新設し職員全員に配布、説明することで、授業改善のPDCAサイクルを持続する。

ＩＣＴを用いた授業の推進
研究授業や公開授業による電子黒板などの積極的なICT機器の活用について呼び掛けや校内研修を行う。

１学年

・授業に真摯に取り組む
・学習習慣の確立
・成績改善を要する生徒への対策

・校則遵守および挨拶の習慣化
・時間厳守
・いじめのないクラスづくり

・選科確定のための連携強化
・進路実現に向けた早期取組

・学年集会および学校行事の充実
・部活動の活性化

一人一人が皆勤を目指し、進路決定に向けた意識付けを強化する。

就職・進学に関する情報提供を、進路ガイダンスや進路講話を多く取り入れながら行う。

集会時において礼節を重んじた態度で臨ませながら所属意識を高める指導を行う。

全生徒に役割を与えながら行事等に参加させ、学校全体の活気へ繋げる。

部活動加入率９０％以上を目指し、積極的に声掛けを行いながら学校全体の活性化を図る。

学ぶ楽しさを伝え、生徒自らが学習する意欲を持ち、習慣化できるようにサポートする。

成績改善を要する生徒には、担任等や教科担当者・保護者と連携しながら個別指導に力を入れ、欠点保有者０人を目指す。

校則遵守の意識付けを行うとともに、立ち止まって挨拶する習慣を身に付けさせる。

常に５分前行動を徹底させ、時間に余裕を持った行動ができるよう指導していく。

個人面談やいじめアンケートを利用し、いじめ防止・早期発見・対応に努める。また、日常的な声掛けも積極的に行う。

生徒の希望進路に合わせた選科指導となるよう、各科との連携を深めて指導に当たる。

２学年

担任と教科担当者との情報交換を密に行い、教務課及び保護者との連携をとり、徹底した個別指導にあたる。

計画的な教育活動を行い、魅力ある学校になるよう教員が情熱をもって接する。

教員が見本となり「止まって挨拶」を徹底し、社会のマナーを習慣化させる。

生徒と教師との人間関係の確立に重点をおき、元気に挨拶ができる生徒育成に力を入れる。

インターンシップを行い、将来に向けた勤労観、職業観の育成に力を入れる。

ＳＰＩを自学で取り組むなど進路実現を目指し、学年集会などを通じて学年全体として向上心を持続させる指導にあたる。

・挨拶の充実

・進路実現に向けた早期取り組み

AL-ICT教室やCAI教室の活用の拡大化や、周辺機器の充実など、ICT教育の環境をサポートをする。

校内ネットワークの維持・管理
サーバ内の整理・整頓や、連絡黒板のさらなる活用など、ネットワークの使いやすい環境を整える。

校務用パソコンの入れ替えに伴う保守・管理を円滑に進め、快適なネットワーク環境を維持する。

部全体

企画課

広報課

研修課
校内研修、校外研修、研究授業を活性化

情報課

中学生のための進路相談事業と体験入
学の成功

授業改善活動の推進



具体的目標評価項目 評価（３月） 次年度の主な課題具体的方策

教科指導

成績改善者を出さない体制を築く

生徒指導

主体的に行動する態度の育成

進路指導

希望進路実現１００％の達成

特別活動

学校行事の活性化

学校生活

資格取得

ものづくり

進路指導

ものづくりコンテスト福岡県大会化学分析部門において、科の職員全員で指導を行い優勝を目指す。

資格取得において組織的・系統的な指導を推進し、危険物取扱者・高圧ガス製造保安責任者の合格者を増やす。
中学生へのアピール、１年生への指導とアピールを充実させ、工業化学科の希望者を増やす。
１年生からキャリア教育を体系的・系統的に推進し、進路目標に向けて努力する学校生活の実現を目指す。
面談・面接指導等、生徒の希望と適性に応じた進路指導を充実させ、進路実現（第一希望100％）を目指す。
授業・実習・課題研究の改善に積極的に取り組み、主体的・対話的で深い学びと基礎学力の向上を目指す。
生徒が学校に誇りを持ち、意欲的な学習態度が育成されるよう、科の職員全員で指導に取り組む。
頭髪服装，挨拶や言葉使い，時間厳守など規範意識と礼節を重んじる態度を育成する。
基本的生活習慣を確実に身に着けさせ、遅刻・欠席を減らし、精勤率・皆勤率合わせて７５％以上を目指す。

３学年

２学年

生徒の情報を共有し、いじめ防止に努め、問題の早期発見・早期解決に努める。

行事の中で協力することの楽しさや達成感を味あわせるために、責任ある役割を持たせて主体的に活動させる。

教科担当者と連携を図りながら課題や補習の指導方法を工夫し、成績改善者を出さないようにする。

資格取得を推進し、意欲的に学ぶ姿勢を身に着けさせるとともに、精・皆勤者８０％を目指す。

電子機械科

検定・資格取得の推進

ものづくりを通した学習指導

あらゆる機会を捉えての生徒指導

実習などのあらゆる機会において、安全教育と整理整頓の徹底（工具管理、清掃）を図る。

礼儀正しく元気な挨拶、服装頭髪を整え遅刻欠席を減らす等、機会あるごとに指導し、精勤･皆勤者7割以上をめざす。

科・系職員間での情報交換を密にし、生徒理解に努め、積極的な生徒指導を行う。

資格･検定試験へ生徒自らが主体的にチャレンジし,ジュニアマイスター認定30名以上(昨年36名）をめざす。

専門知識と技術の深化･統合化をはかるとともに、学ぶ意欲や自学力の向上を図る。

ものづくりコンテストの上位入賞および、技能検定(機械検査・熱処理）の取得を目指し、技術力の向上を図る。

電気科

第二級陸上特殊無線技士の合格者をクラス９割以上まで増やす

ものづくり大会電気工事部門に出場し、上位入賞を果たす（昨年度4位入賞)

技術アイデアコンテストに応募し、入賞を目指す(昨年度10件応募、2件佳作入選)応募件数10年連続日本一、佳作入選11件

ソーラーボート大会に出場し、優勝をめざす(昨年度4位)

競技ロボット大会に出場し、入賞と全国大会進出を目指す（昨年度予選敗退）

エコデンカー大会に出場し、優勝を目指す(昨年度苅田6位、大阪12位)

地域や日本を代表する企業へ、多くの内定を勝ち取る(昨年度、九州電力1名、関西電力2名、中部電力1名、東京電力パワー
グリッド1名、トヨタ自動車1名、デンソー1名、九州電気保安協会1名、九電工3名、資生堂1名)

就職試験一次合格率95％以上を目指す(昨年度92％)

進路決定率100%を昨年より早く達成する(昨年度11月に達成)

広報活動を活発に行い、受験希望者を増やす。（HPの見直し、出前授業、中学校訪問、塾訪問等）

皆勤＋精勤合計85%以上をめざす。(昨年度82.3%) 　特に欠席、遅刻等が多い生徒は、科で指導する

学習活動、部活動、学校行事等全てにおいて文武両道で活躍する電気科を継続。(昨年体育祭優勝)

第二種電気工事士の合格者をさらに増やす(昨年度3年生38名、2年生38名)

・元気はつらつな電気科を継続、発展させ
る

・電気科の全職員で指導
・資格勉強の仕方まで教え、自学自習を習慣化させ
る

・課題解決能力と「創作工夫」する力を育成す
る
・主体性と「知恩感謝」を育成する

・電気科の全職員で指導
・大手企業に多数内定させる
・進路決定100%を早期に達成する

土木科

思いやりの心を持つたくましい人材の育成

確かな学力を身に付けさせ、進路実現を図
る

土木技術者の育成と広報活動の向上

工業化学科

基本的生活習慣と規範意識の確立

情報電子科

規範意識の醸成に向けた指導。

基礎学力の向上と目標の進路実現。

企業が求める人財の育成。

規則正しい生活習慣と毎日の体調管理を意識させ、精皆勤の人数を増加させる。

時間の厳守・身だしなみ・清掃・挨拶・言葉使い等の徹底した指導を行う。

定期的な面談を行い、個人に合った学習法を提示し、基礎学力を確実に身につけさせる。

確りとした進路目標を持たせ、目標実現のための計画と取組みを実行させ目標を達成させる。

実習、課題研究、資格取得等で基礎的専門技術力を身につけさせ、学校行事等でチームワークの重要性を理解させる。

企業情報収集能力の育成を行い、企業が求める人材をよく理解させ、社会人としての心を養う。

挨拶や服装を整えさせマナーの向上を図る。

学校行事を通して、「チーム三工」としての思いやりの心を身に付けさせる。

ホームページの更新を適宜行い、広報活動に力を入れる。

測量競技大会や、つまようじタワーコンテストにおいて上位入賞を目指す。

補習授業を充実させ、測量士補、２級土木施工管理技士の国家試験合格者の増加を図る。

・学校への所属感・愛校心の向上

確かな学力の育成と進路実現に向けたキャ
リア教育の充実

創作工夫と主体的な行動のできる
化学技術者の育成

第一種電気工事士の合格者を増やす(昨年度2年生13名　福岡県1位)

生徒の意見や考えを取り入れながら生徒主体の学校行事になるようサポートする。

基本的生活習慣や挨拶の励行など、社会に出て必要となる資質であること伝え、生徒自ら取り組むよう指導していく。

将来を見据えた希望進路となるよう生徒・保護者と情報交換を密に行う。

生徒一人ひとりに寄り添いながら、速やかな情報提供を行いながら進路指導を進めていく。

最高学年として、各クラス・各学年・各科の生徒が連携しあえる体制づくりを進める。

伝統の継承と新しい取り組みを融合させ、学校行事の活性化になるよう生徒とともに計画を進めていく。

朝課外を充実させ、公務員合格者の増加と学力の向上を目指す。

企業訪問等の資料を活用して、各生徒に応じた進路指導を行ない、一次合格率の向上を図る。

分かりやすい授業になるよう工夫改善を図り、個に応じた指導を行なう。

時間の大切さを教え、皆勤率の増加を図る。

５Ｓの徹底（整理・整頓・清潔・清掃・しつけ）


