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自己評価

令和　３　年度　　学校評価書　　　（計画段階・実施段階）

福岡県立三池工業高等学校（定時制課程）

学校関係者評価

次年度の主な課題
観点別学習評価の見直しを進め、多面的に生徒の学習を評価することで、教師の指
導と生徒の学習の改善を促進する。

ＩＣＴを活用して「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指す授業デザインや手
法の研究・実践を推進する。

統合型校務支援システムを円滑に運用し、生徒情報を短周期で共有することで、生
徒の原級留置・中途退学を未然に防止する。

授業を通して育てたい資質・能力を明確に示し、授業のアクティブラーニング化を
図るなど、「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指した取り組みの研究・実践
を推進する。

溶接技術者評価試験、電気工事士試験、危険物取扱者試験等、生徒とともに資格取
得にチャレンジして、前年度以上の成果を上げる。

学　校　運　営　計　画　（４月）

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。

２　「ものづくり」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、資格取得にチャレンジする。

３　「鍛ほめ福岡メゾット」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。
生徒に「自学努力」、「自学自習」の精神を育成することで学ぶ意欲、確かな学力の育成を図る。

４　令和３年度中にも校内のWi-Fi環境整備が整う予定である。生徒１人１台端末環境を整えるには時間を要することから、生徒
自身が普段使い慣れている生徒所有のスマートフォンやタブレットなどを学習に活用する、いわゆるＢＹＯＤ方式により１人１台端
末環境を構築する。生徒一人一人の資質・能力を一層確実に育成する教育活動が実現できるような学習スタイルの確立を図
る。

５　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。
また、「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。
なお、就学と就業の両立を目指して、学校・家庭・職場間の連携を強化する。

６　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。

年　度　重　点　目　標

　
１　キャリア教育の充実

２　ものづくりを中心とした「三工ブランド化」の推進

３　授業技術を高め、「人を育てる授業」を展開する

４　ICTを活用した新たな学習スタイルの確立を図る

各学期に、出席・成績不振の生徒について、臨時保護者会を開き、家庭の学校教育
への理解・協力を求める。

教務部

指導・評価の充実・改善により、基礎学力と
「ものづくり」に関する基礎的・基本的な知
識と技術を確実に習得させるとともに、授業
技術を高めることで、社会の変化に対応でき
る生きた学力を育成する

生徒の情報を共有し、出席・成績について一
人ひとりに応じた指導を実践することで、自
己肯定感や就学意欲の向上を図り、多様な特
性をもつ定時制生徒の原級留置や中途退学を
ゼロにする

不登校を経験した生徒や他校を中途退学した
生徒、学び直しを目的とする生徒など、多様
なニーズに応えることで、地域に信頼される
学校づくりを進める

　
　自己評価は

　　　　　A　：　適切である

　　　　　B　：　概ね適切である

　　　　　C　：　やや適切である

　　　　　D　：　不適切である

評価（３月）

【成果】
・クラス経営の指導体制充実による出席状況の改
善
・学校行事の実施形態の工夫による生徒会活動
の活性化
・電気工事、ＩＴパスポート等の試験合格による資
格取得の意欲向上
・授業規律の確立による学習意欲の向上
・組織的な生徒指導による中途退学者の減少
【課題】
・アクティブラーニングの視点に立ったＩＣＴを活用し
た授業改善の推進
・生徒一人ひとりの自己肯定感を高めるための指
導の工夫
・進路指導の充実を図り、望ましい勤労観、職業観
の育成
・規範意識向上のため、生徒指導力の向上と組織
的対応の充実
・生徒の多様性に応じた指導・支援のための教育
相談の充実
・資格取得の指導体制の構築と「ものづくり」教育
の充実

昨年度の成果と課題

学校運営方針

具体的目標

５　修学支援を迅速に進める

６　組織的な道徳教育の展開

　一般教養ならびに工業に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を重視し、社会の変化に対応できる能力の育成を目指す。一人ひとりの個性を大切にするととも
に、社会的自立の基礎となる学力、体力、豊かな心を培う。また、伝統と文化を尊重し、「知恩感謝」の念を持ち、我が国と郷土を愛する人材の育成を図る。

具　体　的　方　策

出欠・成績データを分析・活用して、学級担任や各部、各教科と指導法について協
議し、組織的に対応する。
学力診断テスト等を実施して、生徒一人ひとりの学力と課題を把握し、個別指導に
活かす。
年数回の校内検定を企画・実施し、学力に見合った級位に挑戦し、合格させること
で、自己肯定感と向上心を高める。
学級担任や教科担当が、生徒の出欠・成績等の状況を把握し、生徒指導・学習指導
に活用しやすい諸資料を作成する。

教師自らが自己研鑽に励み、ＡＬ型授業の実践やＩＣＴを用いた授業づくりができ
るように研修の機会を設ける。

生徒会や各部と連携して、授業や学校行事の様子をまとめたパンフレットや学校紹
介動画を作成し、学校説明会、進学相談会、体験入学、ＨＰ等で、中学生や保護
者、中学校教員、地域住民に学校の魅力を積極的に発信する。

授業において、複数教員で指導にあたることで、授業規律の確立と個別指導の充実
に努める。

７１



進路指導に関する行事（進路指導教室、インターンシップ、工場見学等）の事前指
導と事後指導の充実を図る。

定期的に規定や校則について見直しや改善を図り、生徒の実態に即した取り組みの
策定を行う。

就労体験のない生徒には、就労体験をさせて社会性を身に付けさせる。（短期間や
短時間のアルバイトやボランティアも含む）

学校生活のみならず、学校外においても規則正しく健全な生活を心掛けるよう、生
徒への指導を行う。
本校の教育方針について、職員研修などの機会を通して、全職員の周知徹底を図
る。

就職・進学先の意思決定の遅い生徒が出ないように、進路指導教室等を利用して、
進路意識を早い時期から高める。
ハローワークや企業等と連携して、４年生・３修生に対し、就職試験対策を実施す
る。

全職員による毎週の生徒情報交換会や、定期的な生徒理解のための職員研修を通し
て、職員の生徒理解能力の向上を図る。
生徒指導上の問題が起きた場合は、直ちに職員間で情報共有を行い、組織的な指導
体制を迅速に確立する。

１年生は、学校生活に慣れ、規則正しい生活習慣を身につけさせた上で就労支援を
行う。

生徒の実態や希望を見通して、進路指導に関する行事に関わる講師等の選択を行い
生徒の参加率と満足度の向上を図る。

各学期ごとに、生徒の就業・就労先調査し、一覧にまとめ、各学年団を中心とした
アルバイト指導の支援を行う。
全生徒の就業・就労先の調査結果を全職員で共有し、夏季休業中の職場訪問等で活
用する。
進路希望調査を各学期ごとに調査した内容を一覧表にまとめ、全職員で共有し進路
指導に活用する。
インターンシップや工場見学等の体験学習を通して、自己の適正業種について理解
することで進路選択につなげる。

生徒指導部

校則を守り、規律正しい生活を送るように指
導し、充実した学校生活を送るための基本的
な生活習慣を身につけさせることで、社会的
資質や行動力の育成を図る

本校の教育方針やいじめの防止等のための方
針について、職員間の共通理解を図り、安
心・安全な学校づくりのための取り組みを推
進する

組織的な指導体制を構築し、方針に基づいた
取り組みを策定する。また、職員間の密な情
報共有を行い、生徒理解の充実を図る

学期や学年ごとに校則の確認や生徒の学校生活状況の評価を行い、保護者等と連携
しながら生徒を育成し、学校や社会のルールやマナーを大切にしようとする心を育
てる。

生徒会を中心に学校行事の充実を図り、生徒全員が三池工業高校定時制の一員とし
ての自覚と誇りを持つことができるような学校づくりに努める。

全職員が学校いじめ防止基本方針の内容を理解し、いじめの未然防止・早期発見の
ための組織的な体制を築く。また、いじめ防止のための校内職員研修の充実を図
る。

いじめアンケートまたは学校生活アンケートを毎月実施し、集計後問題があれば即
座に対応する。また、相談ボックスを設置して生徒に周知し、毎日確認を行う。

社会に貢献し、“地域の未来を支える”人材を育成するために、教科指導をはじ
め、生活指導やキャリア教育、部活動指導など学校教育活動全体を通じて生徒を育
てる意識を職員間に根付かせる。

学業を疎かにしない範囲で、就業の支援およ
び社会体験をとおした勤労観・職業観の育成

体験学習を充実させ、進路意識の向上を図る

社会人に向けた基本的生活習慣の確立と基礎
学力の定着

進路指導部

４年生・３修生に対し、１学期に求人票の見方、履歴書の書き方、面接の心得など
を機会を捉え指導する。
４年生・３修生に対し、２学期に進路情報の共有化を図り、進学・就職試験で内定
者数を前年度比よりも高める。

４年生・３修生に対し、職業観の育成を行い、就職・進学先の辞退や早期退職をす
ることが無いよう、ライフプランについて指導する機会を関係教科又は学校行事の
中に設ける。

毎週実施している「校内生徒情報交換会」を第一の共通理解の場として位置づけ、
全職員の共通認識の基に対応する。
家庭訪問・中学校訪問・職場訪問・教育相談を通じて生徒理解を深め、個々の課題
や状況に応じた支援を行う。
各学期実施する教育相談から見えてきた課題に対して、不安要素の排除への取り組
みを検討し、個々に対応した合理的配慮に努める。

在校生に対し、キャリアパスポートを活用してのキャリア教育の涵養を図る。

就職・進学内定が得られない卒業予定者に対しては、就職・進学説明会等の活用や
ハローワーク、その他の連携機関と協力し、指導を行っていく。

関係機関との連携を更に深め、定期的に確認
を行い、問題発生後の対応力を上げる。ま
た、より効果的な校内体制の確立を目指す

基礎基本の学びから思考力向上を目指し、個々の成長段階での働きかけを基本に就
労意識向上につなげる。

就労体験を基本に、自尊感情豊かな生徒の育成に取り組む。

生徒一人ひとりにソーシャルスキルトレーニングを重ねて経験させ、他者との協調
性を学ばせ自己有用感を高める。
入学前には出身中学校と、卒業後は進学先・就職先と、在学中においては外部関係
機関との連携を更に深める。
生徒情報交換会での情報を共有し生徒理解を深め、全領域において全職員での対応
を行い、支援体制の更なる確立に努める。
校内体制の充実を図り、スクールソーシャルワーカー等関係機関からの助言等を最
大限有効に活かせるように努める。

生徒支援部

生徒理解を深め、支援体制の確立に努める。
また生徒が安心・安全な学校生活が送る事が
できるよう、個人の能力や個性を十分に発揮
できる充実した学校生活を作り出す

生徒一人ひとりの自尊心を高め、卒業後を見
据えた自己有用感の高い社会人としての姿を
目標に、適応力と生活力を身につけさせる



自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策

　・

評価項目以外のものに関する意見

　・
　・
　・
　・

生徒への積極的な声掛けを行い生徒理解を深め、生徒が相談しやすい環境を作る。

学校給食を通し、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができ
るよう、給食指導を行う。
毎月１９日に食育の日に生徒の意見を給食献立に反映させるリクエストメニュー活
動を実施し食への関心を深める。
三工定農園で作物を育て収穫することで自然の恵みや勤労の大切さなどを理解す
る。
登校前にはスマートフォンを使用し健康チェックを行う。登校時は検温と消毒指導
を行う。
他分掌と連携し外部から講師を招き、講演会による安全・衛生教育を行う。

外出時のマスク着用、こまめな手指消毒、身体的距離の確保等の３密を避けること
や食事の際は対面でなく横並びで座り会話は少なくする等の新しい生活様式を浸透
させ、主体的に感染防止の行動がとれるよう継続的な指導を行う。

生徒一人ひとりの心身を守り、安心安全な学
校生活を送れる環境を作る

食育の推進を図り、生徒の偏った栄養摂取、
朝食欠食など食生活の乱れ等について改善を
促す

新型コロナウイルスに関連した感染症対策に
関する対応を組織全体で取り組む

保健食育部

個々の生徒の課題について共通理解を図り、スクールカウンセラーと連携し、組織
的・継続的な指導・支援をしていく。
手洗いうがい、手指消毒、身体的距離の確保等の指導を徹底し、教室等のこまめな
換気、消毒を行い感染症予防に努める。

校務運営委員会および職員会議において行事計画を提示し、各行事の進捗を確認し
状況に応じ支援を行う。
職員研修に向けた調整を確実に行い、効果的な実施に取り組む。また、全日および
関係先との連携を確実に行う。
防災・避難訓練を実施し、有事を想定した効果的な訓練となるように計画する。

企画情報部

生徒に対して年度初めに安全な実習を行うために実習服の準備・着用を呼び掛け
る。実習を始める際にも、設備・機械・器具・工具の安全な取り扱いについて注意
し、５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）や安全教育を徹底する。

新型コロナウィルスへの感染を防ぐために、生徒には手や指を消毒してマスクを使
用し密を避ける行動を促し、使用する設備・機械・器具・工具についても可能な限
り消毒し、教室や実習室を換気し、安心して学習できる環境整備に努める。

座学や実習において、自信をもって担当できる単元、分野、科目、実習項目の領域
の幅を広げ深めるために、各教員が研修を深めたり、教員同士が教え合って教科指
導力の向上に努める。

機械・電気科

ＰＣ操作や機器トラブルに対して迅速な対応を行う。

システムの維持管理・セキュリティ対策など関係部門と連携してシステムの安全・
安心の維持を図る。
ＰＣデータの管理について、文書ホルダーの維持管理を確実に行う。

関係部門と協力し、校務支援システムの導入における指導及び、初期安定管理を行
う。
ＩＣＴ担当部署として、電子機器の管理やトラブルにおける外部機関への対応業務
を行い、ＩＣＴの安定した運用を図る。
学校ニュースを定期的に発行するとともに、保護者配布用の学校新聞（名称：MTS)
を毎月１回発行する。
必要に応じ、学校行事について報道機関へ情報提供を行い、三池工業高校定時制の
ＰＲに努める。
学校ホームページの管理・更新を図る。

学校行事等の記録を行い、発表会資料・アルバム等、他分掌作成の資料作成等を支
援し、関係部門との連携に努める。

ＰＴＡおよび同帰会事務局として円滑な運営を図り、連絡・調整を行い各会議にお
けるスムーズな進行に努める。
全日、事務および校務分掌間の連絡・調整を図るとともに、どの校務分掌にも属さ
ない案件等の対応を行う。

電子黒板教室の使用が割り当てられている科目の担当教員は、わかりやすい授業を
目指して率先してＩＣＴの効果的な活用を研究し推進して、工業に対する興味・関
心をもたせ、学習意欲や学力向上を図る。

アクティブラーニングの実践は、実習系の科目では従来通り容易であるが、座学の
科目でも各教員が取り入れる工夫をして、生徒の自発的な参加型の授業を目指し、
自分で考えて行動できる生徒を育て、学習意欲を向上させる。

学習評価のための３つの観点のうち「思考・判断・表現」の評価は、実習系の科目
では従来通り容易であるが、座学の科目でも学期末に客観的に数値化するための工
夫を各教員が授業の中に組み込んでおく。

安全教育を徹底するとともに、教科指導力の
向上を図る

ＩＣＴの活用やアクティブラーニングの推進
を図るとともに、学期末・年度末に客観的な
観点別評価ができるような評価材料が得られ
る教科指導を実践する

学校行事に関する連絡・集約を行い各分掌へ
適切な調整及び支援を行う。また、職員のス
キル向上のための効果的な研修を実施する

ＩＣＴを活用した新たな学習スタイルの確立
を図るため、校務や授業へのＩＣＴ活用を支
援する

本校の教育活動について、保護者や地域へ発
信し、積極的な広報活動を行う

課題を抱えた生徒たちが安心・安全に学ぶ場となるための課題を見出し、その改善
に重点を置いて取り組む。
発達障がいの特性を学び、その支援方法を全職員で習得できるように職員研修を実
施する。
個々に応じた支援策を組織的に協議し、積極的に取り組んでいく。

人権尊重の視点に立った教育活動を、全領域
で展開して、中途退学者の減少および低学力
の克服に向けて、全職員で取り組む

人権・同和教育が進展するために、可能な限
り研修会等に参加し、人権の学びを還元する

いじめや不登校、発達障がい等の課題を抱え
る生徒に対して、必要な支援を組織的に取り
組む

定期的な家庭訪問から保護者の思いをくみ取り、個々に支援することで、ひいては
クラス内の活性化につなげる。
毎週実施している「校内生徒情報交換会」で人権の視点に立った教育活動を点検す
る。
人権・同和教育授業の指導案を丁寧に論議し、４回／年の人権・同和教育授業の充
実に努める。
年間実施予定の校内外の研修会等に積極的に参加し、本校への還元内容を整理す
る。
定期的に校内還元報告会を実施して、学んだ内容を全職員で共有し、教育活動に活
かす。
全領域において、人権・同和教育の視点からの指導・改善・工夫を常に心掛け、そ
の成果と課題を生徒支援に活かす。

部落差別解消推進条例などの法令を今一度学ぶことで、差別のない社会を目指す。

人権教育


