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平成29年度　学校自己評価表 （　計画段階　・　 実施段階　）

福岡県立戸畑工業高等学校長　 印

評価項目 具 体 的 目 標

アンケートを分析し、良好な評価が前年度より
低下した。

各生徒会行事を企画運営し、主体性を
持って実施することができた。

各学年、年間４回以上実施した。 各学年、年間３回以上実施した。

アンケートを分析し、良好な評価が前年度
並であった。

アンケートを分析し、良好な評価が前年度
より向上した。

ほとんどの授業で「挨拶」の徹底ができた。

○道徳教育と人権教育を充実し、生徒の規範意識と思いやりの心の育成に努める。

昨年度同等の説明会や資料提供を行っ
た。

評 価 基 準 Ｂ 

○安全活動と「ものづくり」を中心に据えた地域貢献活動を推進する。

○コミュニケーションをはじめとする言語活動の充実と豊かな体験活動など「実体験」を重視した教育活動を推進する。

具　　体　　的　　方　　策 評 価 基 準 Ａ

朝学習委員の運営により朝学習が大半の
生徒に定着した。

教員主体の運営となった。

評 価 基 準 Ｃ
昨年度同等の説明会や資料提供ができな
かった。

「挨拶」の徹底ができなかつた。

８０％の職員が「ひとほめ」を実行できた。

ICTの活用、グループ学習等に６０％の教
員が取り組んだ。

ICTの活用、グループ学習等に取り組んだ教
員は６０％以下であった。

研修部と連携して授業参観の実施、教師自らが資質の向上、主体的・対話的で深い学び
を目指す環境づくりに努める。

昨年度同等の連携と進路指導ができなかった。

生徒指導

授業参観を２回以上した教員が８５％以上
であった。

授業参観を２回以上した教員が８５％未満で
あった。

各科と連携を取り、ガイダンス機能の充実を図る。教育課程
「得意技

コース制」 朝学習委員会の機能を活性させ、朝学習の充実を図る。

昨年度以上の説明会や資料提供を行っ
た。

各コースで専門性を高め
るために必要な基礎・基
本的な知識･技能を確実
に習得させる。

５０％の職員が「ひとほめ」を実行できた。

８０％以上の教科･科目で観点別評価を行
うことができた。

年内の進路決定率が９０％未満であった。

昨年度同等の企業訪問等が実施できず、情報の
収集が不足し、ニーズに応じた指導が十分にで
きなかった。

一定の情報が発信できた。

生徒会行事を主体性を持って実施するこ
とができた。

年３回以上各委員会活動が行った。

学習指導

将来の展望を見据えて、
主体的に学習に取り組む
意欲・態度の育成と確か
な学力の定着

「挨拶」を徹底することで、授業規律の確立を図る。 すべての授業で「挨拶」の徹底ができた。

朝学習委員の運営により朝学習がほぼ全
員に定着した。

生徒を「鍛えて褒めてのばす」ため「ひとほめ」運動を推進する。 全職員が「ひとほめ」を実行できた。

身に付けた知識や技能を
活用し、自ら考え、判断
し、表現する力の育成

アクティブラーニング型の授業を推進し、授業改善に取り組む。
ICTの活用、グループ学習等に７０％の教
員が取り組んだ。

観点別評価の推進により、評価と指導を一体化させる。
すべての教科･科目で観点別評価を行うこ
とができた。

授業参観を２回以上した教員が９５％以上
であった。

工業人としての基礎的知識と技術・技能を習得させるとともに、社会的・職業
的自立に向けて必要な能力・態度を育成する。

保護者や地域と積極的に連携し地域に愛され、安全で安心な社会づくりに
貢献できる学校づくり推進する。

○授業研究に積極的に取り組み、教員の教科指導力の向上を図る。

○産学官連携人材育成事業(戸工版デュアルシステム)を柱とする技術・技能教育を推進する。

○課題の発見と解決に向けて、主体的・協働的な学び方である「アクティブラーニング」型の授業を推進する。

○地域からの正確な情報受信と地域への積極的な教育活動情報の発信に努める。

○ＰＴＡ・同窓会との連携、積極的中学校訪問・中学生の受入、学校評議員制度などの効果的活用を図る。

○授業規律の確立、鍛えて褒めてのばす教育実践を行い、授業ガイダンスの充実と家庭学習を推進する。

年１回しか各委員会活動が行えなかった。

生徒会行事を行うことができた。

９５％未満の生徒が参加した。

年２回以上各委員会活動が行った。

９５％以上の生徒が参加した。

開拓、内容改善事業所が５社未満であった。

１、２年生全員が参加した。

各学年、年間３回未満の実施にとどまった。

⑱
学　校　運　営　方　針 （４月） 評　価 （３月）

学校運営方針 志高く、自律心と思いやりの心を持った、心身ともにたくましい産業界をリードする工業人の育成
昨年の成果と課題

　特色ある教育活動である「得意技コース制｣と
「戸工版デュアルシステム」による次世代を担う
高度技能者(マイスター)育成型高校として全教
職員一丸となって取り組んでいる。
 　「ものづくり」をとおして校訓である「誠実」「創
造」「努力」の精神を育成しており、その成果とし
て、清々しい挨拶や就職率１００％の実績等は
地域からも高い評価を得ている。
　課題としては、「戸工版デュアルシステム」も実
施から１０年経過しており、更なる教育効果向上
のため、実施方法の検討を行う時期にある。ま
た、様々な教育課題に対応するため「チーム戸
工」として教職員がより一層の結束を図る必要も
ある。
 今後も「ものづくり」への夢と使命感を持った、
科学技技術創造立国「日本」を支え、そして地
域に愛される戸工生の育成を目指す。

具 体 的 目標年 度 重 点 目 標

規律ある授業の充実と基礎学力の向上に努め、自ら学ぶ生徒を育成する。

○わかる授業の創造、個に応じた学習指導の工夫、学習意欲の向上を目指す。

○教育活動全体を通じ、計画的、組織的なキャリア教育を推進する。

○５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾＋２S(省エネ・安全)）活動の習慣化を推進する。

高い規範意識、自尊感情、人や自然を大切にする心豊かな心身ともにたくま
しい思いやりの心を持った、心身ともに「健康でたくましい戸工生」を育成す
る。

○生徒会活動と部活動及び奉仕活動の活性化に努める。

５０％以上の教科･科目で観点別評価を行うこ
とができた。

学年・学科等とのきめ細かな情報共有に努め、生徒一人一人に応じた進路指導を組織的
にかつ確実に行う。

情報発信が不十分であった。

昨年度同等の企業訪問等が実施でき情報
の収集とニーズに応じた指導できた。

年内の進路決定率が９０％以上であった。

昨年度以上の連携と進路指導ができた。 昨年度同等の連携と進路指導であった。

昨年度以上の企業訪問等が実施でき情報
の収集とニーズに応じた指導できた。

企業及び学校訪問を組織的に行い、求められる人物像やニーズに応じた指導を行う。

進路実現に必要な情報を積極的に発信し、保護者・生徒の進路意識の高揚を図る。

年内の進路決定率が１００％以上であった。

生徒会の主体性と自治力の向上を図る。

開拓、内容改善事業所が５社以上であっ
た。

進路指導

特別活動

キャリア学習

生徒が希望する進路実
現に向けて組織的・機能
的に支援を行う

進路の選択に必要な進
路情報を積極的に提供
する。

生徒一人一人のキャリア
発達を支援し、各自に必
要な意欲・態度や能力の
育成

「働くこと」への関心・意欲
の高揚と学習や資格取得
への意欲の向上

生徒会活動の活性化

○戸工版デュアルシステムによって、生徒の自己発見と自己改善がより図れるように受け入れ先企業と更なる教
育体制を構築するとともに単位化を推進する。

生徒の希望する事業所の開拓と企業と協力した研修内容の改善を図る。

進路実現への意識高揚のため進路ガイダンスや資格取得等の効果的な指導を実施す
る。

キャリア学習課との連携を取り、組織的かつ効果的な進路指導を推進する。

情報を十分に発信できた。

戸工版デュアルシステムを充実させ、１、２年生の全員実施を目標とする。

開拓、内容改善事業所が１０社以上であっ
た。

委員会活動の充実を図る。

規範意識と思いやりの心
の育成

校則に則った服装、頭髪の定着が図られるように、全ての教育活動において全職員が粘
り強くきめ細かい指導を徹底する。

日常の学校生活の中で個々の生徒に対し
て粘り強い指導ができた。

服装頭髪検査や特別活動において指導
できた。

服装頭髪検査の時に指導できた。

学校生活全般において元気良い挨拶の励行に加え、立ち止まっての挨拶を推進する。
80％以上の生徒が元気よく立ち止まって
挨拶をした。

６０％以上の生徒が元気よく立ち止まって
挨拶をした。

５０％以上の生徒が元気よく立ち止まって挨拶
をした。

自尊感情を高めるために褒賞規定の見直しを行い実践する。 褒賞規定を見直して褒賞できた。 褒賞規定を見直すことができた。 褒賞規定を見直すことができなかった。

戸工版デュアルシステムの実施により、各事業所で社会性や職業観を学び、勤労意識の
育成を図る。



生徒の総合的健康管理
能力の醸成

機械科
安全管理の徹底と整理整頓

コンテストに関わる生徒を増やす

地域貢献・地域交流を深める

電気科
安全に対する意識の向上
ものづくりを基幹とした電気技術者の養成

資格取得の意識の向上
情報技術科
安全教育の徹底
規律ある授業態度の確立
資格に対する受験意欲の涵養

学習内容、実習内容の更なる充実

社会規範の向上と安全教育の徹底

生徒の希望進路の実現
ものづくりによる地域貢献 

得意技コース制の充実

保健委員会活動は昨年からの継続的な内容
だけであった。

委員会、部活動の生徒がボランティア活動を
行った。

昨年度より少ない教職員の原稿提出であっ
た。

目的に応じた研修会が適切に行われ、参
加者が９５％以上であった。

特設授業指導案検討会を同推と学年
で毎回全て行うことができた。

特設授業指導案検討会を同推と学年
で8割行うことができた。

特設授業指導案検討会を同推と学年で６
割行うことができた。

成果が特にみられなかった。１項目は成果があった。すべての項目が達成できた。

すべての項目で十分な成果がみられなかった。1項目は十分な成果があったすべての項目で十分な成果があった。

成果が特にみられなかった。１項目は成果があった。すべての項目が達成できた。

建築系

学校生活において必要な躾指導の徹底と５Ｓ＋２Ｓ活動の推進を図る。
デュアルシステムを充実させ進路選択に生かし、希望進路実現に向けた相談体制づくりを推進する。

ものづくり教室を実施し地域との連携を推進し、学校のPRを図る。
コースに即した実習の充実及び各種取得の推進を図る。

挨拶の励行、時間厳守の徹底、遅刻・欠席をさせない雰囲気作り。

各実習開始時の指差呼称による安全点検の実施することで、安全教育の徹底。

第二種電気工事士の合格率の維持と他の資格への積極的な受験を促す。

機械・電気
系

服装や安全具、機械器具など正しく活用できる能力を育成する。
授業担当者と細かく情報を共有し、科職員一体となった指導を行う。
きめ細かな受験指導を行い、合格率の向上と、その過程での学習習慣を育成する。

学年

１学年
基本的生活習慣の確立と自
己管理能力育成の基礎作り

２学年
自己管理能力の育成と
進路実現に向けた学力の向上

３学年
基礎学力の向上及び規範意識
の完成と希望進路実現に向け
て意識の向上

学習内容と実習内容の見直しを図り、コースで身に付けさせたい知識、技術を明確にする。

事務室

5Ｓ＋２Ｓ活動に取り組める環境整備に取り組む。
成果が特にみられなかった。

年間６回未満の更新

成果が特にみられなかった

1項目は成果があった

アンケートの結果を基に個別指導が行えた。

学年・科会議等で生徒に対する情報交換がで
きた。

いじめ防止

学校生活アンケートや状況観察で生徒実態を把握するとともに、全職員で愛情ある指導
体制づくりを行う。

昨年度と同じ参加者（出席者）であった。

フォーマットを４月中に提示し、各科から２
稿以上の寄稿があった。

計画通りに実施できた。

授業評価を１学期と２学期の２回実施し、
教科内で検討できた。

昨年度よりも参加者（出席者）が増加した。

授業評価を年１回しか実施できなかった。

２割程度変更を行ったが計画通り実施できた。

いじめに関する職員研修及び生徒の情報交換を行い、全職員で生徒の実態把握を常時
行う環境をつくる。

アンケート結果を活用し、保護者と連携をと
り個別指導が十分行えた。

職員間の連携がとれて、日常的に生徒の
情報交換ができた。

昨年度以下の参加者（出席者）であった。

授業イレブンの徹底を図り進路実現に向けた基礎学力向上を図る。

すべての項目が達成できた。

１カ年皆勤を目指す人材育成を図る。
学校行事への積極的な参加をするリーダーの育成を図り5Ｓ＋２Ｓ活動を推進する。

成果が特にみられなかった

１項目は成果があった。

年間６回以上の更新

１項目は成果があった。

不登校やいじめ問題などが解決された。

教員が高い人権意識をもち指導にあたるために、組織的な人権教育の推進を行う。

１年生から積極的にコンテストに挑戦させる。
地域を学び、地域への誇りを持たせる。

１項目は成果があった。

年間一人当たり２冊以上

授業評価を実施できなかった。

２割以上変更を行って実施した。

昨年と同等の運営ができなかった。

不登校やいじめ問題などを把握し、支援した。

各科の寄稿が半分であった。

研修会が行われ、参加者が８５％以上で
あった。

研修会の回数が少なく参加者も８５％未満で
あった。

保健委員が北九州地区保健会で研究発
表を行った。

平年通りの広報活動ができなかった。平年通りの広報活動ができた。

保護者、教職員、専門家、地域の関連機関などと連携を図り、生徒支援体制を推進する。

成果が特にみられなかった

授業に対する規律ある姿勢を重んじ、学ぶことの大切さを自覚させる。褒めて鍛えて伸ばす教育を実践する。

年間１２回以上の更新学校のホームページを組織的に更新し、広く情報発信を行う。

すべての項目が達成できた。

すべての項目が達成できた。

情報・図書

研修

ホームページの更新

アンケート結果を職員間で共有し、生徒の
個別指導ができた。

職員研修を通して生徒の情報交換ができ
た。

年間一人当たり２冊未満

安全・衛生・健康について自己管理能力を高める取り組みや啓発活動を実施する。

関係各所との連携を密にし、職員会議・行事要項の早期立案を行い業務の効率化を図
る。

ボランティア活動を校内で広く呼びかけ、地域社会に貢献する。

図書委員会の活動を通して生徒貸し出し冊数の増加を図る。

研究紀要「磨墨」のフォーマットを早期に提示し、自覚ある研修と内容の充実を図る。

企画・広報

全ての教育活動を円滑かつ
効果的に実施するための各
分掌や各科との連携強化

保健・環境

魅力ある学校づくりを積
極的に発信する

諸行事、会議等のより効
果的な運営に努める

要支援生徒への支援体
制の強化

人権教育

人権意識の高揚といじめ
のない学校づくりの推進

常に新鮮で魅力ある授業
に資する研究・研修の実
施

いじめを許さない安全・安
心な学校づくりの推進

予算の効率的執行と省エ
ネ推進

光熱水費の削減に努め、四半期ごとに提示することで学校全体で意識の徹底を図る。
前年度実績より上回った。
（使用量ベース）

前年度実績より削減できた。
（使用量ベース）

前年度実績と同等だった。
（使用量ベース）

各分掌・各科･各種委員会と連携しながら実効性のある研修会の設定や資料･情報の提
供を行う。

生徒による授業評価を実施し、結果をもとに更なる授業改善を図る。

初任者研修の計画的実施と、内容の充実を図る。

教育センターや他校での公開授業等に積極的に参加し、教師自らが資質の向上を目指
すことのできる環境づくりに努める。

ボランティア活動の推進

図書館利用の促進

すべての項目が達成できた。

委員会、部活動の生徒が昨年度以上活発
にボランティア活動を行った。

自己と他者を大切にし、学校生活に目標を持たせる指導を行う。

規範意識の涵養と高い責任感を育てる。時間厳守、礼儀、校則遵守の徹底。

規律ある授業態度育成のための統一した指導の徹底を図る。

ものづくりに対する指導の充実とものづくりコンテストの入賞。

各クラス目標のもと、友人と協力して学校生活を送る姿勢を育てる。

中学校訪問と体験入学の有効活用。ＪＲ戸畑駅のインフォメーションボードの効果的な活
用。

年間一人当たり３冊以上

保健委員会の研究発表内容が学校全体
に波及した。

効率的な運営ができた。

平年以上の広報活動ができた。

不登校やいじめ問題などが防止できた。

ほぼ、昨年と同等の運営ができた。

委員会、部活動以外の生徒もボランティア
活動に自主的に参加した。

いじめ対策・教育相談委員会、中途退学防止委員会と連携を図り人権同和教育の視点
で解決策を検討する。

いじめ対策・教育相談委員会と中途退
学防止委員会の連携ができた。

いじめ対策委・教育相談員会と中途退
学防止委員会が概ね連携できた。

いじめ対策・教育相談委員会と中途退学
防止委員会の連携ができなかった。

職員の力量を高め、差別
を許さない体制の確立

教職員の人権感覚を高めるため、校内研修を充実させる。 校内研修が３回できた。 校内研修が２回できた。 校内研修が１回しかできなかった。

研修の内容を周知徹底し、校外研修に積極的な参加を促す。
校外研修に４０%以上の教員が参加でき
た。

校外研修に３0%の教員が参加できた。 校外研修の参加が３０％未満であった。

「かがやき」「あおぞら」や視聴覚教材を活用した授業を推進する。
視聴覚教材等を全特設授業の５割以
上で活用できた。

視聴覚教材等を全特設授業の４割で
活用できた。

視聴覚教材等を全特設授業の３割で活用
できた。
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