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　　　　　　　自己評価は
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　　　　　　　Ｄ　不適切である
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 評価項目以外のものに関する意見

評      価
（総       合）

　基礎・基本的な知識や技術の確実な習得と主体的、対話的で深い学びを実現し、水産教育を通して、水産や
海洋産業、地域社会の健全で持続的な発展を担う職業人を育成する。（学習指導）

　社会性、倫理観、コミュニケーション能力、他者との関わりの中で生きていることの自覚等を育成する。（生徒
指導・道徳教育）

水産業を魅力とやりがいのある産業として認識させ、高度な技術の学びの場や国際交流等を通してキャリア教
育を推進する。（進路指導）

基礎体力や物事をやり抜く忍耐力や責任感を育成する。（健康教育）

〇教科「水産」を学ぶことを通して、高い志と自ら将来切り拓く自主的な態度と実践力を身につけさせる。
〇水産・海洋産業を取り巻く国際的な課題を自主的に捉え、発展させることができる人材を育成する。
〇水産・海洋関係・地域連携の諸行事に参加することで、わくわく活き活きする活躍を体験し、学校を牽引するリーダーを育成する。

生徒指導・道徳教育

体育

学習指導

学習指導

生徒指導・道徳教育

生徒指導・道徳教育

生徒指導・道徳教育

進路指導

進路指導

学習指導

生徒指導・道徳教育

学習指導

その他

(成果）昨年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、産業教育フェアや地
域交流イベント等で本校の魅力を十分にアピールすることができなかった。本校の特
色を象徴する水高祭は一般の来場はできなかったが開催することができた。基礎学力
定着のための「朝学習」を継続的に実施することで、希望進路実現を達成することがで
きた。様々な地域交流が中止される中、三校合同の中学生対象の説明会を開催し、本
校の特色化・活性化をアピールすることができた。
(課題） 昨年度の学校行事、地域交流など、本校の特色ある教育活動をコロナ渦の

中において再開することが課題である。「いじめは絶対に許さない」を合い言葉に学校
生活アンケートの実施や、いじめのサインを見逃さない教育活動を引き続き展開する。
生徒の心の安定をはかり教育力向上を目指す。また、生徒一人一人が安心･安全で
「居場所」のある学校生活ができる学校づくりを推し進める。基礎学力の向上のために
毎日15分間の「朝学習」において、きめ細かな指導を粘り強く行い、生徒一人一人の進
路を実現する。「海に学び 食に学ぶ 水高」のスローガンのもと、生徒一人一人が輝く
船舶職員、水産、海洋関連業界、食品関連業界などへの人材を育成する。

挨拶の励行、身だしなみ、言葉遣いの指導を徹底する。

具体的目標

第一志望の進路実現。

生徒指導・道徳教育

第２学年

第３学年

教務部
企画広報課

生徒指導部
保健環境課

進路指導部
研修図書課

生徒指導・道徳教育

進路指導

学習指導

学習指導

進路指導

生徒指導・道徳教育

生徒指導・道徳教育

生徒指導・道徳教育

その他

学習指導

昨年度の成果と課題  年 度 重 点 目 標

7月の三者面談までに希望進路の決定。
1学期中に面接に向けた基本的な所作を身につけさせる。

水高生として誇れる背中を見せる。
学校行事や資格取得、部活動に積極的に取り組む姿勢を持たせる。
学校行事等の活躍の場を大切にし、さらに成長できるよう支援を行う。

評 価 項 目

教務部
教務課

学習指導

学習指導

いじめを許さない学校づくり
月１回のアンケート調査の実施及び生徒の言動、小さな変化にも教職員が目を配り、いじめ早期発見・早期対応を行う。
いじめ未然防止に向けて全職員の共通理解の下で生徒の「絆づくり」「居場所づくり」を目指す。

基本的生活習慣の確立

その他

生徒指導部
生徒指導課

進路指導部
進路指導課

第１学年

特別活動・部活動の充実
全教職員で協力し、部活動の活性化を図る。

進路実現満足度１００％を目指す
卒業後のセルフイメージを持たせるために、講話やガイダンスを実施する。

式典を円滑に運営し生徒の水高生としての自覚およびマナー向上の一助とする
各部、学年と協力し、生徒の安全に配慮した式典の準備を柔軟に進める。
ホームページ、中学校訪問、学校案内など広報活動を見直し積極的に進める。
生徒アンケートを実施し、効果的な広報活動を分析する。

生徒の自尊感情・向上心・チャレンジ精神を高める広報

一斉メールを活用し、保護者との連携を密に図る。

各専門分野の魅力や技術を知るため、社会人講話を実施する。

資格取得の推進
費用対効果を考慮した資格の取得を行うため、年間の資格取得スケジュールを提示する。
合格率の低い資格取得を達成した者を優良者（仮称）として表彰する。（例：本科生で3級海技士筆記全科目合格、第2種電気工事士、第3種冷凍機械責任者、専攻科生で2級海技士筆記試験全科目合格など）

朝学習の計画的な運用とともに授業規律の充実を促進する

水産・海洋分野の担い手としての「自覚」と「誇り」を育成する
職業人として恥ずかしくない言葉遣いや立ち振る舞いを指導する

自己実現を意識した学習へ向かう姿勢を身につける
ホームルーム活動などを活用し職業観・勤労観を育成する
チャイムｔｏチャイムを徹底し、規律ある授業を行う

基本的な学習習慣の確立と社会性を身につけさせる

進学希望者への学習習慣をつけるため、本校に適した放課後指導・個別指導について検討・実施する。

企業訪問の実施
社会人講話の実施
企業の情報（人物像・就業内容）を得るため、1学期・3学期に企業訪問を実施する。

ＰＴＡ活動（役員会・総会）・同窓会行事の運営のサポート

学校行事や生徒会活動で個人の活躍の場を与え支援する

学　 校　 運　 営　 計　 画　（４月）

学 校 運 営 方 針

次年度の主な課題

ＰＴＡ活動等を通した学校と家庭・地域社会と連携

マナー日本一水高を目指した行事の運営

進路実現のための基礎学力・学習力を身につける。
朝学習や日々の授業を大切にさせる。

指導と評価の一体的な改善を行い、生徒の学ぶ意欲を育む。

主体的、対話的で深い学びの実現
アクティブラーニングなどを活用した生徒がわかる授業を展開できるように授業改善を行う。

入学志願者を増やす
企画広報課と連携し、魅力ある広報活動を行う。
体験入学・進路相談事業の内容検討と充実を図る

基礎・基本的な知識や技術の確実な習得
チャイムｔｏチャイムを徹底し、規律ある授業を行う。

進路決定後も学び続ける習慣を身につけさせる。

服装・頭髪検査を月に１回実施し、身だしなみ意識の向上を図る。
登下校、授業の開始終了時等、全教職員で、質の高い挨拶を追求し、指導する。

水高生として自覚をもち、自己実現への力をつける

　生徒に国家・社会の有意義な形成者となるための「知・徳・体」調和のとれた教育を施し、確かな学力を育成し、他者との関わりの中で自己の在り方・生き方や使命感を自覚させ、心豊かで力強い生き方ができる人間の育成に努める。

具　体　的　目　標

○本校で「何をしたいのか」「何をすべきなのか」「何を目指すべきなのか」を問いかけ、生徒との信頼関係のもと、毎時間の授業を充実させた教科指導、より良い人間関係づくりを目指す生徒指導を展開し「日本一の水産高校」を目指す。
○いじめの撲滅や差別を見逃さない組織作り、『生徒一人ひとりが「安心」「安全」で、「居場所」ある学校づくり』を推し進める。
○本校の強みと弱みを見つけ、強みをより強く、弱みを改善し、教科と教化、教員と生徒、生徒と保護者、学校と地域など組織として目的を強く共有する「チーム水高」を構成し、令和5年度の周年行事、学科改編に向けてスピード感をもって
取り組む。

○「体力向上プラン」により、基礎体力を向上させ、学校と家庭、地域社会が連携･協力し、生徒の心身の鍛錬に努める。
○健康・安全に関する意識を高めさせるとともに、心身の調和的発達を図る。

○日々１５分の「朝学習」をもとに、家庭学習の習慣化を図る。授業改善、放課後課外等を行い、確かな学力を育む。
○資格課外の充実を図り、専門分野の知識・技術を生かした資格取得を目指すなど、生徒の希望進路の実現・自己実現を支援する。
○生徒にチャレンジするチャンスを与え、目標に向かって活動に取り組んだ過程や結果を認められる（褒める）ことで、生徒に真の達成感を味合わせ、更に次へのチャレンジ意欲を向上させる「鍛ほめ福岡メソッド」
を実行する。

具 体 的 方 策 評　価（３月）

生徒会活動の充実により、生徒自らの行動意識を高める。

新学習指導要領の実施に向けた準備を行う。

進路の見通しを持たせる。
科、コースの特性に応じた資格取得の促進。
進路先と希望生徒との相性などを考慮した進路指導を行う。

基礎学力の向上と、専門性の探究と理解を深めさせる。
朝学習を工夫し、基礎学力を身に着けさせる。
毎週一回担任会議を実施し、生徒の動向把握に努める。

１年生の模範となる学校生活を送り、学校行事・部活動等は積極的に参加させる。
欠席、遅刻、早退の防止に努める。年間１０日以内とする。

保健に関する情報の発信と環境衛生保全のための確認、報告を行う
月に１回の保健便りを発行し、生徒の健康を保持増進する。
環境衛生検査（水質・照度検査等）を実施し、各場所の環境保全に努める。

校内及び学校周辺の美化を推進、教育環境を整える
月に１回魂の清掃日を設定し、美化意識の向上を図る。また、通常時では清掃できない場所の清掃の徹底を図る。
保健委員で年２回安全点検を実施し、破損個所を集約し、改善を図り、教育環境を整える。

保健指導、心身の健康保持増進、健康把握と基本的生活習慣の確立
保健委員会からの発信で、感染症等の予防の観点から、うがい・手洗いを推進する。
生徒の心身の健康を把握し、生徒指導・教務と協力して生徒の学校生活を支える。

校内職員研修の内容の精選と円滑な運営
研修日程の見直しと研修形態の工夫。
各科・コース、各学年、各分掌に還元できる内容の実施。

効果的な授業改善と評価の改善
福岡県教育センター主催の専門研修（キャリアアップ）講座への参加奨励。
「相互参観授業」期間の充実。

図書貸し出し冊数及び、図書館利用の増加
図書館オリエンテーション（１年生）や水高祭企画の工夫。
図書館利用をしやすい環境作りと、利用マナーの向上。

海洋科
航海コース

学習指導

進路指導

その他

将来の船員としての必要な力を身につけさせる
海技士国家試験（筆記）合格者を複数出す。
乗船前指導、乗船後の指導を継続して行うことにより乗船実習を実りあるものとし、進路につなげる。

３年間を見通し、計画的に希望進路を実現させる
進路指導部と連携し外部団体との進路学習を複数回持つ。
船員への就職率８０％、そのうち漁船員の就職率２０％を目指す。

学科改編と連動して、船舶職員養成施設の充実を図る
ＱＳＳの運営の充実を図る
科の学科改編の検討とそれと連動した海友丸運航の見直しや、海技単位、免許講習の内容の整理を図る。

海洋科
機関コース

生徒指導・道徳教育

進路指導

その他

安全教育の徹底
実習前の服装、保護具の着用をしかっりと身につけさせる。
整理整頓を徹底させる。

資格取得の促進
機関コースで取得できる資格について、利点等を説明する。
放課後補講を行い、多くの生徒が資格を取得出来るように指導する。

船舶職員養成施設の充実を図る
ＱＳＳ監査を受け、マニュアルの見直しとＰＤＣＡシステムを確立させる。
海友丸運航計画、将来の代船建造へ向けて学内意見をまとめる。

海洋科
ﾏﾘﾝ技術ｺｰｽ

学習指導

生徒指導・道徳教育

進路指導

全員に有効な潜水資格を取得させる
潜水士および中級実技資格については全員取得させる
上級実技資格については生徒各自の進路先に合わせ、適切な段階まで取得させる

バディシステムを確立し共助心を育成する
実習前の健康調査や器材点検等バディチェックを徹底し自助と共助の心を育む
潜水器材についてはバディ単位での管理を徹底し物を大切にする心を育てる

進路開拓（潜水会社）を進める
会社訪問を行い、毎年１０名前後の生徒が就職する潜水会社への進路を確保する
既に卒業生が就職している進路先との連携を強化する

職業人としての資質を育成し、社会での実践能力を身に付けさせる。

 新商品の販売。

資格取得を計画的におこなう。
指導・評価を生徒に理解させる。
実習を通して、他者とのコミュニケーション能力を向上させる。
挨拶・服装・言葉遣い・時間厳守の指導を徹底する。
課題研究・水産クラブ活動を計画的に実施。
地域の料理人とコラボ商品の開発。

卒業後の進路を早い段階で明確にさせ、個々に合った適切な指導を行う。
就職に必要な免許や資格を積極的に取得させる。

食品流通科

学習指導

進路指導

その他

  学習への意欲・目標を持たせ、食品に関する知識を習得させる。

事務室
学校経営方針を踏まえた予算編成及び予算執行を行う。
生徒、保護者等に対して分かりやすい情報発信及び案内を行う。
三県共同運航「海友丸」の運航、定期ドック等の事務を行う。

学校経営の視点に立った事務室運営事務室運営

アクアライフ科

学習指導

生徒指導・道徳教育

進路指導

学習に対する目標や意欲を持たせ、漁業・養殖業に関する技術および知識を確実に身に付けさせる。

挨拶・身だしなみ・言葉遣い、安全意識等に関して、社会人・水産人として必要不可欠な資質と人権意識を身に付けさせる。

生徒一人一人の夢を実現させるため、早い段階から進路指導を行う。

シラバス等を活用し、授業や実習の目的を事前に明確にする。
生物飼育などの体験活動を多く取り入れる。
挨拶・服装・言葉遣い・時間厳守の指導を徹底する。
安全管理に配慮し、命の大切さと安全に対する意識を生徒に身に付けさせる。


