
具体的取組

ａ　実習や課題研究で
のものづくりをとおし
て、工業に関する専門
知識の習得や技術の
向上を図る。

目標：各種装置の特性
を理解し、測定や加工
技術の向上を図ること
ができた生徒の目標指
数80％以上

ｂ　実習や課題研究で
のものづくりにおいて、
機械や道具を扱う際、
常に安全に配慮し作業
する態度を身につけさ
せる。

目標：常に安全に配慮
し機械や道具を扱うこと
ができた生徒の目標指
数80％以上

具体的取組

ａ　授業で習得したビジ
ネス文書作成能力を、
販売実習や地域イベン
トなどで実践的に活用
させ、応用力を身につ
けさせる。
　
目標：ビジネス文書作
成能力を、販売実習や
地域イベントなどで実
践的に活用し、応用力
を身につけた生徒の目
標指数80％以上

ｂ　学校内外での様々
な学習活動において、
適切な言葉遣いやマ
ナーなどの必要性を説
明し、職業人としての
意識を高めさせる。
　
目標：適切な言葉遣い
やマナーなどの必要性
を理解し、職業人として
の意識を高められた生
徒の目標指数80％以
上

具体的取組

ａ　生徒自ら学習目標
を設定し、学習意欲を
高めることをとおして知
識や技術の向上を図
る。

目標：課題や実習の内
容を理解し、自ら学習
目標を設定し、知識や
技術の向上を図ること
ができた生徒の目標指
数80％以上

ｂ　授業や実習におい
て手順を理解し、適切
に行動し、実生活での
課題解決力の育成を
図る。

目標：授業や実習にお
いて、手順に沿って適
切に行動し、実生活で
生かすことができた生
徒の目標指数７0％以
上

具体的取組

ａ　外部講師の授業や
介護技術検定を通して
介護の知識や技術の
向上を図る。

目標：授業や学習に自
ら取り組み、介護の知
識や介護技術の向上
を図ることができた生徒
の目標指数70％以上

ｂ　介護実習やボラン
ティア活動をとおして他
者に対する対応の仕方
を学ばせるとともに、身
近な家族に対しても温
かく接する態度を身に
つけさせる。

目標：他者や家族に対
して温かく心のこもった
態度で接することがで
きた生徒の目標指数
80％以上

具体的取組

ａ　基本的な学習態度
を確立し、学習に対す
る意欲を向上させる。

目標：落ち着いて授業
に取り組んだ生徒の目
標指数80％以上

ｂ  個々の能力に応じ
た授業等を実践し、基
礎学力や専門知識の
向上を図る。

目標：基礎学力や専門
知識の向上のために、
課題に最後まで取り組
むなどの努力をした生
徒の目標指数80％以
上

具体的取組

a　全教職員の共通理
解のもと継続的な指導
を行い正しい身なりを
身につけさせる。

目標：高校生活全体を
通して正しい身なりを
維持することができた
生徒の目標指数80％
以上

b　部活動や学校行事
の充実を図る。
 
目標：部活動や学校祭
などの学校行事に積極
的に取り組むことができ
た生徒の目標指数
80％以上

具体的取組

a　積極的な情報発信と
各種適性検査や進路
集会、ガイダンス、職場
見学を行い、自分の将
来を考えさせる。

目標：自分の進路決定
に向けて意欲と関心を
高めることができた生
徒の目標指数80％以
上
　

b　面接指導や模擬試
験、進学・小論文補習
をとおして希望進路を
実現させる。

目標：自分の希望進路
を実現できた3年生の
目標指数90％以上

具体的取組

a　健康観察やいじめ
チェックシートによっ
て、生徒の心身の健康
状態を把握し、健康で
安全な生活を営む態
度を育成する｡
　
目標：自分自身の心や
体の変化に気付き、対
応することができた生
徒の目標指数70％以
上

　
b　清掃活動に取り組ま
せ、学習環境の美化を
図る。
　
目標：真面目に清掃活
動に取り組むことができ
た生徒の目標指数
80％以上

具体的取組

a　広報活動や朝読
書、授業などをとおし
て、生徒の図書館利用
を促進する。

目標：図書館を利用し
た生徒（ブラウジング
ルームを含む、年間10
回以上）の目標指数
60％以上

ｂ　ＰＴＡ活動を充実さ
せるとともに、ＰＴＡ総
会への参加を促す。
　
目標：ＰＴＡ入会式や総
会・学校祭など本校の
ＰＴＡ行事に参加した
保護者の目標指数
60％以上

(生活福祉科
生活コース)

（生活福祉科
福祉コース）

① 自主的に学ぶ姿勢
を育成する。
② 基礎学力や専門知
識の向上に努める。

①基本的生活習慣を
身につけ､規範意識の
向上を図る。
②特別活動の活性化
を図る。

①学年に応じた生徒の
進路意識の向上を図
る。
②生徒一人ひとりの希
望進路の実現を図る。

①健康で安全な生活を
営む態度の育成を図
る。
②校舎内外の環境整
備を図る。

①生徒の読書意欲を
高める。
②ＰＴＡ行事や活動を
充実させる。

①工業に関する専門
知識の習得や技術の
向上を図る。
②工業の専門的内容
に興味関心を持ち、主
体的に学ぶ態度の育
成を図る。

①コンピュータに関す
る知識を習得させ、ソフ
トウェアの操作や活用
する技能を向上させ
る。
②職業人として望まし
い態度の育成や適切
な言葉遣いやマナーな
どを身につけさせる。

①家庭科の知識や技
術の習得や向上を図
る。
②生活の質の向上を
図り、社会の中で生か
す実践的な態度の育
成を図る。

①介護の知識を習得
し、技術の向上を図る。
②利用者のニーズに応
じたサービスが提供で
きる介護職員としての
技能の育成を図る。

７ 専門商業系指導
（独自項目）

８ 専門家庭系指導
（独自項目）

９ 専門福祉系指導
（独自項目）

（教務部） （生徒指導部） （進路指導部） （保健部） （図書部） （工業科） （ビジネス情報科）

１ 教育課程・学習指導

（共通項目）
２ 生徒指導
（共通項目）

３ 進路指導
（共通項目）

４　保健・安全管理
（独自項目）

５　図書指導
（独自項目）

６ 専門工業系指導
（独自項目）

　○　専門的な知識と技術を身につけ、地域の発展に寄与する態度を育成する。
　○　各自の役割を理解し、互いに協力し活力に満ちた心豊かな人間性を育成する。
　○　新たな課題に進んで取り組み、アイディアを生かす創造性を育成する。

①校内LANの利用をいっそう進め、文書量の削減や連絡の効率化を図
る。
②会議や委員会の見直しと精選を進めるとともに時間短縮を図る。

人権教育の推進

①人権の意義や重要性についての正しい知識を身につけさせる。
②自他の人権擁護を実践しようとする意識や意欲を伸ばす。

重点目標

 平成３０年度　福井県立奥越明成高等学校　スクールプラン

※校訓、目指す児童・生徒像

　　校訓　　「自立・協調・創意」
　　　 自　立　：　職業系専門教育をとおして、技と心を鍛え、自立した社会人を目指し、自分の仕事を自分の力で責任を持って誠実に成し遂げる力を育成する。
　　　 協　調　：　工業、商業、家庭、福祉と特徴の違う学科が一つの学校で学ぶことにより、お互いに友愛の心を持って協力し、一つのことを成し遂げる力を育成する。
　　　 創　意　：　新しいアイディアを生かしたものづくり、ビジネス社会の新たな考え方、食材を生かした調理、新たな感覚のデザイン、創造性豊かな生活環境・福祉環境など、
                      すべての専門教育において独創的な考えを生む力を育成する。

※学校教育目標（方針） 多忙化解消のための取組


