
令和２年度 学校マネジメントシート 

 

 

  三重県立水産高等学校 

１ 目指す姿 

(1)目指す学校像 

 「かけがえのない海を護り、命を尊び、海の恵みを活用する豊かな人間性を備えた人材を育成

する」というスローガンのもと、「学力の定着・向上」「希望進路の実現」「豊かな心の育成」を中

心に生徒を育成し、社会から信頼され必要とされる学校 

(2) 

育みたい 

児童生徒像 

水産高等学校生としての誇りと自己肯定感を持ち、水産・海洋に関するスペシャリストとしての

知識・技術の習得を通し、「考え抜く力」「チームで働く力」「前に踏み出す力」を高め、社会に

貢献できる人材となる生徒 

ありたい 

教職員像 

生徒の発達段階に応じた関わり方ができ、授業力向上のために自己研鑽を積み、個々

の生徒に対してきめ細かい指導ができる教職員 

２  現状認識 

(1)学校の価値を 

提供する相手

とそこからの

要求・期待 

＜生 徒＞ 安全・安心な学習環境と理解が深まる授業内容 

＜保護者＞ 社会人としてのマナー習得と卒業後の進路の確定 

＜地 域＞ 水産高校として魅力ある取組と地域連携 

(2)連携する相手

と連携するうえ

での要望・期待 

連携する相手からの要望・期待 連携する相手への要望・期待 

＜保護者＞丁寧な教育実践 

＜中学校＞きめ細かい指導 

＜地域＞マナーの育成と地域との連携 

＜保護者＞家庭教育・学校教育に対する理

解と協力 

＜中学校＞綿密な連携と相互理解 

＜地 域＞教育活動への理解と協力 

(3)前年度の学校 

関係者評価等 

・以前の学校規模、前年度踏襲の教育活動が継続されている傾向が強く、組織運営、教育課

程の改善に取り組む必要がある。 

・水産・海洋教育の特色ある授業内容とその必要性について地元や県内外に発信するＰＲ活 

動を強化する。 

(4)現状と

課題 

教育 

活動 

・県内唯一の水産・海洋を学ぶ高校であるからこそ、その専門性を高めるために、基礎学

力の定着と水産教育の一層の改善・充実が必要とされている。 

・新学習指導要領、三重の水産業、生徒の現状、地域性などを踏まえた教育課程・キャリア教育・

生徒指導等の効果が最大に発揮されるようカリキュラムマネジメントに取り組む必要がある。 

学校 

運営等 

・働き方改革、安心・安全な学校づくりの視点で教育活動を見直し、教職員の共通理解を深め、 

意識改革を図り、教職員が結束して学校運営に努める必要がある。 

・多様な生徒が入学する中で、教職員が幅広い教育技術を習得するとともに、チームとし

て組織的、計画的に取り組む必要がある。 

・地域や中学校等が水産高校の理解を一層深めるよう、活動の充実と継続的なＰＲが必要

である。 

３  中長期的な重点目標 

教
育
活
動 

・水産業や、船舶関連産業の後継者や社会で活躍できる人材を育成するために、実習船教育等特色ある

教育活動を活用し、生徒にとって魅力ある水産・海洋教育を進めます。 

・自己肯定感や自尊感情を高めるため命を大切にする教育活動を推進し「豊かな心」の育成を図ります。 

・安全・安心な学習環境を保障し、信頼しあえる仲間づくり、授業改善の推進、授業規律を確立します。 

学
校
運
営
等 

・生徒への教育活動に、教職員がやりがいを持って取り組めるように、情報共有や助け合いなどによる

チームとしての学校づくりを進めます。 

・個々の教職員が日常的にコンプライアンス意識を保てるように、様々な事例に基づいた研修を推進し、

信頼される学校づくりに努めます。 

・地域にある学校として、地域との連携、相互理解を深めます。 

・個々の教職員のワークライフバランスが保てるように働き方や業務内容の見直しを進め、過重労働時

間の減少、年次有給休暇取得日数の増加、部活動時間の縮減等を図ります。 

 

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 



４ 本年度の行動計画 

【備考欄について】「※」：定期的に進捗を管理する取組、 「◎」：最重点取組 

（１）教育活動    

項目 取組内容・指標 
結果 備

考 

１ 教育 

課程 

(1)新学習指導要領への対応や専門的知識・技術の更なる定

着に向け、教育課程の改善・評価の研究、授業の質的向上

に努める。 

（生徒アンケートによる成果と課題の検討、年２回） 

（学習評価の研究：研究授業と研究協議、年２回） 

(1)令和４年度実施の新教育

課程の作成にむけて、現時点

の課題を洗い出し改善した。 

①学校生活満足度調査（２回） 

・学校生活への安心感 85％ 

・授業内容の理解 90％ 

・地域社会への参画 73％ 

②研究授業 

・共通教科：STEAM分野を横

断した授業研究（理科や社会

科）に取り組んだ。 

・専門教科（水産科）：ルー

ブリックを活用した学習成果

の評価に関する授業研究に取

り組んだ。 

③協議２回実施 

・探究活動の充実に向け

STEAM を幹とした教科横断的

な授業について研究協議し思

考力・表現力、学びに向かう

力の育成について協議した。 

・付けたい力の共通認識とル

ーブリックを活用した学習評

価の実践について協議した。 

※ 

２ 学習 

 指導 

 

(1) 授業改善や授業規律の確立を進めます。 

・全教員がわかりやすい授業づくりを徹底します。 

・授業中の携帯電話の管理、机上の整理について、すべ

ての生徒が適切に実行できるように指導します。 

(各授業開始時の指導、100％) 

(2)「高校生のための学びの基礎診断」を活用し、指導方法の

研究とともに、基礎学力定着を目指します。 

・「水産海洋基礎」におけるﾛｰﾃｰｼｮﾝ授業を継続します。 

・水産・海洋系の知識や技術を育成するため、積極的に 

資格取得を目指します。（前年度合格率以上） 

 

（１） 授業への取組について 

・授業時に定める規則の徹底 

（100％実施） 

・授業開始時に本時の目標と

流れの明示 （60%実施） 

（２）全職員で「学びの基礎 

診断」を活用した指導方法 

の研究と２回の補講を実

施。（学力の定着に課題の

ある生徒を対象に国語・数

学・英語の 3教科において

個別指導を定期的に実施

するが一時的な効果はある

が学力の定着には至らなか

った。 

◎ 

３ キャリア

教育 

(1) キャリア教育全体計画に基づき、水産・海洋に関するスペ

シャリストの育成に努める。 

・定期的に進路指導部と各学年団の情報交換会議を持

ち、進路希望に応じた具体的な取り組みを進めます。 

(第三学年の水産関連業へのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、50％以上) 

(進路希望状況の把握、毎月) 

(1) カリキュラムマネジメン

トを組織的に推進し、教

科や分掌、学年を横断し

た教育活動の見直しを図

り、キャリア教育全体計

画の再構築を進めた。 

※ 



(外部人材による進路講演会、年３回以上) 

 

①インターンシップ実施率 

※感染症拡大防止対応によ

り全活動中止。 

 

②進路決定状況 

（本科生） 

・水産海洋関連産業への就職 

海洋機関科 

 県内：１１名 県外９名 

水産資源科 

 県内：６名  県外６名 

（漁業：8名） 

・進学：１２名（内大学４名） 

（専攻科生） 県内：６名  

分野（航海：２名、機関：３名、漁

業：１名）  

③外部人材による進路講演  

会の実施（３回） 

  

４ 生活 

指導 

(1)社会人に必要なマナーや規範意識については３年間を見

通した指導を行うとともに、個々の課題については発達段

階に応じたきめ細かな支援に努めます。 

・登校指導を行い、個々の生徒への声掛けを進めます。 

(玄関、校外での指導、全平常日課日実施) 

・定期的な身だしなみの指導を行います。 

(頭髪・服装指導、月１回実施) 

 

(1) 個々の課題については発

達段階に応じたきめ細か

な支援の徹底を図った。 

①玄関、校外での指導、全平 

常日課日実施 

②頭髪・服装指導（月１回） 

・生徒会が核となり、全校生徒 

に向けた身だしなみに関する 

提案を行うことを検討。 

※ 

５ 人権 

教育 

 

(1)生徒の自己肯定感を高める取組を進めます。 

・人権感覚を磨き、「褒める指導」によって生徒の自己有

用感を導き出す取組を進めます。 

(校外での人権研修参加、一人１回以上) 

（人権感覚あふれる授業づくり研究：研究授業等、年２回） 

（生徒アンケートによる成果と課題の検討、年２回） 

 

(1) 人権感覚を磨き、「褒める 

指導」によって生徒の自己有

用感を導き出す取組を推進。 

①人権感覚あふれる授業づ

くり研究：研究授業（２回） 

②自己肯定感調査（概要） 

・「自分の中には様々な可能性

がある」 

前期 56.5％ 後期 60％ 

・「人と同じくらい価値のある人間

である」 

前期 73.5％ 後期 75.3％ 

※様々な学習活動により生徒が

自信を高めている。 

・「今の自分に満足している」 

前期 57.4％ 後期 57.6％ 

・「誰にも負けないものがある」 

前期 59.3％ 後期 57.6％ 

生徒が主体となる学習活動へと

改善を図っていく必要がある。 

◎ 

 

 



 

 

（２）学校運営等 

項目 取組内容・指標 結果 備考 

１ 組織運営及

び労働環境

の整備 

(1)働き方改革の取組を推進します。 

・定時退校日を月１回設けます。（定時退校者 90%以上） 

・各クラブが週１日以上の休養日を設けます。(100%実施) 

・会議及び委員会を１時間以内に終了します。(90%実施) 

   ・スクールサポートスタッフの有効活用（面談：月１回） 

(2) 船員と教員の連携を進め、魅力ある実習船教育の充実を 

図ります。（実習船運営会議年３回以上） 

(3)組織的な諸課題について、職場の規模、負荷分散、学校 

  への期待等の視点で分析し改善を図ります。 

  （校内活性化検討会議の開催 月１回） 

【時間外労働時間】 

（1人あたりの月平均時間外労働：28時間以下） 

（年 360時間を超える時間外労働者数：０人） 

（月 45時間を超える時間外労働者の延べ人数：０人） 

【休暇取得】  

(一人あたりの年間休暇取得日数：前年度比１日増加) 

(1) 働き方改革の取組を

推進しました。 

 ・定時退校者 90% 

 ・各クラブが週１日以上

の休養日 100% 

 ・会議及び委員会を１時

間以内に終了 96% 

(2) 実習船運営会議６回

実施 

(3) 校内活性化検討会議

の開催月１回の実施 

【時間外労働時間】 

・1人あたりの月平均時間 

外労働：5時間 

・年 360時間を超える時間 

外労働者数：０人 

・月 45時間を超える時間 

外労働者の延べ人数：1人 

【休暇取得】 

・年間休暇取得日数：前年

度比５日増加 

※ 

 

 

 

 

 

 

※ 

２ 地域との 

連携 

(1)地域と連携し、地元高校としての役割を果たします。 

・保・幼・小・中学校との交流活動を行います。(年 6回以上) 

・地域防災活動との連携を行います。(年１回以上) 

・各地域主催のイベントに参加します。(年 3回以上) 

(1)地域との連携 

・保・幼・小との交流活

動、地域防災活動は計画

はしたが新型ウイルス感

染症拡大の影響により中

止とした。 

・市内中学校への出前講

座（6 回） 

・開発商品のＰＲ、海の

博物館イベントへの参加

（10 回） 

 

※ 

3 安心・安全

な学校づくり 

(1)いじめが無く、安心して学べる学校づくりを行います。 

   ・個々の生徒の様子について教職員間の情報共有を行な

います。(毎職員会議後 100％) 

(2)外部人材活用(SC 定期派遣要請・支援員随時派遣要請)

や、関係機関等との連携を密に行い、問題の早期対応に

取り組みます。（支援会議等を学期毎１回以上） 

(3)自らの命と共に、他者の命を大切にする態度を育成するた

め多くの機会を通じて生命尊重の教育を推進します。 

  （講演会等１回以上） 

(1) 個々の生徒の様子に 

ついて教職員間の情報共

有を毎職員会議後実施。 

(毎職員会議後 100％) 

(2) 玉城わかば学園の特 

別支援コーディネーターを

交えての研修会を実施。 

（学期毎１回） 

(3) 性の多様性に関する 

講演会の実施（1回） 

◎ 

４ 資質向上

の取組 

(1)計画的な資質向上への取組を実施します。 

・保健、人権、学習評価等に関する研修会を開催しま

す。(各１回以上) 

(1) 資質向上研修 

・保健部（１回） 

アナフィラキシー対応 

※ 



・人権に関する校外での、一人一研修への参加により人

権感覚を高めます。(90％) 

(2)信頼される教職員集団を目指します。 

・不祥事（体罰等）の未然防止に向けた事例研究や研修

を通じて教職員が教育活動を自己点検します。 

（コンプライアンス研修等 各学期１回） 

・人権推進部（１回） 

性の多様性に関する研修 

・教務部(2回) 

学習評価に関する研修 

(2) コンプライアンス研修 

職員会議、朝礼、研修会

等を活用し随時実施 

５ 危機管理 

(1)現実に即した危機管理体制の徹底を図ります。 

・危機管理マニュアルの充実及び地域と連携した防災へ

の取組を行います。(地域との連携１回以上) 

(2)報告・連絡・相談を密に行い、発生事案への早期対応・早

期解決に努めます。（全職員 100％） 

(1) 危機管理マニュアルの 

作成。 

・地元地域との危機管理

体制の確認（1回） 

(2) 報告・連絡・相談を密

に行い、発生事案への早

期対応・早期解決に努め

ている。（全職員 100％） 

※ 

６ 情報提供 

による信頼 

構築 

(1) ホームページ等による情報提供 

・ホームページ等の更新（年２０回以上） 

(2) 授業公開や学校見学会等の実施 

・学校の様子を理解する保護者の割合（アンケート調査） 

(1) しろちどり航海中の毎 

日の活動の様子を SNS等

により情報提供。 

・学校WEBページの更新 

（108回） 

・中学生一日職場体験（１回） 

（県内外からの中学生２２名） 

(2) 本年度は、授業公開 

や学校見学を中止したが

教員による県内中学校訪

問を実施。 

（県内中学校訪問） 

・在籍生徒出身校、体験入

学希望者在籍校を訪問 

※ 

改善課題 

・生徒が主体となる水産・海洋関連活動を更に情報発信し、市内中学校からの入学割合の確保と、市外・県外

中学校からの入学者数の増加を図る必要がある。 

・各学科やコースの専門性を活かし、教科や学科を横断した取組を更に推進し、生徒が主体となり地域・企業・

行政と連携した地域課題解決型の探究活動を進めていく必要がある。 

・個々の生徒の資質や能力に応じた指導・支援に取り組み、基礎学力の定着と専門性の向上を図る必要がある。 

 

５ 学校関係者評価 

明らかになった 

改善課題と次へ

の取組方向 

・広報活動：水産・海洋教育の魅力と必要性について幅広く中学生に発信することが必要な

ことから、市内中学校や県内外の中学校へのＰＲ活動を更に充実させる。 

・学校教育全般：各学科の専門性を更に引き出す必要があることから、学科間の連携を深め

ながら専門的な知識・技術の習得、資格取得に力を入れる。また、習得した専門性を活用し

て地域社会に貢献する機会の充実に努めていく。 

・授業改善：幅広い学力層の生徒に対応した授業改善が必要なことから、ＩＣＴの活用等に

より、生徒を誰一人取り残さない個別最適な学習等に取り組み、生徒の興味関心を引き出し、

考えさせる授業を更に増やしていく。 

 

 

 

 

 



６ 次年度に向けた改善策 

教育活動につ

いての改善策 

・ 教育課程：教科・科目を横断した授業研究を継続するとともに、探究活動等における多様な学習

成果の評価手法を確立するため、ルーブリック等の研究を更に進めていく。 

・学習指導：幅広い学力層の生徒に対応した授業づくり（ＩＣＴの活用等による個別最適な学

習等）に取り組む。 

・キャリア教育：キャリア教育全体計画を見直し、規範意識の確立、自己肯定感の醸成、主

体性を引き出す地域課題解決型の探究活動推進を図る。 

学校運営につ

いての改善策 

・組織運営及び労働環境の整備：実習船教育の更なる魅力化に向け、教員と船員の連携強化、新

船建造に向けた組織や教育内容の見直しに取り組む。 

・地域との連携：水産・海洋教育の魅力と必要性について幅広く中学生に発信するため、市内

中学校や県内外の中学校へのＰＲ活動を更に充実させる。 

・安心・安全な学校づくり：幅広い発達段階や学力層の生徒に対応した組織的・系統的な支

援や個別最適な学習指導等に取り組む。 

・資質向上の取組及び危機管理：地域から更に信頼される学校となるよう、定期的に研修会

等の機会を設け、教職員集団の意識改革と地域との情報共有に取り組む。 

 

 


