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教育方針・本年の重点目標について教育方針・本年の重点目標について教育方針・本年の重点目標について教育方針・本年の重点目標について

    

１１１１    教育方針教育方針教育方針教育方針 

 本校の教育方針は「国や社会の有為な形成者として、社会の変化に主体的に対応できる資質

を養うとともに、我が国の工業分野を担う技術者としての専門性を備

い人間の育成に努める」と定められています。その実現のために次の３本柱を掲げて毎日の教

育活動に取り組んでいます。この教育方針を教員、生徒、保護者の間で共有し、それぞれの役

割を果たしていくことが求められています

確かな学力の育成 

・わかる授業、興味のもてる学習指導を通して、基礎・基本の知識・技

術を定着させるとともに、生涯にわたって学び続ける学習習慣を確立

させる。

・各種資格・検定に積極的に挑戦させ、自ら学び考える力を育成する。

健全な心身の育成 

・学校生活や将来の目標を明確にし、基本的な生活習慣を確立させる。

・ものづくりや体験学習、学校行事などを通して、教師と生徒、生徒相

互間の信頼関係を深め、豊かな人間性を育てる。

・部活動を奨励し、自主・自立の精神を養うとともに、たくましい心身

を育成する。

社会貢献力の育成 

・生まれ育ち、生活している地域への誇りと愛着を育むとともに、地

域の発展や活性化に貢献できる態度を育てる。

・地域と連携した活動を通して、社会の一員としての自覚を養うとと

もに、国際的視点に立ち郷土や国を愛する心を育てる。

 

 

２２２２    重点目標重点目標重点目標重点目標 

 重点目標は本校が、この１年間で特に力を入れて取り組む目標です。これを達成するために

様々な取り組みを実践し、その結果を評価し改善することにより、本校の学校運営や教育活動の

向上を目指します。保護者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

 

 分野 

１ 
教育 

活動 

①基礎的・基本的な知識や技術を確実に身に付けさせる。

②ものづくりスペシャリストの育成を進めるとともに、各種資格・検定に積極的

に挑戦させる。 

③部活動や行事に積極的に取り組ませる。

④規律やマナーを一層身につけさせる。

２ 
学校 

運営 

⑤校務の効率化を図り、生徒と向き合うことができる時間を確保する。

⑥積極的に情報発信し、地域との連携・協力を図りながら信頼される学校を目指

す。 
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教育方針・本年の重点目標について教育方針・本年の重点目標について教育方針・本年の重点目標について教育方針・本年の重点目標について 

本校の教育方針は「国や社会の有為な形成者として、社会の変化に主体的に対応できる資質

を養うとともに、我が国の工業分野を担う技術者としての専門性を備えた、心豊かでたくまし

い人間の育成に努める」と定められています。その実現のために次の３本柱を掲げて毎日の教

育活動に取り組んでいます。この教育方針を教員、生徒、保護者の間で共有し、それぞれの役

くことが求められています。 

・わかる授業、興味のもてる学習指導を通して、基礎・基本の知識・技

術を定着させるとともに、生涯にわたって学び続ける学習習慣を確立

させる。 

・各種資格・検定に積極的に挑戦させ、自ら学び考える力を育成する。

・学校生活や将来の目標を明確にし、基本的な生活習慣を確立させる。

・ものづくりや体験学習、学校行事などを通して、教師と生徒、生徒相

互間の信頼関係を深め、豊かな人間性を育てる。

・部活動を奨励し、自主・自立の精神を養うとともに、たくましい心身

を育成する。 

・生まれ育ち、生活している地域への誇りと愛着を育むとともに、地

域の発展や活性化に貢献できる態度を育てる。 

・地域と連携した活動を通して、社会の一員としての自覚を養うとと

もに、国際的視点に立ち郷土や国を愛する心を育てる。

重点目標は本校が、この１年間で特に力を入れて取り組む目標です。これを達成するために

様々な取り組みを実践し、その結果を評価し改善することにより、本校の学校運営や教育活動の

向上を目指します。保護者の皆様のご理解とご協力をお願いします。 

重 点 目 標 

①基礎的・基本的な知識や技術を確実に身に付けさせる。 

②ものづくりスペシャリストの育成を進めるとともに、各種資格・検定に積極的

 

③部活動や行事に積極的に取り組ませる。 

④規律やマナーを一層身につけさせる。 

⑤校務の効率化を図り、生徒と向き合うことができる時間を確保する。

⑥積極的に情報発信し、地域との連携・協力を図りながら信頼される学校を目指

平成２５年５月
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本校の教育方針は「国や社会の有為な形成者として、社会の変化に主体的に対応できる資質

えた、心豊かでたくまし

い人間の育成に努める」と定められています。その実現のために次の３本柱を掲げて毎日の教

育活動に取り組んでいます。この教育方針を教員、生徒、保護者の間で共有し、それぞれの役

・わかる授業、興味のもてる学習指導を通して、基礎・基本の知識・技

術を定着させるとともに、生涯にわたって学び続ける学習習慣を確立

・各種資格・検定に積極的に挑戦させ、自ら学び考える力を育成する。 

・学校生活や将来の目標を明確にし、基本的な生活習慣を確立させる。 

・ものづくりや体験学習、学校行事などを通して、教師と生徒、生徒相

互間の信頼関係を深め、豊かな人間性を育てる。 

・部活動を奨励し、自主・自立の精神を養うとともに、たくましい心身

・生まれ育ち、生活している地域への誇りと愛着を育むとともに、地

 

・地域と連携した活動を通して、社会の一員としての自覚を養うとと

もに、国際的視点に立ち郷土や国を愛する心を育てる。 

重点目標は本校が、この１年間で特に力を入れて取り組む目標です。これを達成するために

様々な取り組みを実践し、その結果を評価し改善することにより、本校の学校運営や教育活動の

②ものづくりスペシャリストの育成を進めるとともに、各種資格・検定に積極的

⑤校務の効率化を図り、生徒と向き合うことができる時間を確保する。 

⑥積極的に情報発信し、地域との連携・協力を図りながら信頼される学校を目指

月１日 

    



    

平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年                                                行事予定行事予定行事予定行事予定    
 

  日  曜  行               事 食堂 進課 

   １  水  朝礼・安全安全安全安全のののの日日日日    検尿検尿検尿検尿((((未提出者未提出者未提出者未提出者))))  ○  ○ 

   ２  木  1～4限(45分授業)  5,6限(40分授業)  生徒総会（生徒総会（生徒総会（生徒総会（7777限限限限    14:3014:3014:3014:30～～～～））））  ○  

   ３  金  憲法記念日   

   ４  土  みどりの日   

   ５  日  こどもの日   

   ６  月  振替休日   

   ７  火  中間考査発表中間考査発表中間考査発表中間考査発表  第１回英語小テスト第１回英語小テスト第１回英語小テスト第１回英語小テスト         公開授業週間公開授業週間公開授業週間公開授業週間       生徒職員室入室禁止  ○  

   ８  水  第１回実力テスト第１回実力テスト第１回実力テスト第１回実力テスト(1(1(1(1～～～～3333限限限限::::文・理・工等文・理・工等文・理・工等文・理・工等))))                                                   ＳＣＳＣＳＣＳＣ  ○  

   ９  木  歯科検診歯科検診歯科検診歯科検診(13:30(13:30(13:30(13:30～～～～,2,2,2,2年年年年,M3,O3,M3,O3,M3,O3,M3,O3))))  ○  

 １０  金   ○  

 １１  土 授業(1～3限)ＰＴＡ総会ＰＴＡ総会ＰＴＡ総会ＰＴＡ総会(10:40(10:40(10:40(10:40～～～～12:0012:0012:0012:00))))  部活懇談部活懇談部活懇談部活懇談会会会会・学級懇談・学級懇談・学級懇談・学級懇談会会会会   

 １２  日    

 １３  月  午前中授業(1～4限)                                                                    ＳＣＳＣＳＣＳＣ  ○  

 １４  火  中間考査中間考査中間考査中間考査   

 １５  水  中間考査中間考査中間考査中間考査     検尿検尿検尿検尿((((再検査再検査再検査再検査))))   

 １６  木  中間考査中間考査中間考査中間考査   

 １７  金  中間考査中間考査中間考査中間考査  防災訓練（防災訓練（防災訓練（防災訓練（3333限限限限））））                                         諸費等口座振替諸費等口座振替諸費等口座振替諸費等口座振替日日日日   

 １８  土  ☆頑張ろう！県総体！！☆頑張ろう！県総体！！☆頑張ろう！県総体！！☆頑張ろう！県総体！！   

 １９  日    

 ２０  月  振替休日（5/11）   

 ２１  火   ○  

 ２２  水  40分授業(1～6限)  総体壮行会総体壮行会総体壮行会総体壮行会(7(7(7(7限限限限    14:0014:0014:0014:00～～～～））））                                        ＳＣＳＣＳＣＳＣ  ○  ○ 

 ２３  木  40分授業(1～4限)        芸術鑑賞芸術鑑賞芸術鑑賞芸術鑑賞(5,6(5,6(5,6(5,6限限限限    12:5012:5012:5012:50開演開演開演開演    本校体育館本校体育館本校体育館本校体育館))))   ○  

 ２４  金   ○  ○ 

 ２５  土  総体（ｻｯｶｰ）総体（ｻｯｶｰ）総体（ｻｯｶｰ）総体（ｻｯｶｰ）   

 ２６  日  総体（ｻｯｶｰ）総体（ｻｯｶｰ）総体（ｻｯｶｰ）総体（ｻｯｶｰ）   

 ２７  月  総体前45分授業(1～6限,5/31迄)  2年職業適性検査（LHR)                                  ＳＣＳＣＳＣＳＣ  ○  

 ２８  火   ○  

 ２９  水  内科検診内科検診内科検診内科検診(13:30(13:30(13:30(13:30～，１年～，１年～，１年～，１年    ))))  ○  

 ３０  木 プロを講師とした授業プロを講師とした授業プロを講師とした授業プロを講師とした授業((((四国鉄機社長四国鉄機社長四国鉄機社長四国鉄機社長    ３限３限３限３限10:3010:3010:3010:30～～～～11:15,11:15,11:15,11:15,Ｍ科Ｍ科Ｍ科Ｍ科;;;;多多多多目目目目的室的室的室的室))))  ○  

 ３１  金   ○  

 家庭訪問月間(5/1～5/31) 
 県総体県総体県総体県総体(6/1(6/1(6/1(6/1～～～～3)3)3)3)        市内高校野球定期大会市内高校野球定期大会市内高校野球定期大会市内高校野球定期大会(6/8)(6/8)(6/8)(6/8)     第２回ＰＴＡ理事会第２回ＰＴＡ理事会第２回ＰＴＡ理事会第２回ＰＴＡ理事会(6/14(6/14(6/14(6/14    19:0019:0019:0019:00))))    
 ＳＣＳＣＳＣＳＣ：：：：スクールカウンセラー来校１２：４０～１６：４スクールカウンセラー来校１２：４０～１６：４スクールカウンセラー来校１２：４０～１６：４スクールカウンセラー来校１２：４０～１６：４００００ 
 

  



 

４／１９（金）企業見学（２

機械科（２・３年） ～JFE スチール
機械科２・３年生はＪＦＥスチールを見学しました。

と徒歩で構内を見学しました。敷地面積

に、原料受け入れから商品出荷までの工程に沿って効率的な運営ができるように配慮して

が建てられていました。圧巻は高炉

風景です。真っ赤に焼けた巨大なスラブと呼ばれる鉄の塊がごろごろと転がり、巨大なローラーで

延ばされていく様子を目にし、数メートル先を真っ赤に焼けた鉄の塊が流れて

発する熱を体感しました。 

 

 

 

 

 

 

電気科（２・３年） ～四国電力本川発電所
電気科２・３年生は四国電力（株）本川揚水発電所を見学しました。揚水発電所は、夜の余剰電

力を利用して下の貯水ダムの水を上にある貯水池に汲み上げ

る発電所です。 

今回は、地下３００ｍにある１２階建ビルに相当する発電機のある場所まで行き、発電機や水車

およびそれを動かすためのいろいろな設備をすぐ近くで見ることができました。また四国電力の社

員の方も忙しい中、熱心に説明して

 

 

 

 

 

 

 
 

公開授業週間のご案内公開授業週間のご案内公開授業週間のご案内公開授業週間のご案内
本校では保護者と地域の方々を対象にした公開授業週間を以下の通り計画しています。

公開授業の実施により、授業の活性化と充実を図るとともに、本校教育活動へのご理解と、
地域社会に開かれた学校を推進することを目的としています。ご多用の折とは思います
が、日頃の本校生の学習状況等を見ていただきたくご案内申し上げます。
 日   時 
① ５月７日（火）～１０日（金）
② ５月１１日（土）ＰＴＡ総会
◎参観の方法◎参観の方法◎参観の方法◎参観の方法    

①５月７日（火）～１０日（金）の間は、事務室の窓口で受付をしていただいた後、職
員の案内で授業や部活動の見学を行うことができます。

②５月１１日（土）は、ご案内しているＰＴＡ総会の日程通りです。

２・３年）・野外研修（１年） 

スチール（株）倉敷事業所（倉敷）～ 
機械科２・３年生はＪＦＥスチールを見学しました。１時間ほど会社から説明を受けた後、バス

敷地面積が東京ドーム約 540 個分（2,510 万㎡）という広大な場所

に、原料受け入れから商品出荷までの工程に沿って効率的な運営ができるように配慮して

が建てられていました。圧巻は高炉から真っ赤な銑鉄が、まるでお湯のようにさらさらと流れだす

風景です。真っ赤に焼けた巨大なスラブと呼ばれる鉄の塊がごろごろと転がり、巨大なローラーで

数メートル先を真っ赤に焼けた鉄の塊が流れて

 

四国電力本川発電所（高知県いの町)～ 
電気科２・３年生は四国電力（株）本川揚水発電所を見学しました。揚水発電所は、夜の余剰電

力を利用して下の貯水ダムの水を上にある貯水池に汲み上げ、昼の電力使用のピーク時に発電をす

今回は、地下３００ｍにある１２階建ビルに相当する発電機のある場所まで行き、発電機や水車

およびそれを動かすためのいろいろな設備をすぐ近くで見ることができました。また四国電力の社

員の方も忙しい中、熱心に説明してくださり水力発電所について理解を深めることが

公開授業週間のご案内公開授業週間のご案内公開授業週間のご案内公開授業週間のご案内    
本校では保護者と地域の方々を対象にした公開授業週間を以下の通り計画しています。

公開授業の実施により、授業の活性化と充実を図るとともに、本校教育活動へのご理解と、
地域社会に開かれた学校を推進することを目的としています。ご多用の折とは思います
が、日頃の本校生の学習状況等を見ていただきたくご案内申し上げます。

公   開   内   容   
５月７日（火）～１０日（金） ５、６限の授業（13:10～15:00）、部活動
５月１１日（土）ＰＴＡ総会 １、２限の授業（8:40～10:30）、部活動

①５月７日（火）～１０日（金）の間は、事務室の窓口で受付をしていただいた後、職
員の案内で授業や部活動の見学を行うことができます。 

②５月１１日（土）は、ご案内しているＰＴＡ総会の日程通りです。 

１時間ほど会社から説明を受けた後、バス

万㎡）という広大な場所

に、原料受け入れから商品出荷までの工程に沿って効率的な運営ができるように配慮して、各工場

真っ赤な銑鉄が、まるでお湯のようにさらさらと流れだす

風景です。真っ赤に焼けた巨大なスラブと呼ばれる鉄の塊がごろごろと転がり、巨大なローラーで

数メートル先を真っ赤に焼けた鉄の塊が流れていく迫力と、それが

  

電気科２・３年生は四国電力（株）本川揚水発電所を見学しました。揚水発電所は、夜の余剰電

昼の電力使用のピーク時に発電をす

今回は、地下３００ｍにある１２階建ビルに相当する発電機のある場所まで行き、発電機や水車

およびそれを動かすためのいろいろな設備をすぐ近くで見ることができました。また四国電力の社

水力発電所について理解を深めることができました。 

本校では保護者と地域の方々を対象にした公開授業週間を以下の通り計画しています。
公開授業の実施により、授業の活性化と充実を図るとともに、本校教育活動へのご理解と、
地域社会に開かれた学校を推進することを目的としています。ご多用の折とは思います
が、日頃の本校生の学習状況等を見ていただきたくご案内申し上げます。 

   等 
）、部活動(15:30～17:00) 
）、部活動(13:00～17:00) 

①５月７日（火）～１０日（金）の間は、事務室の窓口で受付をしていただいた後、職

 



電子科（２・３年） ～滝澤鉄工所
電子科２・３年生は、岡山市にある滝澤鉄工所

ともいわれる「旋盤」メーカーとして誕生し、現在は

化ラインのシステム構築まで幅広く対応し、その

ています。構内にはいくつもの工場が建ち、そのなかには様々な機械が整然と置かれていまし

た。作業は多くが自動化されていましたが、仕上げは人の手で丁寧に慎重に行われていました。

この見学を通して、生徒は新しい技術にふれただけでなく、企業が顧客に信頼

りのための取り組みの一端を知ることができました。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
野外研修（１年全科） ～「萩

 1 年生は野外研修を実施しました

萩の丘公園までの約７ｋｍをゆっくりと歩いて

公園で集合写真を撮った後、昼食をとりながら友達との友情を深めたり

がら体力作りをしたりして約１時間研修を行い、１２時過ぎに萩の丘公園を出発し

や井関池の堰堤を通り、豊浜の梨の花を見ながら１４時過ぎには全員学校に到着しました。最高気

温が１６℃で快晴の中の研修でしたので、

とができました。１０月４日（金）の第３６回持久歩大会にも全員が最後まで完歩できるように

今から体力作りを心がけてもらいたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝澤鉄工所(岡山市)～  
、岡山市にある滝澤鉄工所を見学しました。この会社は工作機械の原点

ともいわれる「旋盤」メーカーとして誕生し、現在は CNC 旋盤、マシニングセンターから自動

化ラインのシステム構築まで幅広く対応し、その工作機械は製造業だけでなく学校でも活躍し

構内にはいくつもの工場が建ち、そのなかには様々な機械が整然と置かれていまし

た。作業は多くが自動化されていましたが、仕上げは人の手で丁寧に慎重に行われていました。

この見学を通して、生徒は新しい技術にふれただけでなく、企業が顧客に信頼

りのための取り組みの一端を知ることができました。 

萩の里池めぐり」～ 
を実施しました。９時に学校を出発し、途中大野原町内の田園風景を

萩の丘公園までの約７ｋｍをゆっくりと歩いて、１１時前には萩の丘公園に到着しました。萩の丘

公園で集合写真を撮った後、昼食をとりながら友達との友情を深めたり、野外活動の器具を使いな

がら体力作りをしたりして約１時間研修を行い、１２時過ぎに萩の丘公園を出発し

や井関池の堰堤を通り、豊浜の梨の花を見ながら１４時過ぎには全員学校に到着しました。最高気

したので、生徒達は長い距離にもかかわらず最後まで

とができました。１０月４日（金）の第３６回持久歩大会にも全員が最後まで完歩できるように

もらいたいと思います。 

この会社は工作機械の原点

旋盤、マシニングセンターから自動

は製造業だけでなく学校でも活躍し

構内にはいくつもの工場が建ち、そのなかには様々な機械が整然と置かれていまし

た。作業は多くが自動化されていましたが、仕上げは人の手で丁寧に慎重に行われていました。

この見学を通して、生徒は新しい技術にふれただけでなく、企業が顧客に信頼されるものづく

途中大野原町内の田園風景を見ながら

１１時前には萩の丘公園に到着しました。萩の丘

野外活動の器具を使いな

がら体力作りをしたりして約１時間研修を行い、１２時過ぎに萩の丘公園を出発しました。萩原寺

や井関池の堰堤を通り、豊浜の梨の花を見ながら１４時過ぎには全員学校に到着しました。最高気

生徒達は長い距離にもかかわらず最後まで元気に歩くこ

とができました。１０月４日（金）の第３６回持久歩大会にも全員が最後まで完歩できるように、


