令和元年 12 月 2 日
総 務 部

令和元年度

第２回オープンハイスクールアンケート
(集計結果)

「生徒用」回答者 33 名
問１ オープンハイスクールに参加した理由はどれですか（複数回答可）
ア「自分の意志で」
イ「保護者に勧められたため」
12
ウ「中学校の先生に勧められたため」
オ「先輩に勧められたため」

16
0

13
0
0

エ「塾などで勧められたため」
カ「その他」

問２ 本校へ進学する場合の理由はどれですか（複数回答可）
ア「ものづくりに関心を持っているため」
ウ「技術・技能や資格を身につけるため」

22
20

イ「工業に関する知識を身につけるため」
エ「家庭の経済的な事情のため」

10
4

オ「高校卒業の資格を得るため」

17

カ「その他」
（ゲームが作りたいから）

1

問３ 本校のどの学科への進学を考えていますか
ア 建 築
4 イ 機 械
9 ウ 電 気

8

エ 情報技術

10

オ

問４今回の内容の中で興味を持ったものはどれですか（複数回答可）
ア「学校概要の説明」
イ「各学科からの説明」
9
ウ「授業見学」
オ「部活見学」

21
0

4

未 定

エ「相談コーナー」
カ「その他」

13
0
0

問５ 今回のオープンハイスクールに参加した感想
・かなり良い。（1 情報・2 機械）
・授業が真面目に取り組めそうでした。資格を取っている方は凄いなと思いました。同時にもし入学するとき
には、勉強を頑張ってそういった資格を取ってみようと思いました。（1 情報・2 電気）
・学校のことがよくわかりました。（1 情報・2 機械）
・この学校の事が分かって良かったです。（1 電気・2 機械）
・勉強になった。（1 機械・2 情報）
・本校の学校の様子や学科ではどんなことをしているかなどの内容が知れてとてもよかったです。（1 機械・
2 情報）
・とてもよくわかりよかったと思いました。（1 情報・2 機械）
・思ったより、楽しそうだった。（1 建築・2 電気）
・進学先では産業技術大学への進学が多く学費の免除もあり興味がわいた。もしこの学校に入学したらたくさ
んの資格を取り、これからの将来のために頑張っていきたいと思いました。（1 機械・2 情報）
・人生を豊かにする良い学校だなと思いました。色んな資格を取れるのが良いですね。
・生徒のことをよく考えている学校でとてもいいと思いました。（1 建築・2 機械）
・体験や説明を見たりしていろいろなことを今回でしれたので参加できてよかったです。（1 電気）
・授業見学を通して、進学した時の学科の内容をよく知れたので、良い経験になりました。（1 機械）
・今回電気科を見学してめちゃくちゃ楽しかったです。（1 電気）
・基本的に自分からするとすこしむずかしいのですが実習は、とても楽しく学べそうだったのでよかったと思
います。（1 電気）
・たいけんできることがたくさんあって楽しそうでした。（1 機械）
・楽しそうだった。（1 情報）

・自分が作るのが好きで一回見てみようと思ったから。（1 機械）
・電気の体験が楽しかったです。（1 情報・2 電気）
・見学でしたが、生徒もしっかりと授業を聞いていたり、実際にしていたりして楽しそうでした。雰囲気も良
かったです。（1 機械・2 電気）
・情報技術科の授業がとても面白そうでした。ゲームをプレイする側から作る側になりたいという夢にぴった
りでした。（1 情報）
・2 回目でしたが、やっぱりまだわからないことが多かったです。（1 情報・2 機械）
・少ない人数で先生が丁寧に教えていた。（1 機械）
・学校が広い。（1 機械）
・すごい楽しそうでバイトをしながらでも頑張れそう。（1 情報）
・自分のような生徒でも安心して通えそうなので良かったです。
・工業のことについての学校を見学してみたかったので、ぼくてきには、よかったと思います。（1 機械）

問6

本校に対する質問・要望

・髪色の自由度

「保護者用」回答者２９名
問１ オープンハイスクールに参加した理由はどれですか（複数回答可）
ア「お子様の意志で」
イ「ご自身の勧めで」
11
ウ「中学校の先生に勧められたため」
オ「お子様の先輩に勧められたため」

12
0

10
0
3

エ「塾などで勧められたため」
カ「その他」
（夫の勧め）
（情報技術の授業を体験させるため）

問２ お子様が本校へ進学する場合の理由はどれですか（複数回答可）
ア「ものづくりに関心を持っているため」
イ「工業に関する知識を身につけるため」
12
ウ「技術・技能や資格を身につけるため」
オ「高校卒業の資格を得るため」

19
19

3
1

エ「家庭の経済的な事情のため」
カ「その他」

問３ お子様は、本校のどの学科への進学を考えていますか
ア 建 築
3 イ 機 械
2 ウ 電 気
6

エ 情報技術

12

オ

8

6

未 定

※複数回答者あり

問４ 今回の内容の中で興味を持ったものはどれですか（複数回答可）
ア「学校概要の説明」
イ「各学科からの説明」
11
ウ「授業見学」
オ「部活見学」

20
0

エ「相談コーナー」
カ「その他」

10
0
1

（就職について）
問５ 今回のオープンハイスクールに参加しての感想
・授業の様子を見ることができ良かったです。生徒さん達の姿を見ることで、学校のイメージが分かり易いと思う。
（1 情報、2 機械）
・想像していた定時制のイメージが変わった気がします（良いほうに）
、実習の様子を見ることができ（内容は理解
できませんが）勉強になりました。ありがとうございました。
（1 情報、2 電気）
・授業見学の時、もくもくと静かに授業を受けている様子を拝見し、この環境で勉強に取り組んでほしいと思いま
した。在学中に様々な資格の取得にも力を入れられていると感じました。
（1 情報）
・見学できて良かったです。
（1 電気、2 機械）
・いろいろ見学できて良かった。
（1 情報、2 機械）

・たくさんの資格を取得し、授業にいかせたらと思いました。
（1 電気）
・少人数で手厚い授業が受けられる。サポートが万全。
（1 建築、2 電気）
・自分たちの時代の定時制のイメージとは違って未来がある学校だと感じた。
（1 機械、2 情報）
・すばらしいと思いました。
（1 建築）
・就職につながる勉強ができる学校で魅力的だと思いました。
（1 建築、2 機械）
・実際、見学してみてイメージがより分かりやすくなりました。来て良かったです。
（1 機械）
・すごく楽しそうにしていたので良かったです。
（1 電気）
・実習体験があり、わかりやすかった。
（1 電気）
・思ったより生徒数が少なくて驚きましたが、その分生徒に目が行き届きそうで、またアットホームな雰囲気でし
た。授業内容も資格取得へ向けての授業でよかった。
（1 情報）
・全日制の県工と同じくらい定時制も頑張っているのがわかりました。
（1 建築）
・生徒の皆さんがまじめに授業を受けられていたのに驚きました。
（1 情報）
・まじめな授業状況が良かった。情報技術科は商業系の情報処理の科目より一歩踏み込んだ科目で、より専門性が
高い課程を学べることがわかった。
（1 情報）
・体験できて、楽しかった様子でよかったです。先生や生徒の方と話ができて参考になりました。
（1 情報、2 電気）
・工業の夜間がどんなことをするのか知れて楽しかったです。
（1 機械、2 電気）
・授業内容が難しそうで、ついていけるか心配になった。
（1 情報）
・物つくりに興味がとてもあるようで、真剣に説明を聞いている姿を見れたので応援したいと思いました。
（1 情報）
問６ 本校に対する質問・要望
・受験希望者数と合格率はどうなっていますか？（1 情報、2 機械）
・受かれば頑張って通ってほしいです。
（1 機械、2 電気）

「引率教員用」回答者９名
問１ 今回の内容の中でよかったと思われるものはどれですか（複数回答可）
ア「学校概要の説明」
イ「各学科からの説明」
4
ウ「授業見学」
オ「部活見学」

5
0

エ「相談コーナー」
カ「その他」

4
0
0

問２ 今回のオープンハイスクールに参加されて、お気づきの点
・工業高校の定時制の OH には初めて参加しましたが、非常に丁寧に指導していただけるということで安心し
ました。様々な資格が取得でき、かつ在校生が取得しているパーセンテージを見せて頂けてわかりやすかっ
たです。本日はありがとうございました。
（1 機械、2 情報）
・実際に学ぶ様子を見ることができ、入学後のことを少し想像することができたようです。ありがとうござい
ました。
（1 機械、2 情報）
・丁寧に説明をしていただき良かったです。実際に実習を体験できたので良かったです。
（1 電気）
・実習がたくさんあり、実際に見ることができたのが良かったです。有難うございました。
（1 機械）
・まじかで実習風景を見られたのが、生徒・保護者にとって良い進路選択のヒントになったようです。
（1 機械、
2 電気）
・少人数で授業がなされ、大変良かった。学科の説明が具体的でよく分かった。
（1 機械）
・説明がわかりやすかったです。機械科でやることが普段触れることのないものだったので興味が持てました
（1 機械）
問３ 本校に対する質問・ご要望
・HP を開けるのが遅かったので、正式な申込に間に合わずすみませんでした。
（1 機械、2 情報）
・学費の詳細を教えてください。（1 機械、2 情報）

