専門高校の現場から
〜進学指導と生徒の動向〜
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生 の 7.9 ％ に あ た る 約 26 万 4000

術を身に付けることを目的に、専門

人。これは普通科に次ぐ数であり、

学校への進学者が微増している。

専門高校の中で最多である。

インフォメーションテクノロジー領域

エコテクノロジー領域

ナノテクノロジー領域

東京都立
多摩科学技術高校

４領域への導入として、
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「科学技術と人間」
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卒業研究

大学合格実績：国公立17人、私立170人
（2012年度現役合格者。短大1を含む）
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2012 年 度 に 卒 業 し た 1 期 生 の 約
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60％にあたる 112 人が 4 年制大学に進

進学者の8割は工学系へ

アップを図っている表れ」と全工協
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大 学 等 進 学 率 は 2009 年 度 の
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り、2011 年度は 15.6％であった。

験・実習室の充実」だった。
「大学の

バイオテクノロジー領域

1年

事例

となっており、2012 年度の新入生意

多摩科学技術高校の独自科目と学習過程
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1 年次は 3 つの専門科目「工業技術

校内の施設・設備が充実しているこ

が理想だ。教育目標に沿った独自の進

表する。生徒自身が課題を設定し、

とも特徴だ。30 室もの実験・実習室

学指導を確立し、実習や課題研究な

学した。このうち 66 人（国立大学 6

テーマを掘り下げて研究することによ

や、高校にはあまり例がない高性能の

ど、専門高校の強みを生かした進学が

人、私立大学 60 人）は一般入試で合

り課題解決能力を養う。4 領域の授業

機器、設備が整ったホールなどがあ

叶うよう努めていく」と早川副校長は

は実習・実験が中心で、探究心や科学
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語っている。

次には卒業研究を行い、学習成果を発
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