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前年度の重点目標 

 

学校への期待に基づいた人間教育の徹底を図り、信頼される人づくりと地域から愛される工業高校を目指す 

 

項目（担当） 重点目標 具体的方策 評価結果と課題 

 

保護者と連携を図るこ

とにより、ＰＴＡ活動

の充実を目指す。 

（総務課） 

ＰＴＡ委員をはじめ

保護者に参加を促す

ことにより，ＰＴＡ活

動の活性化を目指し

教育活動の円滑化に

寄与する。 

・保護者が活動できる場を設け、参

加を促すことにより、充実を図っ

ていく。 

・学校からの情報を提供することに

より、活動の充実を図り協力体制

を形成する。 

総会や総会後の学年別懇談会、ＰＴＡ委員会、スマホ講習

会に参加を促し活動の活性化を図った。委員会においては

毎回楽しそうな役員と委員の皆さんの多大な協力があり

楽しい雰囲気で開催できた。ＰＴＡ親睦会の参加は昨年よ

り増加傾向である。 

 

防災意識の高揚を図

る。 

 

     （総務課）   

避難訓練、防災講話を

実施し、訓練の必要性

を認識させる。大規模

災害発生時の対応を

考える。 

・避難訓練や防災講話等を計画的に

実施する。 

・大規模災害発生時の対応マニュア

ルの見直しを考える。 

５月に避難訓練、９月に防災訓練・防災講話を実施した。 

９月の防災訓練は、計画どおりよりシェイクアウト訓練を

実施した。 

 

配布文書の充実を図

る。 

      (総務課) 

文書の有効性を検討

して精選を図る。 

・文書の内容を検討して重複を無く

していきながら読みやすい文書に

していく。 

ＰＴＡ関係の文書について、重複を避けて会議に沿うよう

に作成が出来たところである。式典等の文書も同様に改善

していきたい。 

 

必要とされる人間教育

の実現 

 

 

 

 

 

 

（教務課） 

確かな学力を持った

人間の育成 

 

 

言語活動を充実させ

た教育の実現 

・１時間の授業を大切にするととも

に、マナトレに替わる「学び直し」

学習の推進を図る。 

 

・国語科だけではなく、他の教科に

おいても発表・討議・ノート記述・

レポート作成などの言語活動を行

うように働きかける。 

・チャイムで開始、チャイムで終了という意識を持って授

業に臨む姿勢は十分に感じた。 

・担任で「基礎学力定着」の取組みを実施することができ

ていた。 

・各教科取り入れる努力をしている。次年度はさらに意識

して教育を実践して欲しい。 

・生徒はあいさつすることについてかなり意識は出てきた

が、できる者とできない者が存在する。全員が当たり前

にできる雰囲気を作りたい。 

 

交通安全教育 

 

 

 

 

（生徒指導課） 

 

自転車乗車マナーの

向上と自己防衛能力

の育成 

１ 交通安全指導、交通安全講話の

充実 

２ 雨天時の合羽着用に対する啓発

活動 

３ 安全確認、一旦停止、危険回避

行動の指導 

４ 事故にあった場合の対応の指導 

江南自動車学校に依頼し自転車運転者の事故時の責任に

ついて、生徒参加の交通安全教室を実施。全校朝礼、終業

式等の全体集会での交通指導を実施。合羽の着用、購入に

ついて生徒・保護者に説明し、購入斡旋をし、雨天時には

合羽の着用を呼びかけた。雨天時の合羽の着用は全学年と

も着用率が上がっており、引き続き啓発活動を進めていき

たい。交通事故件数が例年より増加しているので、事故防

止について指導を強化していきたい。 

 

魅力ある学校行事を企

画・運営する。 

（生徒会課） 

・早期の計画立案を行

う。 

・職員間の連携を密に行い、準備に

余裕を持って行う。 

 

・連携を取って行事運営に取り組んでいるが、小さなミ

ス・段取り不足の点が各行事にてある。マニュアル等の作

成など改善を行い、ミスを減らしていきたい。 

 

系統的・計画的な進路

指導の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

（進路指導課） 

・求人倍率６倍を確保

する。 

・就職一次試験の内定

率を 80％とする。 

・進学希望の実現をす

る。 

・企業へ積極的に求人を依頼する。

また、名刺・情報交換会へ積極的

に参加する。 

・集団指導から個別指導へ計画的な

面接指導を実施する。 

・就職（入社）・進学（入学）試験に

むけた進路指導を、学年ごとに計

画的に実施する。 

・就職・進学試験を踏まえ、けじめ

のある行動・マナー・服装・言葉

遣いなどの指導を行う。 

・各工業科の協力のもと、求人依頼で各企業を訪問した結

果、今年度の求人は、1月末の時点で、求人数は 1,543人

（1,031社）、求人倍率は 8.3倍を確保できた。 

・面接指導では、昨年度と同様の形態で行ったが、就職試

験直前の再指導の期間を十分に確保するため、各分掌の協

力が得られた結果として一次内定率が 91.4％となり、目

標を大きく上回る結果となった。また、12 月中に就職内

定率も 100％となった。今後もさらに改善されるよう指導

方法などを検討したい。 

・進学については、ほぼ全員の生徒が希望する学校に合格

できた。これは、推薦ＡＯなどの制度を活用したものだが、

今後も就職同様に面接をはじめとした受験対策を行って

いきたい。 

 

健康増進のための方策

の研究と実践の充実 

 

 

（保健厚生） 

健康増進のための方

策の研究・実践 

 

・講演会、講習会の充実、改善と新

たな方策を研究・実践する。 

・心の健康づくり推進員の効果的な

活用を検討し実践する。 

・健康観察の効果的な方法について

研究・実践する。 

・さまざまな講演会、講習会の充実、改善に取り組んだ。

効果的な視聴覚教材の選定、活用に取り組んだ。 

・4月当初に比べ、心の健康づくり推進員を効果的に活用

することが出来てきた。運用の改善に努めていきたい。 

・健康観察については、今後も効果的な方法について、研

究実践していきたい。 

 

学校安全に関する取り

組みの充実 

 

 

（保健厚生） 

安全な環境作りへの

取り組みを充実させ

る。 

・救急体制の確立を推進する。 

・ゴミの分別の徹底、清掃活動の充

実を推進する。 

・生徒の委員会において、安全な環

境作りへの取り組みを充実させ

る。 

・救急体制について、一層の周知をはかっていきたい。 

・ゴミの分別の必要性については、認知されてきたが、日

常生活においてはなかなか実行できていない。ゴミ分別場

にて保健委員の係が行っている状況なので、日頃から分別

できるようにしていきたい。 

・生徒保健委員会では充実した活動を行った。 



 

自学自習の確立 

 

 

 

 

校務の信頼性向上と省

力化 

 

（図書情報課） 

魅力ある図書館づく

り 

 

 

 

 

信頼される学校づく

り 

・1年生オリエンテーションを図書

室で実施し、1冊の本の貸出しを機

会に図書の利用を促す。 

・バーコード管理で昨年に続き２度

目の蔵書点検を実施し、原簿の整理

をする。 

・hirobaTの分掌ごとのアクセス権

を設定して、セキュリティの向上と

利便性を図る。 

 

１年生と３年生の利用は増加した。蔵書点検は、８月上旬

までの全体の２／３ほど、１２月までにほぼ点検を終え、

原簿の整理を始めた。 

 

 

hirobaT の電気科のアクセス権を設定したことに関して

運用上の問題は発生していない。情報化推進委員会や職員

会議において、セキュリティ向上のために分掌ごとの要望

を求めたが、要望がなく学校全体へ波及しなかった。 

 

 

校内外に対する魅力あ

る学校づくり 

 

 

（工務課） 

中学生体験入学・学校

見学会の充実 

 

資格取得のサポート

体制の充実 

 

・体験入学や見学会に参加してもら

えるように、工業高校の魅力を募

集段階で発信する。 

・資格取得のための補習期間を設け

るなど、学習環境を整える。 

中学校訪問等の呼びかけにより、昨年以上の中学生が参

加し、アンケートからは、本校に入学したいとの回答数が

昨年よりも大きく上回った。実習の内容の変更により多く

の中学生を受け入れる態勢を整えられることができてき

た。 

 各資格試験の受験者数は増加している。各科と連携しな

がら合格者数についても増加を目指したい。 

 

重点目標に適した人間

の形成 

 

 

 

 

 

 

（１年学年会） 

考えて行動すること

のできる人間の育成 

  

相手の立場に立って

考えられる人間の育

成 

何事に対しても前向

きに全力を尽くすこ

とのできる人間の育

成 

・提出期限を守らせる。 

（時間厳守） 

 

・礼儀・挨拶の徹底。 

・交通マナーの遵守。 

 

・遅刻・欠席を減少させる。 

・部活動を継続させる。 

 

・重点目標に対するそれぞれの具体的方策が達成できてい

ない。 

今後、担任団で努力を重ねて、達成できるようにしていき

たい。 

・重点目標を達成するために、同世代からの投稿文を読ま

せて、感想を書くことを学び直し学習において始めた。 

来年度も継続していきたい。 

・２年生において、さらに心の成長ができるように指導を

おこなっていきたい。 

 

 

社会性の向上 

 

 

 

 

（２年学年会） 

学習指導の充実 

 

 

 

 

学校行事・修学旅行の

充実 

 

学習習慣を身につける指導をする。 

 

 

 

学校行事・修学旅行の企画・運営に

携わり、主体的に活動する。 

 

「学び直し学習」を実施し、基礎学力向上を図ったが、通

常の教科勉強に必ずしも生かされてはいない。就職試験に

向け来年度の課題としたい。 

 

ほとんどの生徒が、学校行事や修学旅行に積極的に参加

し、各自の役割を全うすることができた。コミュニケーシ

ョンをとり、協調性を高めることができたと感じられる。 

 

 

工業人としての進路実

現 

 

（３年学年会） 

個々に適した進路の

決定 

保護者との連携を図り、情報の提

供、生徒の希望把握に努める。 

分掌、学科と連携し、進路ｼﾐｭﾚｰｼ

ｮﾝ、面接指導等を主体的に実施す

る。 

年度初めは進路に関して消極的な生徒もみられたが、担

任、進路、学科で連携し、粘り強い指導を行ってきた。ほ

とんどの生徒が主体的に進路を選択し試験に臨むことが

できた。その結果、就職に関しては、第一希望の合格率が

９０％を越え、進学者のほとんども希望校に合格できた。 

 

施設環境の改善 

 

（事務課） 

 施設の修繕を計画

的に行い、学校環境の

改善を図る。 

 

危険箇所の把握に努め、優先順位

の高いものから執行する。 

 安全点検で指導があった箇所を中心に、随時修繕してい

くことができた。 

課題であったグラウンド東側の防砂対策も施工すること

ができた。 

 

 

言語活動の充実 

 

（国語科） 

・言語コミュニケーシ

ョン能力の向上 

・文章を読む機会を増やす。 

・文章を書く機会を増やす。 

・文章を読む機会を増やすことはおおむねできた。書く機

会は十分とはいえなかった。 

・文章を書くことについてのフィードバックが今後の課題

である。 

 

現代社会及び地理歴史

への理解･関心を高め、

健全な社会人の育成に

努める 

 

 

 

（地歴公民科） 

学習習慣の確立     

            

             

 

知識の定着、理解度を

高める授業体制        

・板書事項をノートやプリント教材

に正確にとらせる。 

 

・生徒の積極的な授業への参加を促

すために、発問を増やす。 

       

・資料集の活用に努め、具体的なイ

メージ作りやデータの分析をさせ

る。 

 

・始業の挨拶やノートやプリント類の管理等はしっかりで

きている。ただし、きちんとした挨拶の徹底や、丁寧な字

での書き取り指導など細やかで継続的な指導がまだ必要

である。 

 

・ほとんどの生徒はノート・プリントを取りながら意欲的

に授業に臨んでいる。しかし、ごく一部ではあるが始終呆

けている生徒がおり、生活改善指導も連携して行う必要が

ある。 

 

・学ぶ姿勢と基礎学力

の定着 

 

 

（数学科） 

・学びの有用性の体験 

 

・授業に対する理解度

の向上 

・授業内の机間観察や個別指導を通

して、数学への興味・関心を高め

る。 

 

・プリント学習・小テストだけでな

く、グループワークなどをとり入

れた授業展開を行う。 

・プリント学習・グループワークなどは取り入れているが、

小テストはあまり実施できていない。 

 

「できる」体験をさせるような授業展開を心がけてはいる

が、取りかかる姿勢を見せない生徒が一部いるので、さら

に取り組みをしていきたい。 



 

基礎学力の定着 

 

 

 

 

（理科） 

・授業規律の遵守 

 

 

 

 

・新カリキュラムに対

応した授業展開の工

夫 

・授業開始前に身だしなみ等の指導

を行い、始業のあいさつをきちん

とさせる。 

 

・説明、演習の時間配分を考慮し、

効率的に授業が展開できるように

教材等を工夫する 

 1学期は授業規律を維持できたこともあり、ある程度の

緊張感をもって授業を展開することができた。生徒の成績

も概ね良好な状態であった。 

 2学期の 1年生の授業は力学のメイン分野であった。演

習に力を入れたこともあり、生徒の理解は良好であった。

しかし、授業進度が例年よりやや遅れてしまった。今後は

授業計画や進度を考慮し、生徒の理解・定着を促進するた

めの工夫を継続する。 

 

基礎体力の向上 

 

 

 

 

（保健体育科） 

「体つくり運動」と

「適切な評価」の実践 

・１年次：身体のつくりを理解し、

体力向上のために適切な「補強運

動」を行う。 

 

 

・２、３年次：各運動の特性を理解

し、自分に適した運動習慣を身に

つけさせる。 

目標達成に向けて、予定どおり実施できている。 

今後も、達成に向けて努力していきたい。 

今後も、体力向上に向けての取り組みを重要課題として、

継続したい。 

表現力の向上 

（芸術科） 

表現の幅の広さを

知る。 

様々な教材を準備し、その自在な

扱いを知らせる。 

良好に自己表現を達成すべく素材を工夫し様々な方法を

楽しむ事が出来た。 

 

国際社会で活躍できる

人材育成の基礎となる

豊かな言語観とグロー

バルな視野で考え、判

断できるマルチカルチ

ュアルな世界観を育成

する。 

 

 

 

 

 

 

（外国語科） 

・中学時代に染みつい

た英語に対する苦手

意識を払拭し、まっさ

らな状態で英語が自

然と好きになってい

けるような分かりや

すく、興味深い授業を

目指す。 

・言語活動を通じて異

文化理解を深めるこ

とで、日本の特殊性を

理解させ、真の国際人

になるための基礎的

な知識や考え方を身

に付けさせる。 

・様々な英語教材を使い、言語・文

化・民族の多様性を認めあうこと

の大切さを学ばせる。 

・長期記憶に残る学習方法で、ベー

シックな語彙を継続的に学習させ

ることを徹底する。 

・１年生中心に外国人講師とのティ

ームティーチングを展開し、生き

た英語に触れさせる。 

・音読による単語記憶法からスラッシュリーディングへの

自然な流れによるスムーズな理解へと導くことができて

いる。 

・１学期に集中して NESA を利用することによって、ALL 

Englishへの導入部としては効果的な授業ができた。 

・効率的戦略的な年間授業プラン 

やその展開方法を構築できている。 

・ただし、それぞれの指導者が異なった価値観や教育観を

持っているので、最低限のコンセンサスしか得られない場

合もある。 

 

生活の充実向上を図る

能力と実践的な態度の

育成 

 

 

 

（家庭科） 

主体的に課題を見い

だし、改善充実しよう

とする態度を育てる。 

・教材を研究し、活用する。 

・実験・実習、調査、観察、見学等

を行う。 

・テーマや課題を設定し、問題を解

決させる。 

・効果的な教材を研究し、活用した。 

・実験・実習、調査、観察、見学などを行った。 

・ホームプロジェクトを長期休業中の課題とし、問題解決

の実践を行い発表させた。 

・評価規準を適切に設定することは難しいが、研究をすす

めている。考査についても、知識・技能のみではなく、思

考力表現力・判断力を評価できる問題を出題した。 

・男女共同参画推進の計画に沿って進め、まとめた。 

 

地域社会、産業界のニ

ーズに対応した人材の

育成 

（機械科） 

社会人基礎力の養成 

 

コミュニケーション

力の養成 

５Ｓの徹底を図る。 

 

地元地域の交流活動の場で、生徒を

主体的に行動させる。 

・実習の点呼、授業で「５Ｓ」の指導を心がけているため、

生徒も意識できている。 

・ゴールデンウィーク中の地域事業に参加協力すること

で、生徒が様々な年代の方と積極的に関わることができ

た。 

 

地域に信頼される 

教育活動の実践 

 

 

 

 

 

 

 

（電気科） 

ものづくり教育の実

践と地域･社会への発

信 

 

 

 

基盤的能力の育成 

 

 

 

 

・実習、課題研究などを通して具体

的なものづくりを学ばせる。 

・各種競技大会やボランティア活動

へ参加させる。 

・機械や工具などの基本的な使い方

を指導する中で、安全教育の徹底

を図る。 

・キャリア基礎を中心とした社会的･

職業的自立に向けた指導 

・実習などの作業の中で、最後までやり遂げさせるように

粘り強く指導し、生徒の達成感につなげた。 

・リバーサイドフェスティバルへの参加や、総合競技大会

の電気工事士、電子回路組立などへの出場をさせ、生徒

の成長につながった。 

・実習では、点呼（整列）から始まり、服装や心構えも含

め、各実習において機械や工具の使用方法とその中にお

ける安全教育をていねいに指導している。 

・キャリア基礎に限らず様々な場面で、各先生方が挨拶を

はじめ、礼儀や正しい言葉などを意識するよう指導し、

概ね意識するようになった。 

 

教育活動の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建築科） 

・人間力の向上。 

 

 

 

 

 

・学習習慣の確立 

・今以上に、挨拶などができる様に

指導する。 

・言葉使いなどのコミュニケーショ

ン能力の育成。 

・提出物の期限などの約束を守らせ

る。 

・授業の大切さを認識させ、自ら学

ぼうとする意欲を引き出す。 

・技能検定などの資格取得などを積

極的に勧める。 

・建築科職員室への入退室時の挨拶を中心として良好な状

況が出来ている。また、生徒との良好な関係を基に、そ

の他の場面でも 

挨拶が出来ている。 

・１年生の製図、実習については、順調に課題が提出され

ているが、欠席した場合の生徒の対応が自発的でないの

が残念である。 

 夏休み課題について、まだ提出されない生徒がいるのも

残念である。 

・物事を深く考え、まとめようとする態度の育成について

は、説明の内容や指示をしっかりと聞く態度の育成がま

ず必要と感じる。その上で、生徒に対応する教材の工夫

や教員側の力量が必要と感じる。 



 

地域・社会から求めら

れる人間教育の実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

（土木科） 

基本的生活習慣の確

立 

 

 

 

学習習慣の確立と職

業意識の向上 

・挨拶、身だしなみ、言葉遣いなど

を細かく指導する。 

 

 

 

・自ら学び、努力しようとする意欲

を引き出す。 

・職業への興味関心を持たせ、個に

応じた進路指導を行う。 

・ほとんどの生徒は、元気に挨拶することができている。

しかし一部の生徒は、こちらから挨拶すると返すが、自

ら進んですることができていない。 

・全体指導・個人指導ともにやってきたが、大きな成果が

出たとまでは言えなかった。より細かな指導が必要であ

ると言える。・挨拶、身だしなみ、言葉遣いなど細かく

指導する。 

・物事を自ら考え、まとめようとする態度の育成には、ま

だまだ教員側の創意工夫が必要と感じる。 

・外部講師に来て頂く機会を増やし、業界との連携を強く

することで、職業意識が向上し、建設業への希望が増え

ている。 

 

総合評価 

・重点目標に基づいた各分掌・学科・教科の目標は概ね達成できている。下位層の基礎学力の定着を図っていく必要

がある。多くの生徒が積極的に部活動に参加し活動している。 

・進路指導は適切に行われている。キャリア基礎の必要性を認識させ、教職員の基礎学力定着への意識を高めていく

必要がある。 

・安全で清潔な学習環境の保持に努めている。また、心と体の健康状態を把握し適切な対応ができるようにしていき

たい。今後とも安心・安全な学校づくりを推進していきたい。 

 

イ 学校関係者評価結果等     

学校関係者評価を実施した主な評

価項目 
今後の工業教育、ものづくり教育全般について 

自己評価結果について 
・毎年、一宮工業高校に入学して良かったと感じている生徒が多いのは、素晴らしいことだと思い

ます。また、保護者にとっても安心して学校に通わせる状況があり、学校への高い信頼の現れだ

と感じます 

・部活動を通じて学ぶ、上下関係、先輩や先生方を敬う気持ち、みんなで気持ちをひとつにするこ

との素晴らしさは、実社会で役立つものばかりです。寄贈していただいた備品はもちろんのこと、

自分自身の持ち物も大切にして部活動に励んでください。 

 

今後の改善方策について 
・玄関前の応援懸垂幕は、地域の皆様にとっても喜ばしく、元気をもらえると評判です。また、学

校に活気があって良いと思います。 

・来年度、武道場の耐震工事が始まりますが、今まで武道場は、すきま風が入り寒かったので、改

善されるので良かったと思います。トレーニング室・シャワー室等が併設されるとなお良いと思

います。 

・グランド及び屋外通路（昇降口付近を含む）の水はけが、悪いと聞いています。改善をしていた

だきたいと思います。 

・他校において、部室から携帯電話、財布が盗難にあったとのニュースを聞きました。物騒な昨今

です、生徒さんが被害に遭わないよう施錠の徹底をご指導いただきたいです。 

 

その他（学校関係者評価委員から出

された主な意見、要望） 

・新聞記事で一宮工業高校の活躍を時々目にします。在校生はもちろんのこと社会人になった卒業

生、また、保護者・関係者にとっても大変嬉しいことです。 

・人工知能の発達など 2020 年問題が問われています。労働需要が減少すると言われていますが、

対応を考えていく必要があると思います。 

・一芸が秀でた生徒の育成の手助けがあると良いと思います。 

・就職率の高さやものづくりの姿勢をもっとアピールしていくと良いと思います。 

学校関係者評価委員会の構成及び

評価時期 

・構成…学校評議員４名（ＰＴＡ役員を含む） 

・評価時期…３月上旬 

 

 


