
   

 
 平成２７年度の学校評価（年度末評価）                                         平成28年3月   
                                     

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、料理講習

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

あり明るい雰囲気で開催でき充実した活動になった。 

 

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、放送によるシェイクアウト訓練を実

施した。 

・東日本大震災津波等語り部として青木淑子氏を招き講話

を実施した。 

配布文書の適正化を図

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する文

書は廃止する。 

・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。 

 

学校教育環境の安定と

充実 

 

 

 

 

 

（教務課） 

新教育課程に添った

教育活動のための基

盤づくり 

・生徒の意欲を引き出す授業の実現

に向けて、教員相互の授業参観を

実現させる。 

 

・教育課程や入試方法の変更に伴う

業務プログラムの変更や修正を行

い、教育活動に支障が出ないよう

にする。 

 

・試行錯誤をしながらも、生徒の意欲を引き出すような授

業の実現に向けて各教科が工夫し、取り組んでいる状況

がある。 

・授業参観の実現については、授業改善の必要性の理解の

浸透をもう少し待つ必要がある。 

・教育課程の変更に伴う成績処理は担当者の努力で、対応

できた。 

・次年度からの入試方法の変更は、現在情報を集めながら

検討中である。 

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 

・毎朝の校門指導、交通安全指導により交通安全に対する

意識を高めることができた。 

・雨天時の合羽着用を徹底できていないため、今後の啓発

活動を強化したい。 

・交通マナーの苦情があった場所などを含め、交通安全指

導実施場所の検討が必要だと感じた。 

・昨年度同時期に比べ事故件数が減った。 

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。 

 

 

・部活動の活性化 

・職員間の連携を密に行い、準備を

余裕を持って行う。 

 

 

・早期の計画準備を行うことができた。 

職員や事務の理解、協力のおかげで、これまでのとこ

ろ学校行事は支障なく運営できている。 

 

・体育大会におけるクラス旗の設置方法を変更したが、改

善の余地がある。現行のクラス旗に代わるものを考えて

いく必要がある。 

計画的な進路指導の実

施 

 

 

 

 

 

 

（進路指導課） 

・求人倍率７倍以上の

確保を目指す。 

・就職一次試験の内定

率 90％以上を目指す。 

・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に

面接指導を実施する。 

・就職（入社）・進学（入学）試験に

むけ、学年ごとに計画的な進路指

導を実施する。 

・社会人としてふさわしいけじめの

ある行動・マナー・服装・言葉遣

いなどの指導を行う。 

・求人数は、各工業科の協力のもと精力的な企業訪問など

の結果、求人数 1,877名、企業数 1,219社で求人倍率が

約 9.9倍となり、十分な確保ができた。 

・就職一次試験の内定率は 91.1％と昨年度と同水準であ

った。また、就職希望者は、一次不採用の生徒も二次試

験で内定が決まり、100％の内定率となった。 

・進学試験は、指定校推薦を中心として生徒の希望する大

学や専門学校に合格した。 

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。 

・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰによる月 1回のカウンセリングを充実させ、

相談生徒との継続的な面談を実施し、サポートを続ける

ことができた。 

・薬物乱用防止教室、ＡＥＤ講習会、熱中症予防対策教室、

を開催し充実した講習会となった。また、12 月に、歯

と口の健康教室の開催を実施し、口内環境に問題のある

生徒への啓蒙活動ができた。学校保健委員会で、教員向

けの教育講演会を企画し、生徒理解と効果的な指導法に

ついて理解を深めることができた。 



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。 

・台風の影響で 1学期末の保健委員、風紀美化委員による

ワックスがけは中止になったが、各クラスのワックス掛

けを柔軟に対応することで、教室環境の美化に努めた。

ゴミの分別、清掃活動の充実を推進するため、清掃用具

の準備など活動のサポートができた。また、12 月に廊

下ワックス剥離・掛けを実施し、校内美化に努めること

ができた。 

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。 

・２年間のバーコード蔵書点検に基

づき、原簿の整理をする。 

 

・校務支援システムで指導要録の作

成を目指す。 

・図書の貸出数、放課の利用者数が増えている。部屋の鍵

を職員室東に置くようにしたこともあり、職員の利用も

増えた。図書だよりの推薦本の工夫などで１年生の利用

者が倍増した。 

 

・昭和５９年以前の本を廃棄候補の書棚に移動した。廃棄

処理に向けた作業を進めている。廃棄処理まで至ってい

ない。 

 

・校務支援についてはできていない。 

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 

 

地域の方々との交流

を深める。 

・多くの中学生に参加してもらえる

よう、本校の魅力を募集時に発信

する。 

・幅広い資格への対応をし、生徒へ

の広報活動を適宜行う。 

・地域への行事等に参加し本校の活

動を理解してもらう。 

・本年度も５００名を超える中学生が体験入学に参加し開

催することができた。アンケートについても進路選択の

参考になったとの回答が９９％であった。 

・１年生の計算技術検定合格者が昨年度より増加してい

る。各科においての指導のおかげである。 

・地域の行事へ各科参加し、生徒の協力を得て地域の方々

とのふれあいをし、一宮工業高校をアピールできてい

る。 

充実した学校生活 

 

 

 

 

 

 

（１年学年会） 

基本的な生活習慣の

確立 

 

  

 

 

学習習慣に積極的に

取り組む姿勢を養う 

・日頃から身だしなみを整えさせ挨

拶ができるように指導する。 

・また、日頃から体調管理を意識さ

せ、遅刻・欠席・早退をなくすよ

うな指導をする。 

・学習する週間を身につける指導を

し、提出物の期限を守る指導をす

る。 

・１学期は入学して間もないため遅刻・欠席も少なく、規

則正しい生活が送れているように思えた。しかし、２学

期に入り、弱冠ではあるが遅刻の数が増えてきている。

遅刻の減少に向けて粘り強く指導していきたいと考え

ている。 

 学習活動においても比較的落ち着いて取り組めている。 

・また、基礎学習の面において、何か効果的な指導を考案

し、実施していきたいと考えている。 

重点目標に適した人間

の形成 

 

 

 

 

 

（２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。 

・集合時間を厳守させる。 

 （修学旅行に向けて） 

・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。 

 

・目標の達成に向けて担任団として粘り強く努力を重ねて

いるが、結果としてはまだまだである。 

・修学旅行においては、行動が早く時間厳守ができまた礼

儀・挨拶なども意識することできた。 

ホテル従業員の方からも、お褒めの言葉をもらえた。 

 

工業人としての進路実

現 

 

 

（３年学年会） 

個々に適した進路選

択と進路実現 

・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。 

・年度当初から、担任、進路、学科と連携し、生徒が主体

的に進路選択できるように指導を行ってきた。その結

果、多く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。就職試験では、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・設備の修繕を計

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。 

・空調設備工事を始め計画的な執行を進める事ができた。 

 

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。 

･小テストを活用する。 

 

・図書館と協力して、読書案内することが必要だと思う。 

・キーワードは理解できるが、自分の言葉でまとめるまで

には至らない。 

・小説教材には興味・関心が高い。 

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。 

 

・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、始業時の準備やきちんとした挨拶、また丁寧な字

での書き取り指導などは不十分なところがあるため、引

き続き指導を行ないたい。 

・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、ごく一部の生徒はノート提

出も遅く授業態度も良くないため、個別指導もしばしば行

なっている。 



・復習と基礎学力の定

着 

 

 

 

 

（数学科） 

 

・復習ができるような

適度な課題の工夫 

 

・新カリキュラムに対

応した授業展開の工

夫 

・毎時間、前の授業の見直しができ

る課題を工夫し、やらせる。 

 

・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 

・中学時代の知識が欠落している生徒が多く、教科書の内

容そのままでの説明ではやや理解不足になりやすい。説

明や演習に工夫し授業展開している 

・テスト、課題点検などで生徒の達成度を細かく点検

し、適切な指導を実施している。 

生徒の中には、初めから諦めている生徒に対し十分に対応

出来ていないと思われる。 

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（3年選択物理） 

・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 

・3 年選択物理が今年度より開設され、これまでのところ、

計画通りに進めることができている。 

・2 年の分割授業で、クラスを入れ替える等の取り組みを

したところ、授業においてある程度の緊張感を持続でき

ている。しかし、2学期途中より教室移動の際の遅刻が

目立つようになってしまった。今後は遅刻をなくすこと

が課題である。 

基礎体力の向上 

 

（保健体育科） 

体つくり運動と補強

運動の実践 

・体育授業時に毎時間、体つくり運

動と補強運動を行う。 

・概ね実施することができた。課題としては、雨天時

等の活動場所が限られる場合の評価、運動量の確保を

さらに検討してきたい。 

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

扱いを工夫する。 

・少数生徒ではあるが、時間をかけ極めようとする姿勢に

年々衰えを感じる。 

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、チ

ャンクリーディングへの自然な流れによるスムーズな

実技的英語学習ができている。 

・１学期に集中して NESA を利用することによって、異文

化理解や Globish 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、各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。 

・授業規律は確立している。 

・長期休みのホームプロジェクトで家庭での実践をしてい

る。 

・授業に意欲的に取り組み、理解している。 

・保育体験実習により男女共同参画への理解が深まり、実

践している。 

 

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 

・多様な生徒が入学してきており、実習の点呼、授業で「５

Ｓ」の指導を重点的に行っている。 

・ゴールデンウィークとシルバーウィーク中に実施され

る、地域事業の参加協力で、生徒は地域の人たちとふれ

あいコミュニケーションの大切さを学べている。 

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。 

・機械や工具などの使い方の指導や、

安全教育の徹底を図る。 

・社会的･職業的自立に向けた指導を

する。 

 製作実習や課題研究で１つ１つをやりきる中で、概ね

達成感を感じさせることができた。 

 多くの生徒に競技大会やﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾌｪｽ、体験入学の補助

への参加を通じてｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの大切さを学ばせること

ができた。 

 実習や課題研究を通じて、機械や工具の基本的な扱い

方を意識させながら取り組ませることができた。 

・礼儀や正しい言葉を意識して使う生徒が増えたがまだ十

分とはいえない。 

人間教育の徹底と教育

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。 

・他科と比べると、まだまだ日常的な挨拶が出来ていない

様に感じる。 

・提出日は、意識させられてはいるが、提出日までの時間

があっても必要最低限の努力しかしない生徒が多く残

念である。 

・２年生については、授業中の反応や取組みが非常に良い。

質問の内容も良くやりがいを感じる。 



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 

・積極的な挨拶、正しい言葉遣いな

どのコミュニケーション能力の育

成。 

・時間や期限を守らせる。 

・自ら学び、努力しようとする意欲

を引き出す。 

・資格取得などを積極的に勧める。 

・職業への興味関心を持たせ、個に

応じた進路指導を行う。 

・多くの生徒は挨拶ができ、コミュニケーションがとれて

いるが、一部の生徒に、まだ十分ではない部分が見られ

る。 

・減少しているが、特定の生徒の遅刻が増加している。担

任、指導課と協力し、指導を強化したい。 

・まだまだ学習習慣の確立ができていない。引き続き分か

りやすい授業の展開に努める。 

・資格取得は、昨年度より増加している。 

・3 年生のほとんどが、建設に関係する希望の職業を選択

している。 

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。 

・求人企業数も増加し、進路指導は適切に行われている。キャリア教育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。今後とも交通ルールを守り、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。高い意識レベルを持って学業等に励んで欲しい。 

・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。併せて、体を鍛えることも大事ですが、精

神的にも強くなって欲しいです。 

 

今後の改善方策について 
・玄関前の応援懸垂幕は、学校前を通る方々の目に立派に映り、地域を元気づけてくれると感じま

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。 

・球技大会の時、炊き出しで使った防災ベンチは大変素晴らしいと思いました。課題研究で、学校

のために「ものづくり」をすることは良いことだと感じます。 

 

その他（学校関係者評価委員から出

された主な意見、要望） 

・社会に出れば、チームで行動する事が多く、そこには、協調性とコミュニケーション能力が求め

られます。協調性を養う事と発表の機会を増やし、コミュニケーション能力の向上を目指す事は

重要だと思います。 

・自転車通学の生徒が多いので、特にスマートフォンを見ながら、イヤホンで音楽を聴きながらの

運転は危険なので注意して欲しい。 

・現場の体験実習を増やし、就職するための意識を向上させ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 

   

 

 

 


