
 

 平成２９年度の学校評価（年度末評価） 
 ア 自己評価結果等                                    平成３０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 

・ＰＴＡ活動の充実  

 

 

（総務課） 

・学校行事及びＰＴＡ

活動への参加者、協

力者を増やす 

・保護者に学校へ足を運んでもらう

ための広報（ふきあげ、マチコミ）

の充実をはかる。 

・ＰＴＡ親睦会、体育大会等、多くの保護者に学校へ足

を運んでもらうことができた。 

・保護者が積極的にＰＴＡ活動へ参加してもらえる雰囲

気が形成されてきている。 

・教育活動の安定とわ

かる授業・質の高い

授業への工夫 

 

 

 

 

 

（教務課） 

・教務関係業務の円滑

な運営 

 

・生徒にとってわかり

やすく質の高い授

業の実現 

・メンバーの入れ替わりを補う分掌

内外のサポート体制を築く。 

・一方的な授業ではなく、キャッチ

ボールができる授業を心がけて

もらう。 

・多数の研修対象者がいる状況を生

かして校内の授業参観等の機会

を増やす努力と授業研究の意識

付けを目指す。 

・メンバーそれぞれが自分の役割を確認しながら進める

ことができた。まだ 入試業務を控えている状況であ

るため、引き続き声かけやサポートを心がけ、円滑な

遂行を目指す。 

・各教科において、生徒にわかる授業を目標として実践

しているが、生徒の意欲・成績に結びついているとは

言えない。しかし、質の高い授業の実現を目指して次

年度以降も継続していきたい。 

・身だしなみを整え、

明るい笑顔と挨拶

の励行 

 

 

 

 （生徒指導課） 

・元気な挨拶 

 

・身だしなみを整える 

 

・節度のある言葉遣い 

・校門での登下校指導時に、挨拶指

導を行う。 

・社会人になる準備、就職試験など

にふさわしい行動･服装･言葉遣

い･マナーなど日常で意識できる

よう指導を行う。 

・日常の挨拶は良好である。今後も引き続き指導を行う。 

・多くの生徒が好感の持てる身だしなみである。一部、

おしゃれを優先してしまう生徒がいるため、根気強く

指導を行う必要がある。 

・言葉遣いにおいてもおおむね良好であるが、馴れ合い

の中、言葉の選択が悪い生徒がいる。引き続き指導を

行う。 

・モラルやマナーの向

上 

 

 

 

 

 

（生徒指導課） 

・情報モラルの向上 

 

・交通マナーの向上 

・外部講師を招聘し、スマートフォ

ンなどによる情報の取り扱いに

ついての教育を行い、啓蒙活動を

実施する。 

・外部講師を招聘し、自転車マナー

についての教育を行い、登校時に

おいてマナー指導を行う。 

・ＳＮＳへの投稿において、外部より苦情があった。引

き続き指導が必要。 

・１学期における交通事故報告数が16件あり、臨時全校

集会を実施した。２学期に入り11件、３学期に6件、

合計33件の報告を受けている。今後も注意喚起・交通

安全指導の充実を図る。 

 

・いじめ防止対策の推

進 

 

 

 

 

（生徒指導課） 

・いじめの未然防止に

係る取組の充実 

・いじめの早期発見、

適切な事案対処 

・全校集会やホームルーム活動にお

いて、いじめ問題を主体的に考える

機会を設ける。 

・いじめアンケートの実施方法や、

その後の対処のあり方について

検証し、いじめの早期発見、適切

な対応につなげる。 

・全校集会等の機会に講話などを実施。今後も継続して

行う。 

・アンケートにおいて、いじめの目撃等を答えた生徒に

対し、個別に聴き取りを行い対応したが、いずれも在

校中の話ではなかった。今後も継続して実効性のある

アンケートや聴き取りを行う。 

・魅力ある学校行事の

企画・運営 

 

 

 

 

 

 

（生徒会課） 

・早期の計画立案を行

う 

 

・生徒会活動の活性化 

 

・部活動の活性化 

 

・ボランティア活動の

活性化 

・職員間の連絡を密にし、共通理解

のもとで学校行事等の準備・運営

を行う。 

・生徒会執行部の意識を高め、生徒

自身が考え、行動できる環境を整

える。 

 

・部活動での生徒指導の徹底。 

・学校行事等の計画立案は計画的にできた。 

・生徒会執行部については、生徒に任せる部分を少しず

つ増やすことができている。 

・学校行事に対して、担任の先生や生徒の意見を幅広く

取り入れ、生徒が能動的に考え、動けるような仕組を

増やしていくことが課題である。その対策として、生

徒会執行部への教育を行って意識を高め、生徒議会を

活発にしていく必要がある。 

 

・計画的な進路指導の

実践と個別指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（進路指導課） 

 

・生徒の希望・特性に

応じた進路指導を

する 

 

 

 

 

・就職一次試験の内定

率 90％以上を目指

す 

 

・企業情報・求人情報を学年会およ

び生徒に適確に伝達する。 

・シミュレーションを利用した進路

指導をおこなう。 

・生徒希望・特性に応じた進路指導

を行う。 

・就職・進学試験にむけ、学年ごと

に進路指導やガイダンス・面接指

導等を実施する。 

・社会人としてふさわしい人物とな

るよう指導する。 

・求人表のｐｄｆ化により、担任、学科も利用、印刷で

きるようになり、進路内コンピュータからも閲覧・出

力できるようにした。また、企業のパンフレット等の

資料を紙ファイルを利用し、閲覧しやすくした。 

・２回のシミュレーションでの企業調べ、本選択での相

談等により、生徒の特性に応じた適切な企業を選択で

きた。 

・基礎学力向上、作文指導、面接指導など十分に指導で

きた。 

・上記取組の結果、重点目標となる９０％を大きく上回

り、就職一次内定率９７．２％となった。 

・進学希望者は、第１または，２希望までに合格した。 

 公務員関連は、国家、県警、消防等へ多々合格した。 



 

・心と身体の健康増進

のための方策の研

究と実践の充実 

 

 

 

（保健厚生） 

・心と身体の健康増進

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。 

・スクールカウンセラーの効果的な

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。またカウンセラーとの連携で教員研

修を充実することができた。 

・薬物乱用防止教室、ＡＥＤ講習会を開催し充実した講

習会となった。また、１年を対象に熱中症予防対策教

室を実施することができ健康管理の啓発ができた。 

・学校安全に関する取

組の充実 

 

 

 

 

（保健厚生） 

・安全な環境作りへの

取組を充実させる 

・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。 

・生徒保健委員会において、安全な

環境作りへの取組を充実させる。 

・1 学期末の保健委員、風紀美化委員による廊下階段の

清掃活動を実施して、校内美化に努めることができた。

また、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。学期ごとの安全点検で指摘された修

繕箇所を中心に修理･整備を進めることができた。 

・安全で清潔な学校環

境に努める 

 

 

 

 

 

（図書情報課） 

・魅力的な図書の充実

と利用しやすい図

書館を目指す 

 

 

 

・校務支援システムに

取り組む 

・話題性のある図書とリクエスト本

の購入に努め、教室掲示の図書だ

よりをカラー印刷して、新着図書

紹介のＰＲを強化する。 

・図書館の開館時間をできるだけ確

保する。 

・指導要録の表紙の作成ができる程

度の設定・入力をする。 

・複数回の貸出は、３回以上が１２冊、２回が２６冊で

あった。増えなかった。 

・利用者がいる日は、１２８日でほとんど毎日になって

いる。 

・本年度は、既に手書きで作成されているので、表紙が

印刷できることを確認した。指導要録の様式２（指導

に関する記録）の入力手順を確認した。今後、学校全

体で取り組んでいくかを情報推進委員会に諮る。 

・強化された本校の魅

力の情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（工務課） 

・オープンスクール、

中学生保護者学校

見学会の充実を図

る 

 

・地域の方々との交流

を深める 

 

 

・多くの中学生、保護者に参加して

もらえるよう、本校の魅力を募集

時に発信する。 

 

 

・地域の行事等に参加し、本校の活

動を理解してもらう。 

 

・中学生体験入学からオープンスクールと名称を変更し、

多くの中学生が気軽に参加できるようにした。アンケ

ート結果では、８割以上の中学生・保護者が「良かっ

た」と回答した。保護者学校見学会のアンケート結果

でも、９割以上の「良かった」と回答し、進路選択の

参考になっている。 

・地域の行事に生徒の協力を得て、各科が参加している。

参加生徒の95％が「一宮工業高校をアピールすること

ができた」と回答し、来場者への言葉遣いに気をつけ、

子どもと接し方やコミュニケーション能力を高めるこ

とができた。引き続き、各学科と連携を図り、地域行

事に積極的に参加し、学校の魅力の情報発信をしたい。 

・基本的生活習慣を確

立する 

 

 

 

 

 

（１年学年会） 

・時間・期限を守る習

慣 

・授業を重視する態度 

・凡事徹底 

・５分前行動、提出物等期限の確認

を習慣化させる。 

・授業規律や態度について手厚く指

導する。 

・挨拶、話を聞く態度、端正な身だ

しなみ、言葉遣いなど、社会人と

しての常識を身につける。 

・遅刻・欠席が少なく、１か年皆勤が９５名だった。集

合点呼も５分前に完了することができている。 

・授業規律は守られ、身だしなみ個別指導も皆無であっ

た。 

・各教科での提出期限の遵守や、元気の良い挨拶につい

ては個人差があり、また修得についても今後の課題と

して残る。 

・規則正しい生活習慣

を確立するととも

に豊かな社会性を

身につける 

（２年学年会） 

・決まり・約束を守る 

 

・時間を守る 

・基本的な生活習慣を確立する。 

 

 

・時間・約束・ルールを守る規範意

識を確立する。 

・全体的には欠席・遅刻については少ないがクラスによ

りバラつきがあり、きめ細かな指導が必要である。 

・挨拶など積極的にできる生徒が多くなっており、意識

が醸成できつつある。 

・希望の進路実現 

 

 

 

 

 

（３年学年会） 

・個々に適した進路の

決定 

・保護者・教員間との連携を図り、

情報提供、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。 

・７月から求人が開始され、進路課の迅速な事務処理に

より短期間で多くの求人情報を生徒、保護者に提供で

きた。 

・保護者会を利用し、生徒と保護者の進路に対する意見

を聞き、個々に適した進路指導ができた。 

総合評価 

・重点目標に基づいた各分掌・学年の目標は概ね達成できた。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1354社（求人数2191人）に増加し、進路指導は適切に実施された。今後も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。 

・地域から信頼され、愛される学校を目指すよう努力する必要がある。 



 

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く、きめ細やかな様々な分野へ

の指導と社会で生きていくための指導をしていただいている。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。また、卒業生の春からの頑張りが後輩へとつながることに

期待します。 

・保護者からの学校評価アンケートの数値が下がっているのが気がかりです。先生方の知恵や経

験を生かし学校全体で盛り上がる雰囲気をつくっていただきたい。また、生徒たちにも皆でや

り遂げたという充足感を味あわせて欲しい。 

・交通事故が多いようなので、加害者、被害者にならないよう余裕を持った行動がとれるように

指導して欲しい。 

 

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、学校の活気、優良校としてのイ

メージが外部に伝わり宣伝効果は大きいと感じます。 

・最近、働き方改革という言葉を耳にします。部活動が活発に行われているのは好ましいと思い

ますが心配な部分もあります。先生方への支援が学校外からあると良いと思います。併せて、

生徒が存分に打ち込めるよう対策が必要ではと思います。 

・コミュニケーション力や自主性を育む活動をして欲しい。 

・進路において求人票をコピーする時に、並んでとても時間がかかると聞いています。相談の時

間が減ってしまうので、スマホの活用はできないでしょうか。 

・卒業生が職場で困難な問題にぶつかった時、どのように乗り越えたか、在校生が聞ける機会を

設けると役立つと思います。 

 

その他（学校関係者評価委員から出

された主な意見、要望） 

・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。 

・女子生徒が少しづつ増えている中で、トイレ・更衣室など部活動を含め、設備が足りていない

かと感じます。 

・ホームページの充実を期待します。 

・技術の進歩についていき、学び続けることが求められています。職員のスキルアップや専門講

師などを活用する指導を検討して欲しい。 

・図書館をもっと活用して欲しいと思います。 

・雨が降るとグラウンドがぬかるんでしまい使用できないことがあります。もう少し整備できな

いでしょうか。 

・出前授業を活用して、新しい技術・技能を習得して欲しいと思います。 

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 

 


