令和２年３月１６日

令和元年度学校評価のまとめ
担
当

総
務
部

重点目標

具体的方策

評価基準

中間評価

「評価結果と課題」

ア 生徒を中心に置
いた学校と家庭の
連携

・ＰＴＡ役員・委員の方々とと
もにＰＴＡ行事を企画し、職
員と委員以外の保護者にも参
加を促す。

・職員や保護者がＰＴＡ行事に
参加することができたか。

・現段階では未実施である。（文化祭等で実施
予定）

・文化祭・ＰＴＡ研修において、多くの保護者と職員
の関わりがもてたが、生徒に対して還元できたかは
不明確である。アンケートを工夫し、生徒への影響
を調査していきたい。

・執行部会の機能の確立を図る
ため各種ＰＴＡ会議の作業効
率向上を目指す。

・各種ＰＴＡ会議の作業効率が
向上したか。

・執行部会の数を１回減らすことができた。各
種会議も昨年より時間短縮できた。

授業を基本とし、 ・授業と家庭学習が効果的に結
家庭学習の定着を図
びつくよう、適切な学習課題
り、基礎学力の充実
と学習方法を示し、家庭学習
及び向上を目指す。
の習慣化を図る。

・授業と家庭学習が効果的に結
びつくよう、適切な学習課題を
示すことができたか。

・夏季休業中の課題一覧表を作成し、生徒に学
習の意識付けを行うことができた。

・家庭学習の習慣化を図ること
ができたか。

・１学期終了時の追考査該当者が多数おり、家
庭学習の習慣化が図れていない。

・執行部会は時間短縮できたが、一部会議で回数や会
議時間のもち方に問題があった。今後ＰＴＡ委員の
人数が減少するので、開催時期や時間を工夫し、負
担軽減を図りたい。
・夏季休業及び冬季休業期間の課題一覧表を作成し、
生徒に配付し学習の意識付けを行うことができた。
しかし、１学期と２学期のそれぞれの終了時ともに、
学習の目標に対して到達できない追考査該当者が多
数いた。来年度は、追考査該当者を減らせるように、
日々の授業の中で、確実に学習の成果が出せるよう
な指導方法の手立てや環境作りを考えていく必要が
ある。

・場面に配慮した「元気な挨
拶」を心掛ける。

・8 割程度の生徒が挨拶をできた
か。

・多くの生徒が挨拶をしてくるようになった。
習慣化できるように続けていきたい。

・多くの生徒が挨拶をしてくるようになった。習慣化
やＴＰＯに合わせた挨拶などの啓発をしていきた
い。

・身だしなみをはじめとする自
己管理が行える取組の機会を
作る。

・身だしなみ指導の再チェック
までに完了できたか

・若干ではあるが再チェックで完了できる生徒
が増えた。

・再チェックで完了できる生徒が増えた。来年度は再
チェックの数をもう少し減らしていきたい。

・交通事故が減少したか。

・例年より若干少なくなっている。

・例年より少なくなっている。来年度は千種警察署や
千種区役所と連携しながら、さらに数を減らしてい
きたい。

ア

教
務
部

ア 基本的生活習慣
の向上
・挨拶の奨励

生
徒
指
導
部

・身だしなみ指導の
充実

イ

交通事故防止の活 ・外部講師を招いての講話の機
会を作る。

動

・学年や全校集会の機会を捉
え、交通事故の防止を訴え、
「かけがえのない自他の生
命」の大切さを育む。
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ア

生
徒
会
部

計画的に物事を
すすめ、与えられた
役割を責任を持っ
て遂行する能力を
育てる。

・生徒会執行部、文化常任委員

長、体育常任委員長を中心に
行事までの計画を立てる

・学校行事の大半を生徒自身で
企画・運営することができた
か。

・行事から逆算して、生徒が主体となって計画
を立てることができた。毎週執行部会を開催
し、計画に対して評価をして改善策を立てて
いくことできた。

・生徒自身で計画を立て、その計画に従い行事を行う
ことができた。

・計画に沿って行動し、評価、改

・計画に対して８割程度達成でき

・計画に対して 100％近い行動をとることがで
きた。

・毎週、生徒会執行部会を開催し、今後についての課
題を考え、改善策を立てていくことができた。この
改善策を来年度に盛り込んでいきたい。

善をしていく。

たか。

・スポーツ大会は、中止になってしまったが、文化祭、
体育大会とも生徒が計画し、運営をすることができ
た。
ア 自発的な環境美
化意識の涵養
・日常の清掃活動の
充実

保
健
部

イ

健康教育の充実

ア 図書館機能の更な
る充実

図
書
部
イ 図書委員会活動の
活性化

・清掃道具の充実を図るととも
に安全点検を定期的に実施す
る。

・安全点検を実施したか。

・安全点検を計画通りに実施できた。

・十分な清掃道具を早期に準備できなかったが、安全
点検は計画どおりに実施できた。

・生徒美化委員会活動を検討す
る。

・生徒美化委員会活動を検討、実
施したか。

・生徒美化委員による奉仕活動を実施できた。

・秋に生徒美化委員と生徒会で校外清掃を奉仕活動と
して実施した。来年度も活動を計画したい。

・個別指導をとおして、自己の
健康に関心をもたせ、自己管
理能力の向上を図る。

・個々に応じた個人指導ができ
たか。

・個別対応ができた。

・生徒に即した個別対応をした。

・生徒保健委員会活動を充実さ
せる。

・生徒保健委員会活動が活発に
行われたか。

・熱中症予防対策の放送、階段の通行矢印のテ
ープ貼りなど積極的な活動ができた。

・学習情報センターとして、図
書資料及びソフトウェア・情
報機器の更なる整備に努め
る。

・学校の特性に応じた図書館メ
ディアを選定できたか。

・各学科及び各教科にとって必要な図書の選定
を完了し、購入手続きを進めている最中であ
る。

・生徒保健委員は年間を通して、様々な活動を着実に
行った。特に熱中症予防対策の放送、階段の通行矢
印のテープ貼りなど積極的な活動ができた。
・本校にとって必要な図書を選定することができた。
今後、更なる図書館メディアの充実が不可欠である。

・生徒及び教職員の活発な図書
館利用を促すとともに、豊か
な人間性を育むための読書指
導も行う。

・図書館オリエンテーションを
実施し、図書館利用を促すこと
ができたか。
・読書感想文コンクールを通し
て、生徒の読書指導を行うこと
ができたか。

・４月に１年生対象の図書館オリエンテーショ
ンを実施し、図書館利用者数は増加傾向にあ
る。
・読書感想文コンクールを実施し、３９７編の
作品の中から優秀作３編を選ぶことができ
た。

・図書委員会の活動を通じて、
生徒の課題発見力・課題解決
力・コミュニケーション力な
どを涵養する。

・図書当番や図書館だよりの作
成及び図書館整備を通じて、生
徒の人間力を育成できたか。

・生徒は図書当番などの図書館活動に積極的に
参加し、協調性や責任感を養うことができた。
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・生徒及び教職員の図書館利用を促すための取組を行
い、その成果が出た。来年度は、魅力ある図書館行
事を開催し、図書館の活性化を図りたい。

・生徒は、図書当番や図書館便りの作成などに、概ね
積極的に取り組めた。今後は、生徒がもっと主体的
に取り組める図書委員会活動にしていきたい。

ア

進
路
指
導
部

進
学
部

進学・就職の両立
ができる指導づく
り
・キャリア教育の推進 ・キャリア教育（夢志クエスト、イ
ンターンシップ等）の体験を通し
て、勤労観、職業観の形成を行
う。また、自ら意欲的に学ぶこと
を習慣化させる。

・勤労観、職業観の形成を行うこ
とができたか。意欲的に学ぶこ
とを習慣化させることができ
たか。

・夏休みを用いて、キャリア教育活動に積極的、 ・キャリア教育活動に積極的に参加することで、意欲
意欲的に参加することができた。
的に学び、勤労観、職業観の形成を行うことができ
た。ただし、一部できていない生徒がいるため、今
後とも継続して取り組んでいくことが必要である。

・職員間、上級学校、企業との
連携を密にしながら、知識・
見識・胆識を身に付けさせ
る。就職においては、技術職
等へ 100 人の内定を目指す。
・大学等が必要としている人材
の育成に努め、進学に関する
情報を生徒に提供し、興味・関
心・意欲を持たせる。

・知識・見識・胆識を身に付けさ
せることができたか。また、技
術職等へ 100 人の内定ができ
たか。

・進路ガイダンス・職場見学等を利用し、知識・
見識を身に付けることができた。また、技術
職より技能職（現場職）を志望する生徒が多
かった。

・技術職を目指す生徒が昨年度に比べて増加している
が、目標達成には至っていない。今後は更に多くの
技術職の求人がいただけるよう、企業にも働きかけ
を行っていく必要がある。

・生徒の進学先に関する興味、関
心が向上したか。

・オープンキャンパスへの参加者数が増加する
など、一定の成果があった。

・受験生の超安全志向のため、私立大学における推薦
入試が難化した部分を一般入試で挽回した。よって、
結果としてイ(３年生における進路の実現)に関して
は成果が薄かったと思われる。ただ、本校の方向性
としては間違っていないと思うので、今後も継続し
ていきたい。

・学年と学科間の連携を深め、
生徒の進路実現の関する業務
を円滑に実施する。

・効果的な指導を行うことがで
きたか。

・生徒を積極的に動かすことによって、ある程
度の連携ができた。

・各種資格試験、検定試験にお
いて効果的な指導ができるよ
う計画を立てる。

・各種資格試験・検定試験の効果
的な指導ができたか。

・朝学習の計画を立て、検定試験に向けた取組
を行うことができた。

・資格・検定試験の取組によって愛知県高等学校職業
教育技術顕彰の取得者が増加した。

・愛知県技術顕彰、ジ
ュニアマイスター
顕彰の取得

・取得した資格をもとに、愛知
県技術顕彰、ならびにジュニ
アマイスター顕彰受賞者の増
加を図る。

・愛知県技術顕彰やジュニアマ
イスター顕彰の推進を図るこ
とができたか。

・資格を多く取得している生徒がいるため、各
学年と連携し、顕彰取得の推進を継続してい
く。

・学科と連携を取り、確実な資格のデータ管理につい
て工夫することが課題となる。

イ 各種競技大会・コ
ンクールへの積極
的参加

・総合競技大会をはじめとした
競技大会やコンクール参加へ
の啓発活動を行い、大会上位
入賞を目指す。
・Web 会議アプリを活用し、
SDGs(持続可能な開発目標)に
ついて、高大のそれぞれの視
点から課題を見つけ出し、議
論する。

・競技大会等の参加の啓発を行
い、生徒が成果をあげることが
できたか。

・総合競技大会や若年者ものづくり競技大会に ・資格・検定試験の紹介と、各学科の資格取得モデル
おいて、多くの生徒が入賞することができた。
プランについて学科と連携して充実した内容を作成
し、生徒へ伝えていく必要がある。

・SDGs 推進指導者研修に参加し、 ・他校の教員と研修を通じて学びあい、本校の
ESD の教育手法を研究できた
生徒に課題提起できる準備ができた。
か。SDGs を通して高大連係に ・ESD 授業を計画している段階である。部活動
つながる活動をすることがで
からはじめていき、校内、校外へとつなげて
きたか。
いきたい。

・愛知県ユネスコスクール交流会に参加し、他校の生
徒のポスターセッションでの質疑や、愛知教育大学
のワークショップ「SDGs を達成するまちづくり」を
通して、ESD 活動を行った。課題としては、校内のネ
ットワーク環境がまだ整っておらず、Web ミーティ
ングによる大学との意見交換が難しいことがあげら
れる。

・学校内の行事や資格取得、表
彰披露等はその日のうちにホ
ームページでシェアする。

・ホームページに生徒の活躍、学
校の取組等を積極的に発信で
きたか。

・生徒の活躍や学校行事の内容をタイムリーにホーム
ページで発信することができた。課題としては、各
学科や部活動からの資料提供が少ないことである。

・技術職等への就職
100 人

ア 将来を見据えて
高い進路目標の構
築

イ ３年生における
進学希望の実現
ア 資格取得の推進
・各種検定試験の実
施

工
務
部

高
大
連
携
・
広
報
部

ア 好奇心、挑戦意
欲、コミュニケーシ
ョン力、礼儀を身に
付けるために高大
連携授業を実施。

イ タイムリーに情
報発信し、趣向をこ
らした「情報モー
ル」を構築。

・SNS を活用し、学校行事などを積極的に発信
することができた。
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ア

基本的生活習慣
の確立。

・朝学、挨拶、清掃をしっかり
取り組むように指導する。

・朝学への取組がよいか。
・自分から挨拶ができるか。
・学習環境を整えるように清掃
や整理整頓ができるか。

・多くの生徒が朝学を通して資格取得のために
積極的に取り組むことができた。
挨拶に関しては、まだまだ自分からの意識が
足りない。また、学習環境の整備も継続する
必要がある。

・朝学では、資格取得や基礎学力の向上に積極的取り
組む姿勢が見られたが、結果が伴わない生徒もいた。
実施するだけではなく、理解するまで繰り返すよう
に指導していきたい。
挨拶に関しては、少しずつ習慣はついた。今後は身
近な先生だけではなく、外部の方々にも当たり前に
できるように呼び掛けたい。

イ 進路目標の明確
化ときっかけづく
り。

・ＨＲや夢志クエストを通じ
て、将来の夢、目標を具体的に
もたせるように指導する。
・１期生の進路結果を生かし、
生徒目線で適格なアドバイ
スを行い、具体的な進路の選
択肢が決まるように促す。

・夢志クエストや選科により、将来について考
えるきっかけは得られたが、具体的に動く生
徒がまだまだ少ないため、今後促していきた
い。
・特定の生徒が休むケースが目立つ。未然防止
の観点で、早期に面談、保護者との連絡をと
り対応していきたい。

・所属学科が決まったことで、進路目標をもとうとす
る生徒が増えた。今後、これを具現化させられるよ
うに指導していきたい。

ア 基本的生活習慣
の定着

・大人への第一歩である意識が
向上したか。
自分の将来についての道筋を
具体的に考えられるか。
・遅刻、欠席者数が少ないか。
朝学への取組がよいか。
面談、保護者会などを行い、進
路実現に寄与しているか。

・海外修学旅行も３年目を迎え ・役割分担を行い、計画的に活動 ・教員及び生徒の役割分担を行い、年間計画に
るので、計画的に準備を進め、
を行っているか。
沿って活動を行っている。学年全体でも協力
実施前後においてクラス、学
クラス活動などを活発に行っ
者も多く概ね順調に進んでいる。
年での発表などを行い、グロ
ているか。
ーバルな人材の育成などに寄
与する。
ア チャレンジ精神、 ・学年集会やＳＴを活用して、 ・学年会と進路指導部が連携し、 ・就職指導については進路指導部と連携を密に
向上心の醸成
目標を高くもち、努力をする
組織的に進路指導ができたか。
取り組むことができたが、進学指導にはまだ
ことの大切さを伝える。
まだ改善の余地が多い。

・生徒アンケートの実施、進路指導を自主的に進める
など、生徒の状況把握、進路指導を積極的に行うこ
とができた。

１
年
生

２
年
生

３
年
生

イ キャリア教育の
推進

・具体的な進路目標を立てやす
くするため、進路指導部や各
学科との連携を密にする。
イ 試練・困難に対し
て最後までやり抜
く生徒の育成

・生徒が継続して努力できるよ
うに、学年全体で見守れる環
境づくりをする。

・生徒が進路目標に向かって努
力しようとする意識は高まっ
たか。

・授業以外にも学習に取り組み、努力をしてい
る生徒の姿が多く見られた。年度末までしっ
かりと指導を継続する必要がある。
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・生徒の生活習慣の改善などを含め、大きな変化は見
られなかった。担任を含め関係各所と連絡を取りな
がら、適切な対応を行ってきた。来年度は、年度当
初にＬＴの時間などを活用し、よりきめ細やかな対
応を行っていきたい。

・就職指導については学科や進路指導部と連携し、生
徒の進路実現に向けて努力させることができた。進
学指導においても、推薦や AО入試対策において学
科の協力を得つつ、効果的な指導が成されるように
修正した。一般入試にチャレンジする生徒の学力向
上に向けて早めに取り組むことが今後の課題であ
る。
・就職が早く決まった生徒の中にはモチベーションが
落ち、継続して努力できない生徒が散見される。就
職後に必要とされる能力を意識させ、最後まで全力
で学校生活が送れるように指導しなくてはいけな
い。

ア

機
械
系
学
科

・小テスト、スピーチ、面談の
実施など、きめ細かな指導に
取り組む。また、加工の段取
りついて、新たなショップを
起こし実践的に学ばせる。

・３年生の実習において、機械加
工の手順や理論を実践的に学
ばせることができたか。

・機械加工の手順や理論を体験的に学ぶショッ
プを作り、実践的に学ばせることができてい
る。

・「フライス盤加工」に関して実践的に学ばせること
ができた。今後は、課題の難易度について精査する
必要がある。

・社会人基礎力について、振り返
りやスピーチに取り組ませる
ことができたか。

・社会人基礎力について、現在までの振り返り
をさせることができた。

・生徒への社会人基礎力に関するアンケート調査で
は、生徒自身も成長を感じているとの回答が多かっ
た。今後は、生徒の意識がさらに向上できるような
取組を行っていきたい。

生徒の希望進路
の実現

・個人面談等を定期的に実施す
る。

・機械系学科の職員全員で面談を実施し、生徒
の希望進路の実現に向けて取組ができてい
る。

・面談を実施することで、生徒は希望する進路実現が
できた。今後は、面談内容を精査し、生徒の勤労観・
職業観もさらに広がる指導をしていきたい。

ア 自ら考え、行動す
る能力の育成

・学科の掲示板に実習、座学や
進路の情報を掲示し、自ら情
報を集め、どのように行動し
たら良いかを考える。

・授業後等を利用して面談を実
施し、生徒の希望進路の実現に
向けて取り組むことができた
か。
・生徒が掲示板を確認するよう
に指導ができたか。掲示物の管
理を確実に行ったか。

・連絡事項を掲示板に掲示し、生徒に確認した
かどうかを聞いた。確認していない生徒には
確認するように指導した。

・学科の掲示板の利用について、大多数の生徒は自ら
情報を収集し、意欲的に行動することができた。

イ

・クラフトマンやインターンシ
ップに参加し、実践的な技術
や知識を学ぶ。自分が目指す
上級学校について調べさせ
る。（２年生）

・参加生徒に対して、事前指導を
行い、参加する意義を伝えた
か。
・事後指導で、どのような技術や
知識を学び、これからどう生か
すか考えさせたか。

・参加生徒へ事前指導を行い、参加する意義を
伝えることができた。

・参加生徒に報告書を書かせ、報告書の内容を生徒と
確認することを継続し、この体験をどのように生か
せるかを更に考えさせたい

・適切な時期に情報提供し、個
別相談を充実させる。
（３年生）

・進路実現に合わせた指導を実
施することで、生徒の進路への
意識は高まったか。

・希望する就職先への進路決定ができた。不採
用になった生徒への適切な指導ができた。

イ

学力・社会人基礎
力の向上

進路指導の充実

電
気
系
学
科

ア

工業教育の強化

建
設
科
イ 進学・就職の両立
ができる学科づく
り

・事後指導では、報告書を書かせ、報告書の内
容を生徒と確認し、この体験をどのように生
かせるか考えさせることができた。
・希望する就職先への進路決定ができた。不採用にな
った生徒への適切な指導もできた。
・進学者への希望に対して進路実現ができた生徒もい
るが、実現させることができなかった生徒への今後
の対応が課題である。
・出前授業では、今年度３年生が愛知県の工業高校生
として初めての合格を果たした国家資格について話
をいただき、生徒の資格取得の意識向上に一役かっ
た。

・１年選科決定後に、官庁や大
学・学会と連携して、建設業
界についての興味・関心を高
める。

・外部機関との連携により、生徒 ・大学教授による出前授業を２年生の修学旅行
の意識に変化をもたらせたか。
期間に計画中である。

・２年インターンシップや３年
課題研究を充実させ、知識・
技術の習得とコミュニケーシ
ョン能力の向上を図る。

・発表会等の実施により、生徒の
コミュニケーション能力の向
上が見られたか。

・インターンシップ発表会では、生徒の自主性
による司会や、発表者だけでなく聴衆生徒と
の積極的な質疑応答が行われた。

・課題研究発表会は１年生を聴衆として実施した。発
表者は初学者に分かりやすくプレゼンテーションを
することを意識し、発表者・聴衆ともにコミュニケ
ーション能力の向上につながったことが確認でき
た。

・建設技術部と連携し、工業高
校の特質を活かした大学進学
や公務員・企業への進路指導
体制を整える。

・部活動との連携や、学科教員間 ・部活動による大学オープンキャンパスや現場
の協力が進み、進学・就職へ向
見学会が企画・実施された。
けた指導体制が整えられたか。

・就職については全員が第一希望の実現を果たした。
一方、進学については進路指導部や学年会との連携
指導体制に課題を残す結果となった。
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ア

応
用
化
学
科

地域や保護者から ・地域社会との関わりをもてる行
信頼される魅力ある
事などへの積極的な参加を通し
学科づくり
て、生徒の意識やコミュニケー
ション能力の向上へとつなげ
る。

イ 進路実現に向け
た指導体制の確立

ア

進路指導の充実

デ
ザ
イ
ン
工
学
科
イ

企業連携の充実

・社会人として必要とされる基
本的習慣を身に付けることが
できたか。
・対外行事への参加などを通し
て、生徒の意識やコミュニケー
ション能力は向上したか。

・インターンシップに参加するなど積極的に取
り組む姿勢が向上した。ただ、コミュニケー
ションをとるのが苦手な生徒には、個々にア
プローチの必要がある。

・堀川エコロボットコンテストや専門高校生及び近隣
の大学での論文発表、技能プラザなど、多くの対外
行事への参加を通して、生徒の学ぶ意識やコミュニ
ケーション能力の向上につなげることができた。

・基礎・基本の指導を徹底し、
目標に向けた具体的なアドバ
イス等を早くから実施するこ
とで、生徒個人の進路実現へ
の意識の高揚を図る。
・１年生より授業や面談を通し
て進路実現を意識させ、早い
段階で目標を設定し、努力を
方向性に合わせて集中でき
るような環境を作る。進学で
は進路指導部と連携し、大学
紹介やオープンキャンパス
を通して情報を充実させた
上で国公立を視野に入れた
目標を設定できるよう指導
する。

・個々の生徒の進路実現に合わ
せた指導を実施することで、生
徒の進路への意識は高まった
か。

・新規に募集のあった企業へは、訪問するなど
の対策が必要だった。

・各生徒の進路実現に向け、学科の教員が積極的に関
わり、進路実現に結び付けることができた。また、
急遽進路変更を希望する生徒に対してのサポートを
今後充実させる必要がある。

・１年生は、提供された情報をも
とに方向性を定めることがで
きたか。２年生は、具体的な対
策をもとに実力を身に付ける
ことができたか。３年生は、進
路実現に向け自主的に取り組
むことができたか。

・１年生は、進路希望調査を実施し生徒の方向
性を確かめることができた。２年生は、地域
産業専門講座を通してスキルの向上を図るこ
とができた。３年生は、就職希望者への面接
指導を徹底し、全員第一志望で内定をもらう
ことができた。進学希望者に対してはこれか
ら実施する。

・１、２年生ともに、実技補習、面談、企業との連携
教育を通して、将来の目標を設定しつつ努力する姿
勢を身に付けさせることができたと思われる。３年
生の進路指導も一定の成果を上げている。進学指導、
特に国公立大学を目指す生徒の意識づくりと、スキ
ルアップが今後の課題となる。実技補習の一層の充
実と、予備校、画塾との連携なども視野に入れ、強
化を図りたい。

・合格レベルに達するための実
技指導を充実させる。

・実技指導の充実は図れたか。

・朝デッサン補習を月１回７日間に増やし、ス
キル向上を図ることができた。

・校外学習、出前授業を通して、教員のスキルアップ
を図ることができた。

・企業との連携を密にし、最新
のものづくり、デザイナーの
現状を学習することで生徒
に明確な目標設定のきっか
けを与えるとともに、教員の
ための現職教育の場として
も活用する。

・教員の教材研究の充実が図れ
たか。

・地域産業専門講座、椙山女学園・星が丘テラ
スとの連携制作を通して一定の成果を上げる
ことができた。
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