
　　　　　　　　　　　　　評価基準

　　　地域での就職を希望する中学生を受け入れる。  　【ものづくり】   　 ・ ものづくりの楽しさが解る力

　   　   　   　        ・ ものづくりに必要な基礎的技術力

　　　地域に役立つ人材として送り出す 　　　    　　    【ひとづくり】      ・ コミュニケーション力（聴く力・説明する力・質問する力・協力する力)

                         ・ 命を大切にする力

   【まちづくり】      ・ 地域で就労する力

                         ・ 地域に貢献できる力

①

②

③

④

分掌 質問項目数 目標
 目標
予定月

1 1
９月
③月

2 3 ③月

3 1 １月

4 1 １月

5 1 ②月

6 2 ①月

7 2
５・７・②

月

8 3
１１・１２

月

平成２７年度　兵庫県立東播工業高等学校　学校評価　(　学校関係者評価および学校自己評価　） 最終報告
本校のミッション ミッションの具体化 　　　　ビジョンの具体化（目指す生徒）

地域社会に貢献できる専門的職業人の育成 ４点 ： 達成されている

専門的職業人としての基礎学力・知識・技術・態度・職業感を「ものづくり」をベースに身につける。    【取り巻く社会情勢】      ・︎少子高齢化→就労人口の減少→地方都市の過疎化

平成２７年度 地域社会に貢献できる専門的職業人としての資格・コミュニケーション能力・人権意識・社会性を育成する「ひとづくり」を進める。                                      →生徒数の減少→学級減→学校力の低下 １点 ： 達成されていない

地域で暮らす市民として送り出す

本校のビジョン 地域で働く人材として送り出す ３点 ： 概ね達成されている

ものづくり・ひとづくり・まちづくり
地域活性の核となる人材として送り出す

地域防災の中心となる人材として送り出す ２点 ： あまり達成されていない

各分掌の年間学校教育目標 具体的な取り組み 達成度 評価結果による改善方策

学校教育目標 家庭・地域・地場産業との連携を高め、地域企業への就労を目指すことで地域社会の活性化、如いては「まちづくり」に貢献する。          　                       ・地元産業界の高いニーズ（ものづくりを支える人材養成機関）

コンプライアンスの推進とアカウンタビリティーを果たす組織づくり。                                   ・就職を希望する生徒・保護者の高いニーズ 未回答（わからない）

機械科

資格取得の推進、基礎製
図・機械製図検定で合格
率5割、技能検定合格者4
割を目標とする。

製図検定、教科担当者の指導に加
え、科として補習などに協力できる
体制をつくる。

基礎製図検定 合格率28.2％　機械製図検定 合格率
31.8％。
50回生の技能検定合格者は、旋盤の部で受験者数25
名／合格者数20名である。

製図の検定内容の指導には、習熟度別授業を実施する。
機械科として、計画的に補習を実施する。また、受験する学年を検討する。

ひょうご「匠の技」事業、も
のづくりマイスター制度を
活用し専門技術の向上を
図る。

ひょうご匠の技は量産形内燃機組
立て・自動車整備、ものづくりマイ
スターは旋盤検定。

「匠の技」事業：３級１５名、２級４名が受験した。　ものづ
くりマイスター：３級３年生が11名合格／３級２年生が３
名受験した。

電気科

第2種電気工事士、DD3
種工事担任者の合格率
を５０％以上に向上させ
る。

試験2週間前より早朝補習または
放課後の補習を開き、電気科職員
全員で指導にあたる。

第二種電気工事士上期筆記試験　受験者数５１名／合
格者数２５名／合格率４９％,　　第二種電気工事士上期
技能試験　受験者数２４名／合格者数１３名／合格率５
４％,　工事担任者DD３種　受験者数１５名／合格者数８
名／合格率５３％，工事担任者総合種　受験者数1名／
合格者数1名／合格率100％

受験するにあたり事前指導（動機づけ、学習方法など）を綿密に行う。来年度以
降も早朝補習（7:30～8:20）を行い、早朝補習で合格点に満たない生徒には放課
後（15:40～16:30）に補充を行う。

学ぶ姿勢を身につけさ
せ、基礎学力の向上を図
り、自らで学ぶ力をつけさ
せる。

基礎学力に滞りのある生徒には基
礎的検定に挑戦させる。きめ細や
かな学習指導を徹底する。

１学年において、計算技術検定３級　受験者数１５８名
／合格者数１２６名／合格率７９．７％、情報技術検定３
級は１月実施。

情報技術基礎の授業中での指導し、早朝および放課後の補習で指導した。

建築科

２級建築施工管理技術検
定試験において、県下で
上位の合格率を目指す。

学習内容の精選を図り、専門４科
目の担当者が連携し、各分野の指
導にあたる。

受験指導に関しては、出題分野を各担当者で効率よく分
担し、また、連携ができた。合格者発表は２月上旬、他
校の結果の集約は２月下旬頃になる見込みである。

引き続き、２級建築施工管理技術検定試験の合格率向上を目指していきたい。
合格者発表と学校評価の時期とのずれはあるが、受験指導に関する取組等を
参考に評価願いたい。

ふるさと貢献、通年型イン
ターンシップ等を通して、地
域住民や地元企業と関わり
ながら、自己有用感を醸成
し、専門的知識・技能の向上
に努める。

通年型インターンシップ先の新規
開拓を行う。    建築科作品展・イン
ターンシップ写真展の充実を図り、
昨年以上の成果をあげる。

通年型インターンシップについては、２年生（加古川中央市民
病院）、３年生（高砂市立図書館、デュオプレステージ加古川
駅前）で実施している。また、新しいインターンシップ先を独自
に新規開拓（県立健康科学センター）した。建築科作品展、イ
ンターンシップ写真展は、より集客力の高いニッケパークタウ
ンに会場を移し、１月下旬に実施予定である。

通年型インターンシップにとどまることなく、アクティブラーニング型インターンシッ
プ－製図準備室改装プロジェクト－を実施したことは、全国的にみても例のない
取組であったと自負している。一年間の活動の集大成である建築科作品展は、
年度末に実施するものであり、学校評価の時期とのずれは致し方ないことであ
る。本年度は１５００人超の来場者があったが、評価をされる方においてもぜひ
建築科作品展に足を運んでいただきたい。

土木科

測量技術検定1級（合格率１
００％）・測量士補（合格率５
０％）・土木施工管理技術検
定2級（合格率２５％）の取
得。

同一科目複数指導体制の実施と、
放課後に補習を実施し、理解不足
生徒への徹底指導を行う。

測量試補は１名合格／6名受験、測量技術検定1級は全
員達成、2級土木施工管理技術検定の発表は、2月中旬
頃です。低学力を補充できるように、生徒の個に応じた
習熟度別指導ができた。他の教科についてもできるよう
にしていきたい。

測量技術検定1級は100%・2級土木施工管理技術検定は38%・測量士補は17%合
格しました。測量士補が目標数値に届かなかった。Ｈ28年度からは、くくり募集廃
止に伴い、1年生で測量授業を取り入れることによって測量の基礎がわかり、放
課後等で補習をしてもよりわかり易くなってくると思われる。

外部機関との連携事業に
取り組み「まちづくり」に貢
献する。

官・民・学と共同で総合治水対策事
業の発表と通年型インターンシップ
の取組。また、課題研究班等で地
域貢献をする。

県土整備部からの連携で、総合治水対策模型づくりと発
表会、並びにｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事業を通じて、本校のビジョン
である内容を1年間取組ことができた。その内容は全国
的にPRできた。

生徒にはいろんな角度から学習をさせており、今回実施した通年型インターン
シップは今年実現したものです。その成果は、継続することによって徐々に現れ
る。また、新たな学習への取組にも活かされるものと思う。



分掌 質問項目数 目標
 目標
予定月

各分掌の年間学校教育目標 具体的な取り組み 達成度 評価結果による改善方策

9 1 ３月

10 2 ３月

11 3 ３月

12 2 ３月

13 1 ３月

14 4 １月

15 1
４～９

月

16 2
４～②

月

17 3 ４～９月

第２学
年

マナー・モラル・礼儀につ
いての基本的姿勢・態度
の涵養をすすめる。

清掃活動の徹底、挨拶の励行から
マナー・モラル・礼儀の意識向上を
はかり、公共の精神を育む。

清掃活動がやるべき当たり前の活動になりつつあるが、まだま
だ意識の低い部分もあり、今後徹底をはかっていきたい。一人
一人の挨拶は率先してできるようになっているが、授業の始ま
り・終わりといったクラスにおける挨拶は意識の低い者がまだ
まだいるため今後の課題。

挨拶された場合の受け答えとしての挨拶は、多くの者ができるようになってきた
が、自ら率先しての挨拶は出来ていない。学年団一同、クラスの清掃活動ふくめ
た学習環境の整備、挨拶の励行に取り組んでいく。

１年後の進路決定を見据
えて、職業観を養い、進
路決定に向けて意識を明
確にさせる。

インターンシップ、進路ガイダンス
などの体験活動の充実をはかる。

第１学
年

基礎学力の向上と資格検
定の積極的取得。

義務教育の学び直し学習による基
礎学力の向上と、各種資格検定取
得に向けた補習を実施する。

毎日、終礼時に10分間のドリル学習を行い、その理解度
を計る「確認テスト」を定期的に実施してきた。理解度の
低い生徒には補習を行い、学年全体の基礎学力向上を
目指してきたが、学力向上が図り切れていない。

生徒の進路実現に向けた学力向上は道半ばであり、２年次以降も終礼時を利用
した10分間学習と分からない生徒への補習を実施するとともに、成績上位者向
けの上位検定対策補習を行い、学年全体の底上げを図っていく。

礼儀・けじめ・マナーを身
につけた元気のある東播
工高生を育てる。

「大きな声で挨拶」を基本に礼節・
マナーの徹底を図っていく。

職員室の出入り・授業の開始時等、平素より挨拶・身だ
しなみの指導を行うと共に、学年集会では毎回、校歌斉
唱を行ってきた。年度当初は元気のある声であったが、
２学期後半より声が出なくなってきており、３学期に指導
を強めていく。

挨拶の重要性を再度伝えるとともに、大きな声での挨拶指導の徹底を図る。校
歌斉唱への批判の声が多いので検討する。

家庭との連携を密に取っ
た生徒の指導。

８月・１１月のインターンシップ、建築・土木科は科による
インターンシップの取り組みで、全員がインターンシップ
を体験した。４月・９月・１２月と進路ガイダンスを実施し
た。

社会で求められるコミニュケーション能力の基本となるのが挨拶。挨拶の励行
に、しっかりと学年をあげてとりくんでいく。

修学旅行に向けて、共に
学び、共に行動する学年
づくりを実現する。

集団活動でのふるまい・あり方の
指導に取り組み、修学旅行を成功
させる。

修学旅行実行委員がクラス代表として、率先して動き、
修学旅行成功にむけて各班が班別研修のプログラム作
成に取り組んでいる。

班別研修、民泊、各班における班長、美化、保健といった自分の担当役割を果
たしながら、現地の人々の交流も深められた。

毎月の学年通信発行により学校の
様子を保護者に伝え、緊密に連絡
を取ることで連携していく。

学年通信は定期的に発行してきた。また、考査ごとに成
績も家庭に伝えてきた。担任も家庭と密に連絡を取り連
携してきた。

家庭に学校の様子を伝えるために学年通信を発行してきたが、不要だと言う意
見が多数あったので、発行を検討する。

進路説明会･進路講演会･工場見
学･面接指導等を積極的に実施し、
各自の進路実現を確立させるため
に、自覚させるとともに真剣に取り
組む姿勢を持たせる。

５月上旬に各科の特色に応じた工場に見学を行った。事前指
導で会社についての調べ学習及びマナーの指導を行うととも
に事後指導では、振り返りを行うことで進路に対しての意欲の
高まりが見えた。８月下旬には、外部講師による面接講演会、
９月上旬に就職試験を想定し面接指導を行うことで、進路実現
に対する意欲がさらに高まった。

ひとりひとりの進路実現を達成するために機会があるごとに、進路講演会や進
路説明会、工場見学、面接指導など、きめ細かい指導を継続して行う。

第３学
年

基礎学力を基として、進
路実現を踏まえた応用力
の向上を図る。

授業に限らず、各種行事において
も、しっかりと話を聞けるようにし、
多様な場面に対応できるコミュニ
ケーション能力を身に付けさせる。

終礼の時間を活用し、ＳＰＩ３の問題集を行うことで、進路
実現に対応できる基礎学力の向上が図れた。また、生
徒個々の特色を踏まえ、指導を行うことで、コミュニケー
ション能力の向上が図れた。

ＳＰＩ３の問題集を時間を設け行ってきたが、生徒個々の学力差があり、すべての
生徒に対して目標達成できたとは言えない。計画的に進路を踏まえた指導を行
うと共に学力不足生徒については、学年全体で支援を密にするなど、対象生徒
の支援を行う。

社会に出る準備として、
社会人としての常識を身
に付ける。

高校生にふさわしい言葉遣いを身
に付け、率先して挨拶ができるよう
にする。服装等身だしなみの指導
を徹底する。

就職用にプリント（社会人としてマナーなど）を作成し、社
会人として、どうあるべきかをクラス全体で協議すること
で、社会人にまた、職員室に入室時には、身だしなみを
整え、はきはきとした挨拶をするよう指導行った。不十分
な生徒には、個別に指導を行った。

学年集会やＬＨＲなどで、社会人のマナーについて指導をしてきたが、不十分な
生徒もいる。早い段階でのマナー指導およびＯＢを招いて「社会人としてのマ
ナー」等の講話を行い、マナー教育を行う。あわせて、普段からの身だしなみに
ついても継続した指導を行う必要がある。

進路指導の充実を図る。



分掌 質問項目数 目標
 目標
予定月

各分掌の年間学校教育目標 具体的な取り組み 達成度 評価結果による改善方策

18 ７月

１０月

毎月

20 2
５・６・７

月

４～２月

 ７,８月

５～７
月

11月

19 4

「情報発信と保護者・地域との連携」

ホームページの更新を前年度担当の教員にしていただ
いた。毎月の更新はできたかと思うが、タイムリーに更
新はできなかったと考える。ホームページの更新は来年
度の課題である。

総務部

3

「防災教育の推進」

平成２７年度の防災訓練を検証し、防災マニュアルを改訂する。平成２８年度防
災訓練までに、改訂版の防災マニュアルを使って、職員研修会を開き、災害時
の教員の動きを周知徹底する。

防災体制を強化するた
め、防災マニュアルを使
用し、防災訓練を年間１
回実施する。

・７月の防災訓練を生徒に知らせず
に実施し、生徒の実態と問題点を
探り、その課題の改善を図る。

７月に防災訓練を実施した。その結果、教員が防災マニュアル
に沿って動けていない部分があることが分かった。このことに
対しては、防災マニュアルの中で決められた各班の班長が中
心となり、災害発生時の各教員の動きを確認・共通理解を促
し、秋の地域合同防災避難訓練に臨んだ。

ホームページ等の更新をするための専属の教員を人員配置が必要である。そし
て、１カ月に１回ではなく、行事ごとにホームページの更新をする。月に１回、ホームページを

更新する。
また、学校評議員や保護者の意見
を学校運営に反映させる。

「人権教育の推進」
５月に生徒対象に「部落差別」についての人権教育映画
鑑賞会を行うことによって、生徒の人権意識の高揚につ
ながった。６月には「発達障害」の傾向のある生徒の行
動特性とその対応について職員研修会１回目を実施し
た。また、７月には「発達障害」の傾向のある生徒が「い
じめ」被害に遭わないための教員の日々対応について
研修した。２回の職員研修会の実施によって、「発達障
害」の傾向のある生徒についての理解が深まった。

発達障害の傾向のある生徒に対して教員が有効な対応がとれるように、生徒指
導部（保健係）との連携を取り職員研修会を計画する。また、その職員研修会に
職員全員が参加できるような工夫をする。具体的には、日時の設定と、職員が
関心を持ってくれるような内容にする。

・人権についての意識・関心
を高めると共に、いじめの起
こらない学校づくりを推進す
るため、生徒に対しては映
画鑑賞会を実施する。また、
教員に対しては人権職員研
修会を年間２回実施する。

・６月に人権教育職員研修会を実
施し、発達障害の傾向のある生徒
の対応について学習し、実践でき
るようにする。
・７月に「いじめ」と「発達障害」につ
いての職員研修会を実施する。

生徒が自分の命は自分で守
ることを学び、自己肯定感・
自己有用感を高めるため
に、地域合同防災避難訓練
を秋に１回実施する。

・１0月に、校内プロジェクト組織（T-
DAT）と連携して、地域の人と共に
防災訓練を実施し、他者や弱者へ
の理解と地域との協力体制を構築
する。

防災訓練の意義と地域との連携を通して、防災意識が
高くなった。

生徒が「わかる授業」を目指し、生徒による授業評価を継続する。生徒を主体とした授業、
生徒にとって「わかる授
業」を目指す。

・7月・12月に全教科・科目の授業
についての評価アンケートを全校
生徒に対して実施し、教員の授業
改善を目指す。

・第1回授業評価の結果が2学期の授業改善に生かされ
ている。その成果が第2回授業評価の結果に反映され
た。

「シラバスの有効活用」

シラバス（授業内容や授業の実施計画について詳しく表したもの）について、保
護者や生徒に周知できるよう年度当初に配布する。

教務部

21 1

「基礎学力の向上」

・習熟度別指導と少人数指導の有効性を検証し、最も必要な授業において実施
できるようにする。
・英語・数学・漢字の各検定3級合格の学力をつけさせるため、積極的に受験を
促し補習計画を立てる。

卒業までに、漢字検定3
級・数学検定3級・英語検
定3級に合格できる学力
をつけさせる。

・数学において習熟度別指導を、国
語・英語・専門の授業では少人数
指導を積極的に実施する。

・習熟度別指導の実施により、達成度に応じた指導が可
能になった。
・少人数指導においても、基礎学力をつけさせるうえで
効果が得られている。

・長期休業中における英語・数学の
補習を推進する。

・英語と数学の補習は大学進学希望者と一部の就職希
望者に対して行っているが、各3検定の合格を目指した
補習も実施したい。

生徒や保護者から、授業
内容や評価方法について
の共通理解を得る。

・シラバスのフォームに工夫を加え
ることにより、生徒にとって理解し
やすい内容に改良する。

・次年度の科目選択においてシラバスを配付し、生徒・
保護者が授業内容・評価方法の理解を深めた。

・シラバスを保護者・生徒に配布
し、授業内容や評価方法について
周知する。

・履修する全科目のシラバスを、年度当初に全校生徒に
配布することが課題である。

22 4

「生徒による授業評価の実施」

７,１２
月



分掌 質問項目数 目標
 目標
予定月

各分掌の年間学校教育目標 具体的な取り組み 達成度 評価結果による改善方策

４月

４月

４～③
月

４・５・

3
９・１２

月

７・９
月

28 1
８・９・
１０
月

学校関係者評価（学校評議員５名）

（学校評議員会より学校全体を通じての改善点）

①ホームページの更新について ②本校の教育活動の活性化について

【 ＰＴＡ会長より　】 【 学校評議員より　】

・目の前にいる人たちが、その学校のファンになるような、学校づくりを行ってもらいたい。

・ものづくりを通して、地元に愛され地域に必要とされる東播工業高になれるように教育活動を行ってもらいたい。

【 学校評議員より　】 ・世間から注目される東播工業高であって欲しい。

生徒指
導部

23 2

「交通マナーの向上」

常時ネクタイ・リボン着用という規則に変更し守らせた。
かなり定着している。

立ち番以外の箇所からの苦情が目立ってきているので学校周辺の危険箇所を
確認し、改善の方法を検討する。

通学路において危険な場
所を点検し、通学路の見
直しをする。

事故が発生する可能性のある場所
を中心に通学路を変更する。

危険箇所の２カ所の通学路を変更した。

24 2

「規範意識の向上」

継続して、服装の見直しをする。服装規定の見直しをす
る。

カッターシャツ着用時にネクタイ・リ
ボンの常時着用を実施し守らせる。

考査の時期は、集まりにくいので開催時期を検討する。早い段階で年間行事計
画に入れ案内をする。

進路指
導部

26
学年、地元企業、教育産
業などと連携した進路指
導の計画的実施。

進路ガイダンス、工場見学、基礎
力診断デスト、インターシップ等の
実施。

・進路ガイダンスの実施：入学時に進路講話(１年生)４
月、９月に進路ガイダンス、１２月に地元企業の説明会
(２年生)５、７月に進路説明会(３年生)

インターンシップについては平成28年度より2学年全員参加となった。進路指導
部は就業体験企業の確保をはじめとして、学年や科と協力しながら生徒の勤労
観、職業観育成の良い機会としたい。

・工場見学の実施：５月に２、３年生で実施し、勤労観・
職業観ともに高めることができた。

・基礎力診断テスト：４月に実施(３年生)  ４月、１０月に
実施(1年生、2年生)５月に「基礎力診断テスト結果を生
かした進路指導方法」の職員研修会を実施した。

27

25 2

「教育相談技術の向上」

カウンセリングマインド研
修会を年間２回実施し、
出席率１００％を目指す。

カウンセリングマインド研修会（７月
４日、７月３０日）を実施する。

考査中の開催ということもあり、研修会の出席率が極め
て少ない。（出席率は１・２回目　約３０％、３回目　約６
０％であった）

・学校の校務分掌の役割として作成するのも大変なので、工業高校の特色を活かすためにも、
生徒を巻き込んで、教員と生徒で学校のホームページを作成するのも１つの方法と思う。

就職、進学共に個々の生
徒が必要とする基礎学力
を身につけさせる。

学年と連携をとり、夏休みや放課
後を利用し計画的な補習を実施す
る。

公務員関係で学年、科と連帯して面接指導・筆記試験
対策の補習を実施した結果加古川市消防合格(１名),高
砂市土木職合格(１名)、兵庫県警一次合格(１名)の合格
者がでた。学年と協力して就職の筆記試験対策の補習
をおこなった。

各企業が実施している就職試験の内容等は進路指導室や各科で閲覧可能であ
るが、そのような情報を含めて就職試験対策のための情報を早い段階で生徒に
提供する。

・保護者がその学校のことを知るために、まずはホームページを閲覧することになるので、是非
ともホームページの更新をお願いします。

・学校を卒業すると卒業生にとっても、母校のことが心配で、情報事態が入ってこなくなるた
め、時期に応じた必要な情報が知りたい。

1
［就職］一次試験の合格
率を高める。

・７月の「就職説明会」等で生徒の
進路意識を高める。

就職試験において一次内定率は９割弱であった。

面接に対応できる力の向上を目指す。企業に関する情報の提供や、模擬面接の
質の向上のための職員の研修などを実施する。

・面接指導を徹底する。
９月に全職員で面接練習をおこなった結果、生徒の面接
の力が向上した。


