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府立堺工科高等学校 

校長 加島 良彦 

 

平成 28年度 学校経営計画及び学校評価  
 

１ めざす学校像 

ものづくり技術者の育成を通して人づくりを行い、地域社会に貢献し信頼される学校をめざす。 

１ 人格の陶冶を育む学校（すべての教育活動を通して、自己規範力を養い、自ら学び自ら変える力を育成し人格の陶冶をめざす） 

２ 自立した工業人の養成を実践する学校（産業界の変化に対応できる基礎学力と資格取得の向上により、創造力豊かな学技兼備の工業人の養成をめざす） 

３ 健全な社会人の育成を実践する学校（基本的生活習慣と規範意識を高め責任感に富み、心身共に健やかで心豊かな社会人の育成をめざす） 

４ 教職員のベクトルが一致し、成果が結集する組織的な学校（課題を共有し各方向から取組みを実践し、生徒の成長に寄与し達成感・充実感がある学校） 

 

２ 中期的目標 

１ 生徒の自信と自己実現を充実する 

 （１） 確かな学力の育成についての取組み 

   ア １学年については８クラス９展開のクラス運営を継続し、一人ひとりに応じたきめ細かな指導の充実を行う。 

   イ 少人数展開を実施し、また、習熟度別授業をすることで｢わかる授業｣を行い、生徒の自信と意欲を培う。 

   ウ 基礎学力の向上に向け、朝学の充実を図り基礎学力や資格取得等の学習力の向上を図る。 

 （２） 基本的生活習慣の向上（生活指導の充実） 

   ア 全職員で、基本的生活習慣の向上と定着を図る取組みを推進し、生徒自らが自己に気づき自ら改善する力を培う。 

   イ 保護者との連携を密に行い、生徒自らが遅刻の減少に努める指導・支援の充実を図る。 

   ウ 支援教育コーディネーターを中心として、支援の必要な生徒への組織的な取組みの充実を図る。 

   エ 部活動への入部率の向上を図り、生徒の自立心を育み、生徒会活動の活性化を図る。 

 （３） 実践的技能養成重点型校として、確かな技術、技能力を持つ人材の育成 

   ア 資格支援センター機能を一層充実させ、生徒一人ひとりのキャリアプランに応じた資格取得の充実に努める。 

イ 資格取得の充実を図るため、調査研究等を行い、組織的活動の体制を充実する。 

ウ 各種技能大会参加への組織的な取組みを推進し、生徒の達成感や自己肯定感を向上させ目標を持った学校生活の充実を図る。 

 

２ 工業教育の充実 

（１） ｢深化と接続｣の理念を生かした工業教育を推進する。 

（２）キャリア教育を一層推進し、一人ひとりの進路実現の充実を図る。  

ア 学年段階ごとに系統的なキャリア学習を行うとともに、一人ひとりに応じた学習環境の改善等に取り組む(就職一次試験合格 85%)。 

（平成 27年度 79％） 

イ インターンシップや企業見学、企業経営者による講演等の機会を充実し、仕事観の醸成を図り、卒業後の定着率(離職率 10%以下）の向上を 

めざす。 

 

３ 教員の資質向上 

 （１） 学校組織の活性化とともに、教員構成（平均年齢 42歳、初任者が 34％）に対応した初任者等校内研修を積極的に行い人材育成に努める。 

 （２） 教員相互の公開授業や研究授業を積極的に行い、「わかる授業へ」の授業力向上とＩＣＴを活用した教材開発を推進する。 

 （３） 人権研修の充実を図り、人権尊重の教育を推進する。 

 

４ 開かれた学校づくり 

（１） ものづくり教育を通して、小中学校や支援学校との連携を図り、専門教育への興味関心を高める活動の充実を図る。 

（２） 平成 28年度学校経営推進費事業により、工科高校の広報活動を推進する。（就職一次試験合格率 85％（平成 27年度 79％） 

（３） 学校のＷｅｂページの充実を図り、信頼と透明性のある学校づくりを行う。 

（４） 堺・高石地域の地場産業や公共団体との連携を通して、生徒が自らの目標と将来への夢を育む活動の充実を図る。 

（５） ＮＰＯや各種団体と連携を深め、生徒が積極的に外部と繋がることで、生徒の気づきを促し夢や志を育むことを図る。 

 

【学校教育自己診断の結果と分析・学校協議会からの意見】 

学校教育自己診断の結果と分析［平成 28年 10月実施分］ 学校協議会からの意見 

【学習指導等】 

・基礎学力の向上に向け、朝学の完全実施等に取り組んだ結果、生徒の基

礎学力向上に関する肯定的回答が前年度比 17％向上した。また、生徒の朝

学に対する意欲も前年度比 47％の向上があり、完全実施の効果が表れた結

果となった。ただ、教員の学力結果についての肯定率はやや低下しており、

この差の要因等の分析が課題である。 

・授業アンケートの全体ポイントも 4.5％の向上があり、授業改善の取り

組みの成果が見え始めている。 

【生徒指導等】 

・学年団と生徒指導部が連携した指導の強化により、生徒の遅刻等への意

識が前年度比 21％の向上が見られ、実際の遅刻数も 10％減少する結果と

なった。ただ、教員の基本的生活習慣に関する肯定率は低下しており、こ

のギャップの課題要因等の分析が必要な結果となった。 

・学校に対する意識に関する項目の肯定率が前年度比 16％の向上が見ら

れ、カウンセリングマインドによる指導や生徒・保護者の納得できる指導

の充実の成果があった。 

・資格取得への取り組みについて、生徒・保護者ともに 10％の以上の向上

第１回（５/27） 

○資格取得について 

・資格取得の取組みの推進については、不透明な社会状況で転職者も多いことからも進め

てもらいたい。 

○授業の改善について 

・工科高校は、小中学校や普通科高校と異なり工業高校の専門性という部分があり、そう

いったところでの工夫した取組みに努められたい。 

○情報提供について 

・入学者選抜における定員確保の観点からも、学校ホームページ等による情報提供を充実

させ、保護者を含め多くの関係者の方に見てもらえるよう PRに努められたい。 

第２回（11/28） 

○授業力の向上について 

・授業アンケート結果の全体的な向上は評価できるものである。さらに堺工科の生徒にあ

った指導法を校内研修などで積み重ねるとともに、より丁寧な授業の進め方や板書の方法

の改善に取り組んでもらいたい。 

○生活指導について 

・学校教育自己診断による生活指導のアンケート結果は、生徒、保護者ともに改善されて
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が見られ、資格支援センター設置による体制づくりが評価されたと思われ

る。 

【学校運営】 

・教育活動の情報提供について、学校ホームページをリニューアルし積極

的な情報提供に努めているものの、保護者の肯定率はやや低下（-5％）し

ており、内容等や PR方法についての再検討が必要と思われる。 

・会議等の機能についての教員の肯定的な回答が 23％にとどまっており、

会議のあり方を含め、意見収集や情報共有などのシステムの再検討が必要

と思われる。 

いると感じているが、教員はまだまだ改善の余地があるという認識でギャップがあり、遅

刻者数等の改善にとどまらず、まだ不足している部分の再検討に努められたい。 

○安全安心な学校生活に向けた言葉の指導について 

・社会性や人との距離感、我慢や説得することを学ぶことは、社会人としての土台となり、

このためには言葉の力による指導が重要であり、これに努められたい。 

第３回（２/９） 

○生活指導について 

・遅刻等の減少傾向を維持し、正しい生活習慣の確立に努められたい。 

○授業について 

・ICT 等を一層活用して、より良い授業運営に努められたい。 

○キャリア教育について 

・インターンシップをできるだけ多くの生徒に経験してもらい産業界に人材を輩出しても

らいたい。 
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３ 本年度の取組内容及び自己評価 

中期的 
目標 今年度の重点目標 具体的な取組計画・内容 評価指標 自己評価 

生徒の

自信と

自己実

現を充

実する 

(1) 確かな学力育成 

への取組 

ア 少人数指導の取組 

イ わかる授業への取組 

ウ 基礎学力向上 

への取組 

 

 

(2)生徒指導の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 実践的技能養成重

点型校として、教育活

動の更なる充実を行う 

（１） 

ア・第１学年については、数学と英語につい

て少人数指導を継続実施する。 

イ・教員相互による公開授業を行い、わかる

授業を観点とした授業力向上を図る。 

ウ・朝学の完全実施により、学習習慣の確立

と学力の定着を図る。 

エ・多様な生徒の実態に応じた、進級卒業規

定を継続的に検討する。 

（２） 

ア・生徒状況（課題）の変化を的確に捉え、

実態に応じた生徒指導を学校として統一的

に取り組む。（マナーの向上を図る。） 

イ・学年と連携した遅刻指導を充実し基本的

生活習慣の改善を図る。（第 1 学年指導の

強化） 

ウ・新入生の全中学校を訪問し、一人ひとり

の状況に応じたきめ細かな指導を充実す

る。 

エ・支援教育コーディネータを中心として校

内支援教育体制を充実し、個に応じた指導

を充実する。 

オ・部活動強化週間の充実や情報発信の強化

をはかるとともに、さらなる部活動活性化

策を検討する。 

（３） 

ア・資格取得の充実を図るため、資格支援セ

ンターを中心に、各系、学年と連携し生徒

の意識改革に取り組む。 

イ・技能競技会への取り組みを積極的に推進

する。 

  （高校生ものづくりコンテスト、全国製

図コンクール、高校生溶接技術コンク

ール、高校生ロボット相撲大会、ソー

ラーカーレース、マイコンカーラリー

等） 

（１） 

ア、イ、ウ・学校教育自己診断アンケート

結果で、基礎学力向上に関する項目を前

年度の 10％向上をめざす。（H27 年度

58％） 

・学校教育自己診断アンケート結果で、学

校生活の満足度に関する項目を前年度の

10％向上をめざす。（H27年度 60％） 

・基礎力診断テストの学年平均得点の前年

度平均を上回る。（第２、第３学年）（平

成 27年度１年 178点、２年 182点） 

（２） 

ア、イ、ウ・中退及び留年者数を前年度の

10％改善をめざす（H27年度 53名）。 

イ、遅刻者数を前年度より 10％減少をめざ

す。（平成 27年度 4099名） 

ウ、特別指導対象者数を前年度より 10％減

少をめざす。（平成 27年度 69名） 

エ、特別支援教育に係る教員研修の参加者

アンケート（研修成果）の肯定率 80％以上

をめざす。（平成 27年度は未調査） 

オ、部活動への入部率 45％以上とする。 

（H27年度 39％） 

（３） 

ア・資格取得率を各検定ごとに、昨年度以

上をめざす。（H27年度第１学年 55%） 

・ｼﾞｭﾆｱﾏｲｽﾀｰの受賞者数の、前年度以上

をめざす。(H27年度７名) 

イ・３つの技能競技大会で上位入賞をめざ

す。 

（１） 

ア、イ、ウ・学校教育自己診断アンケート結果で、基

礎学力向上に関する項目は前年度比 17％の向上が見

られ、朝学の完全実施による学習習慣の定着が図れ

た。（○） 

・学校生活の満足度に関する項目は前年度比 13％の向

上が見られ、生徒の意欲的な取組みを促す指導の成

果があった。（○） 

・基礎力診断テストの学年平均得点は、前年度からの

伸びは見られなかった。（平成 28年度１年 179点、2

年 178点）課題を分析し次年度に臨みたい。（△） 

（２） 

ア、カウンセリングマインドの指導を推進したが中退

者数の減少には至らなかった。(H28年度 73名)（△） 

イ、ウ・遅刻者数は前年度比 15％の減少、特別指導対

象者数は前年度比 17％の減少を達成した。第１年指

導の強化が成果として現れた。（◎） 

エ、研修成果調査が担当関係者のみで終わったため、

正確な成果確認ができなかった。教育相談体制に関

する自己診断結果は肯定率が約 10％向上したが 57％

に留まり、研修内容等のさらなる充実に努めたい。

（△） 

オ、部活動入部率は 37％に留まったが、１学年の加入

率は 43％と向上し、学年と連携した成果は見られた。

活性化への機運醸成等に努めたい。（△） 

（３） 

ア、資格支援センターの積極的な取組みで、資格検定

合格率は、67％となった。（○） 

イ、電気工事コンテスト大阪大会１位（近畿３位）、電

子回路組立コンテント大阪大会２位、溶接技術コン

テスト入賞など、上位入賞を果たす。全国へ向けた

一層の取組みに努めたい。（○） 

工業教

育の充

実 

(1)「接続と深化」 

の理念を生かす工業教

育の推進 

 

(2) キャリア教育の一

層の推進・充実を行い、

一人ひとりの進路実現

の充実を図る。 

 

(3) 地域の小中学校児

童生徒に、工業教育へ

の興味関心を深める。 

（１） 

ア・進路指導部と学年の連携を深め、進路選

択がスムーズに進むよう、組織的指導体制

を整える。 

イ・進学希望生徒への個に応じた指導の充実

を図る。 

（２） 

ア・各学年での「キャリアガイダンス」の指

導の充実を図る。（地域企業等と連携した企

業ガイダンスの実施） 

イ・学年と連携した参加促進により、インタ

ーンシップを積極的に推進する。 

（３） 

ア・本校専門性を、地域小中学校生徒へ公開

し工業教育への関心と興味を広める。 

（１） 

ア・就職一次試験での合格率 85％以上をめ

ざす。（H27年度 79％） 

イ・補習体制を構築し進学希望者の全合格

をめざす。（H27年度 100％） 

（２） 

ア・各学年、年間２回以上外部講師による

講演や企業見学を実施する。（H27 年度 

各学年２回） 

イ・インターンシップ参加者の活動充実度

90％以上をめざす。（平成 27年度 80％） 

・企業の生徒評価肯定率 70％以上をめざ

す。（平成 27年度未調査） 

・７月に昨年度卒業生の離職率を新たに

調査し、離職率 10%以内とするようキャ

リア教育の充実を図る。（H27 年度未調

査） 

（３） 

ア・地域の小・中学校生徒の実験実習等の

参加授業を３回展開する。（H27年度各２

回） 

（１） 

ア、進路指導に関する自己診断の肯定率は 13％向上し

ているが、１次試験合格率を伸ばすことはできなかっ

た。課題の分析に努めたい。（△） 

イ、指定校制度を活用し、大学進学希望者全員の合格

を果たせた。（○） 

（２） 

ア、各学年２回の講演や企業の出前講座等を実施でき

た。（○） 

イ、事前指導等の充実により、インターンシップ先企

業からの生徒評価の肯定率は 90％の評価を得た。ただ、

参加生徒数が少なく企業開拓などの課題もみられ、更

なる充実に向けて取り組みたい。（○） 

・離職率調査は全国工業校長会の事業費を活用したた

め、３年後離職の調査となった。結果は、27％と工業

高校全国平均より高く、進路指導の改善に向けた課題

となった。（△） 

（３） 

ア、夏休みと２学期に実験実習の参加体験型のイベン

トを３回実施。参加者の肯定率は 98％と好評を得てい

るが、参加者数は横這いで、PR方法の検討が必要。（○） 

教員の

資質向

上 

(1) 学校組織の活性化

と教員構成（平均年齢

42歳、初任者が 34％）

に対応した人材育成に

努める。 

(2) 教員相互の公開

授業や研究授業の推進

による授業力向上とＩ

ＣＴを活用した教材開

発を推進する。 

(3)人権教育を充実す

（１） 

ア・共通の授業観察シート等を活用した研究

授業を実施し教員個々の教科指導力の向上

を図る。 

イ・初任者等校内研修の充実（事前事後指導

の実施） 

（２） 

ア・公開授業をとおして、学校としての教育

力の向上と ICTを活用した教材開発を図る。 

イ・中学校教員向けの授業公開を行い、相互

の授業力の向上を図る。 

（１） 

ア・教員の研究授業を各科系で年間２回以

上開催する。 

イ・研修目的への達成度自己評価 70％以上

をめざす。 

（２） 

ア・公開授業週間を実施し、全教員相互の

授業見学により教育力の向上を図る。(教

員の参加率 50%)（H27年度 38％） 

イ・年間に６日授業公開を行う。 

（３） 

（１） 

ア、各科系の経験の少ない教員が年間３回の研究授業

を実施し、回を追って内容の充実が図れた。次年度も

取組みを継続。（○） 

イ、全ての初任者研修で振り返り指導を実施し、自己

評価達成率が 90％を果たせた。（○） 

（２） 

ア、教員相互の授業見学参加率は 50％と向上したが、

時期や方法等のさらなる検討が必要。（○） 

イ、中学校教員向け研修という形で府教育センターと

連携して実施。次年度もこの形で継続。（○） 
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府立堺工科高等学校 

る。 

 

（３） 

ア・人権教材の資料を整理し、授業で活用で

きるようにする。 

イ・教員の障がい理解や人権意識を高める研

修を実施する。 

ウ・障がいのある生徒との共同学習を積極的

に行い、豊かに生きる力を育成する。 

ア・ホームルーム等を活用して人権教育の

充実を図る。(各学年１回) 

イ・人権、障がい理解等教員研修を年間５

回以上実施する。 

ウ・障がいのある生徒との交流を２回以上

行う。 

（３） 

ア、いじめ（１年）、スマホ（２年）、労働と人権（３

年）という内容で実施。（○） 

イ、発達障がい、合理的配慮、体罰等の教員研修を６

回実施。今後は内容や成果等についての検証が必要

（○） 

ウ、聴覚障がいのある工業系生徒と機械系の課題研究

で共同学習（たたら操業含む）を実施。（○） 

開かれ

た学校

づくり 

(1) 小中学校等との連

携を図り、本校の専門

性を発揮する。 

(2)工科高校魅力発信

事業（平成 28年度学校

経営推進費） 

(3)学校Ｗｅｂページ

の充実を図り信頼と透

明性のある学校づくり

を行う。 

(4)堺・高石地域の地場

産業や公共団体との連

携 

(5)ＮＰＯや各種団体

と連携 

（１） 

ア・近隣の小中学校に対し、ものづくり体験

教室を実施する。 

（２） 

ア・工科高校の教育内容等（工科９校を取り

まとめ）の理解を促進するプロモーション

ビデオやリーフレットを作成し、広報活動

を展開する。 

（３） 

ア・今年度は、昨年度デザインを一新したＷ

ｅｂページのコンテンツの充実を図り、一

層の情報発信に努める。また、携帯電話連

絡網の充実を図り、学校と保護者等との連

携を促進する。 

（４） 

ア・地域の企業や団体との連携事業を整理す

るとともに、新たに産学連携活動確認書（協

定）を結び組織的な連携関係を構築する。 

イ・地域の地場産業（伝統工芸堺打刃物等）

との連携により課題研究や授業等の一層の

深化を図る。 

（５） 

ア・堺市等と連携し、各系の専門性を基盤に

古墳群などの文化遺産の継承や自然環境の

保全活動等への貢献活動を実施する。 

（１） 

ア・ものづくり体験教室の参加者アンケー

トの肯定率 90％以上をめざす。 

（２） 

ア・平成 29年度選抜における志願者数を募

集定員数の 100%とする。 

（３） 

ア・Ｗｅｂページの更新頻度を昨年度実績

を上回るとともに、生徒活動関連の新規

コンテンツの追加。(H27年度更新頻度 ３

週間に１回) 

 

（４） 

ア・複数の企業等と新たに産学連携活動確

認書の締結をめざす。 

 

イ・溶接講習・たたら製鐵等を行い、生徒

の学習意欲の向上を行う。（年間３回実

施） 

（５） 

ア・連携団体への活動アンケートを実施し、

貢献活動肯定率 90％以上をめざす。 

 

（１） 

ア、ものづくり体験参加者の肯定率は 98％あり目標を

達成した。今後、参加者者数の増加に向けた検討が必

要。（○） 

（２） 

ア、H29年度選抜の志願者は、定員の 109％を達成。（◎） 

･工科高校の専門性を多数のコンテンツに盛り込んだ

PR映像「Beプロフェッショナル」を作成し、Web上で

公開した。動画再生回数（ユーチューブのみ）は各コ

ンテンツ計で 5000回を達成した。（△） 

（３） 

ア、７月より新規コンテンツ「校長だより」を発信。

全体の更新頻度は昨年度の倍以上の１週間に 1 回まで

伸ばすことができた。アクセスページビューは 10万を

超え、新規閲覧者も６割に達した。ただ、学校教育自

己診断の情報提供に関する肯定率は横這いで PR 方法

等の再検討が必要。（○） 

（４）学校独自の連携協定締結には至らなかったが、

府教育庁の企業等連携による実践的技能力育成事業を

活用し、各専門系で６社６テーマの企業連携事業を実

施。外部の高度な専門性活用は今後も継続。（○） 

イ、たたら操業、刃物づくり、溶接講習、旋盤実習で

地場産業（特別講師）と連携。10年経過したたたら操

業は、材料調達の問題も含め、作成した鋼鉄の活用等、

新たな方向性の検討に努める。（○）  

（５） 

ア、連携先がはぼ堺市単体となったため、アンケート

は実施しなかったが、本校の地域貢献活動に対して、

初めて堺市長より古墳の水質浄化活動等への感謝状の

贈呈を受ける。古墳群の世界遺産登録を応援した線香

アートを実施し、ギネス世界記録を更新。（◎） 
 


