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令和２年度の学校評価 

 

 

本年度の 

重点目標 

・かけがえのない、すべて生命を大切にする。（交通安全・防犯意識の向上） 

・工業技術者としての安全意識の向上 

・社会貢献活動などを通して、地域に愛される学校づくり 

項目（担当） 重点目標 具体的方策 留意事項 

学校運営 

（総務部） 

全職員の協力を得

た学校行事の運営 

入学式・卒業式等の式典、ＰＴ

Ａ総会、防災訓練等の各種行事の

細案及びマニュアルを作成する。 

行事後の反省を活かし、全職員より

協力をもらえるよう運営を検討してい

く。 

防災活動の充実と

災害時の安全確保 

防災活動の見直しを進め、防災

意識の向上を図る。 

生徒・教員の防災意識の向上を図り、

さらに避難訓練の方法を検討する。 

学 習 環 境 の 整 備

  

生徒の健康的な学習活動のため

に、学習環境を整備する。 

机・椅子・ｶｰﾃﾝの現状を把握し、整備

を図る。 

ＰＴＡ活動 

（総務部） 

保護者及び地域と

の連携 

学校行事等へのＰＴＡの参加を

促し、保護者及び地域との連携を

図る。 

ＰＴＡの学校行事への参加につい

て、保護者の方の参加と教員側の参加

を引き続き協力を図る。 

学校広報 

（総務部） 

広報活動の充実 広報誌の内容を検討し、広報活

動の充実を図る。 

読者の意見を調査し、現在のニーズ

に合った内容を検討するなど改善を図

っていく。 

学習指導 

（教務部） 

基礎学力の定着と

学力の向上 

新学習指導要領を踏まえた授業

改善を進め、学習活動に主体的に

取り組める授業を計画、実践する。 

定期的、計画的な課題の実施に

より予習復習の習慣を確立し、学

力の定着を図る。 

新学習指導要領を意識した授業改善

について周知を継続する。 

家庭での学習が習慣化される課題、

課題を生かした授業の在り方につい

て、各教科の状況を把握する。 

生徒指導 

（生徒指導部） 

基本的な生活習慣

の確立 

「時を守り、場を清め、礼を正

す」を原点として指導をする。 

時を守る：登校指導、遅刻指導 

場を清め：５Sの徹底 

礼を正す：挨拶、言葉遣い、 

身だしなみ 

社会人として必要な習慣を身に着け

させる。自分で何事もできるようにさ

せる。 

挨拶の言葉と、挨拶をする心という

内面的部分の大切さを伝える。 

清潔感のある着こなしについて生徒

に考えさせる。 

交通安全意識の向

上 

命を大切にするために、交通ル

ールやマナーを守らせる。 

ホームルームや全校集会で指導

する。 

朝の立ち番や交通安全運動にて

指導する。 

交通安全意識は向上しているが、未

だ充分でない点を生徒に考えさせる。 

教員による校外交通指導が積極的に

行えるよう心掛ける。 

授業規律の確立 チャイム着席の指導を行う。 

盗難防止を兼ねて、全職員で毎

授業時間、教室巡回を行う。 

姿勢を正して授業に参加させ

る。 

教科担任・学級担任・学科・生徒

指導部が連携をして指導を図る。 

組織的に生徒を指導する。 

チャイム着席はもとより、授業を受

ける姿勢が大切であることを生徒に考

えさせる。 

教室巡回記録簿を活用する。 

 

いじめ防止対

策の推進 

（生徒指導部） 

いじめの未然防止

に係る取組の充実 

ホームルーム活動や集会におい

て、いじめ防止をテーマとした活

動を行い、生徒がいじめ問題を主

体的に考える機会を設ける。 

生徒がいじめ問題について主体的に

考え、自らに関わる問題として捉えら

れるようにする。 

いじめの早期発見

と適切な事案対処 

いじめの情報収集、事案対処に

係る学校いじめ防止対策組織の役

割を具体化し、教職員間で共有す

るとともに、生徒や保護者にも周

知する。 

いじめアンケートを学期ごとに実施

し、学校いじめ防止対策組織の役割を

保護者に周知することで、生徒が安心

して学校生活を送ることができるよう

な環境づくりを行う。 
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項目（担当） 重点目標 具体的方策 留意事項 

図書館活動 

（図書部） 

「主体的・対話的で

深い学び」の実現に

向けた学習活動に

有益な図書館環境

の整備 

各教科の教員との連携や、最新

情報等の収集により、生徒が主体

的、意欲的に学習に取り組める図

書等を充実させる。また、教員が

図書館で授業等を実施するための

環境を整備する。 

工業の専門書、普通科の学習内容

に関連する図書等を充実させ、生徒

が利用する機会や、教員が図書館を

授業等で利用する機会の増加を図

る。 

生徒の読書活動の

充実と豊かな情操

の育成 

生徒の読書への意欲を高め、豊

かな情操の育成に有益な図書を充

実させる。さらに、図書の配置換

え等を行い、図書館の利用に慣れ

ていない生徒にも利用しやすい環

境を作る。 

「生徒に読ませたい本」と「生徒

が読みたいと思う本」の双方をバラ

ンス良く購入し、配置や紹介の仕方

にも工夫を凝らす。 

図書委員会活動の

充実 

図書館活動の活性化や図書館の

環境整備に向けて、図書委員に主

体的に活動させ、生徒の視点から

より良い図書館作りを行わせる。 

図書委員が自ら意見を出し、現状

を改善するための活動を行う機会

を増やし、適切な指導を行う。 

進路指導 

（進路指導部） 

地域社会に望まれ

る人材の育成 

企業・地域が求める人材を育成

するために、平素より基礎学力の

向上と人間性を育む。 

また、進路指導講話や各種の進

路情報の提供を行う。 

進路指導講話や各種の進路情報

を通して、生徒に社会人としての在

り方を考えさせる。 

倫理観や規範意識を育てるため

に学校組織全体の協力を得る。 

キャリア教育の充

実 

各学年に応じたキャリア教育を

充実させて、将来の進路決定の意

識を醸成する。 

インターンシップとクラフトマ

ンⅢに参加する生徒への啓発や、

成果発表会等の指導を充実する。 

生徒が多くの企業や職種を研究

して、様々な業種を理解できるよう

に指導する。 

より多くの生徒に、企業における

就業体験をさせて、勤労観や職業観

を醸成させる。 

進路指導体制の充

実 

各学年に応じた進路指導や面接

指導を充実させる。就職先の情報

提供を工夫する。 

就職者の状況調査を行い、進路

指導に反映させる。 

学年や担任、学科と充分に連絡を

取りながら、より一層の効果が上が

るように準備や指導を行う。 

保健活動 

（保健部） 

健康管理 各健診、保健指導、保健だより

等を通して生徒の健康に対する意

識を高める。 

生徒が興味・関心を持つような支

援を行う。自ら健康的な生活習慣を

身につけ、自己の健康課題について

考える力を育む。 

学習環境の整備 校内美化を保つため、年間を通

じて清掃時間の確保を優先する。 

各区域で清掃指導及び道具の管

理を徹底する。 

やらされる清掃ではなく、自ら考

えて行動する姿勢を促す。規律ある

学校生活に美化意識・整理整頓が不

可欠であることを理解させる。 

学校安全の確保 各講習会の開催や集会の講話等

で、事故等の未然防止と発生後の

的確な対処の備えについて理解を

深める。 

できる限り、生徒が安全管理に適

宜参加することで、生徒ならではの

視点や協力により安全管理の取組

を充実させる。 

健康障害防止 

（保健部） 

職員の健康保持増

進 

日々の勤務状況や健診結果等に

おいて適切な措置がとれるよう、

組織的な整備を推進していく。 

安全衛生に対する研修等の充実

を図る。職員同士で健康把握ができ

るような職場を目指す。 

教育相談 

（保健部） 

教育相談の充実 学年会の資料を参考にして、悩

みや問題を抱えている生徒の状況

を把握する。 

学級担任と協力しながら、スク

ールカウンセラーとの面談につな

げるなどして、生徒を支援する。 

職員間での情報交換を密にし、最

善の対策を考える。必要に応じて、

スクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカー、特別支援教育に

関する専門機関にアドバイスを求

める 
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項目（担当） 重点目標 具体的方策 留意事項 

情報管理 

（情報管理・研修部） 

情報セキュリティ

の確保 

情報機器だけでなく身近にある

重要度の書類等の扱い、席を離れ

た時の取り扱い、校外への持ち出

し等、職員の意識の向上を行う。 

愛知県情報セキュリティポリ

シーを理解し遵守させるため、校

内研修等日々の勤務中から広報

していく。 

情報発信 本校ホームページ・ツイッタ・緊

急メールの発信を行う。 

掲載内容の精選とタイムリー

な情報発信（更新）を行い、価値

ある情報発信の場を構築する。 

職員研修 

（情報管理・研修部） 

職員研修 基本研修・現職研修などの校内

研修を充実させる。 

教員のスキルアップのために、

適切なタイミングでの校内研修

について検討する。 

資格指導 

（工務部） 

資格取得データの

管理・活用 

資格取得に関する情報を提供す

る。 

取得された資格の管理を行う。 

生徒や保護者のニーズに合っ

た資格情報の提供をする。 

資格取得データの管理と提供

の方法を整理する。分掌・学年の

意見を集約し、管理データを運用

する 

中・高連携 

（工務部） 

中学生体験入学の

充実 

中学生体験入学に参加した中学

生・保護者の要望や本校職員の意

見を踏まえて中学生体験入学を計

画し実施する。 

部活動体験については、実施時

期を以前の状態に戻し、在り方や

方法を検討し、実施に繋げる。 

工業のものづくりの楽しさを

伝えられる内容や方法について

検討する。 

本校の活気ある部活動を知っ

てもらう機会として考える。 

  

地域交流 

（工務部） 

地域に根ざした交

流の推進 

豊田市高等学校魅力発見フェス

タに参加し、地域との交流を図る。 

合わせて本校生徒の活躍の場を

提供する。 

工業高校の魅力を地域（小学

生・中学生・保護者・市民全般）

にアピールするために学校全体

の紹介や４学科の展示・実演・体

験の在り方や方法を検討し、実施

する。 

学校関係者評

価を実施する

主な評価項目 

・生徒の実態に合わせた適切な教科指導について 

・問題行動（いじめを含む）や遅刻指導といった生活指導について 

・学校行事への取り組みについて 

・部活動指導について 

・職員の健康障害防止について 
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令和元年度の学校評価 

ア 自己評価結果等 

 

 

 

本年度の 

重点目標 

「拓く力の育成」 
・「基礎力」、「課題解決力」、「コミュニケーション力」に立脚した、「論理的思考力」、

「人脈形成力」、「創造力」を身に付け、自己の未来を切り拓く力を育成する。 

・SPH事業の継続 

項目（担当） 重点目標 具体的方策 評価結果と課題 

学校運営 

（総務部） 

全職員の協力を得

た関係行事の運営 

 入学式・卒業式等の式典、Ｐ

ＴＡ総会、防災訓練等の各種行

事の細案及びマニュアルを作

成する。 

入学式、ＰＴＡ総会において、総務部

員、全教員の協力があり運営できた。 

防災活動の充実と

災害時の安全確保 

 防災活動の見直しを進め、防

災意識の向上を図る。 

大規模地震災害合同訓練では消防

署、自衛隊の協力で実施することがで

きた。今後は打ち合わせの回数を増や

し、連携を密に実施していきたい。 

学習環境の整備  生徒の健康的な学習活動の

ために、学習環境を整備する。 

ほぼ良好である。 

ＰＴＡ活動 

（総務部） 

保護者及び地域と

の連携 

 学校行事等へのＰＴＡの積

極的な参加を促し、保護者及び

地域との連携を図る。 

ＰＴＡの学校行事への参加が、意欲

的かつ協力的で持続している。この傾

向を維持していきたい。 

学校広報 

（総務部） 

広報活動の充実  広報誌の内容を検討し、広報

活動の充実を図る。 

今年度大きな変更はしていない。読

者の意見を調査して、少しずつ改善を

図っていきたい。 

学習指導 

（教務部） 

学力の向上  生徒が積極的に授業へ参加

できる授業展開を考え、主体的

に取り組む姿勢を身に付けさ

せる。 

 定期的且つ計画的に課題を

実施し、予習復習をする習慣を

身に付けさせる。 

 授業へ積極的に参加する生徒が多

く、各教科で工夫して授業が行われて

いた。主体的に取り組むことができた

生徒もいるようである。 

 課題は教科によってばらつきがある

ため、定期的且つ計画的に実施できる

ようにしていきたい。 

生徒指導 

（生徒指導部） 

基本的な生活習慣

の確立 

 着こなしと礼節ある元気な

挨拶を指導する。 

挨拶が少なくなったように感じる。来

年度は習慣づけをするために学校全体

で考えたい。 

交通安全意識の向

上 

 交通ルールやマナーを守ら

せるため、ホームルーム・全校

集会で指導する。 

年間で交通事故が３５件あった。大事

には至らなかったものの、救急搬送さ

れるものもあった。来年度はさらに強

化しなければいけない。 

授業規律の確立  チャイム着席の継続指導を

行う。 

 盗難防止を兼ねて、全職員で

毎授業時間、教室巡回を行う。 

 姿勢を正して授業に参加さ

せる。 

全教職員による教室巡回指導のおかげ

で授業への取り組みはおおむね良好で

ある。ただし、盗難らしき案件が数件あ

った。教室施錠、貴重品の管理について

は再度徹底していきたい。 

いじめ防止対策

の推進 

（生徒指導部） 

いじめの未然防止

に係る取組の充実 

 ホームルーム活動において、

いじめ防止をテーマとした活

動を行い、生徒がいじめ問題を

主体的に考える機会を設ける。 

 いじめアンケート、学年集会、全校

集会、人権講話等でいじめについて考

えさせることができた。今後はホーム

ルーム活動での取り組みを充実させて

いきたい。 

いじめの早期発見、

適切な事案対処 

 いじめの情報収集、事案対処

に係る学校いじめ防止対策組

織の役割を具体化し、教職員間

で共有するとともに、生徒や保

護者にも周知する。 

 いじめに関するアンケートの回数を

増やしたことにより、早期発見をする

ことができた事案があった。教職員間

での共有も十分にはかれていたと感じ

る。 
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項目（担当） 重点目標 具体的方策 評価結果と課題 

図書館活動 

（図書部） 

生徒の主体的な学

習と希望する進路

の実現に有益な図

書の整備 

 各教科の教員と連携し、生徒

が意欲的に学習に取り組める

図書や、社会人に必要な能力を

育成する図書等を充実させ、生

徒に紹介する。 

各教科の先生方からいただいたご要

望を基に、工業や科学技術に関する図

書を購入した。また、生徒が卒業後も

自ら学ぶ力を身に付けるために活用で

きる図書も購入することができた。 

図書館及び視聴覚

室の環境整備 

 図書館の学習情報センター

としての機能を充実させると

共に、視聴覚室の設備を改善

し、快適な学習環境の整備を目

指す。 

図書館教養講座の運営に関する活動

等を、図書委員主体で実施した。また、

図書委員のアンケートに基づく図書館

の環境整備も進んでいる。これを来年

度以降も継続して行っていきたい。 

図書委員会活動の

充実 

 図書館活動の活性化や図書

館の環境整備に向けて、図書委

員に主体的に活動させ、生徒の

視点からより良い図書館づく

りを行わせる。 

図書館教養講座の運営に関する活動

等を、図書委員主体で実施した。また、

図書委員のアンケートに基づく図書館

の環境整備も進んでいる。これを来年

度以降も継続して行っていきたい。 

進路指導 

（進路指導部） 

地域社会に望まれ

る人材の育成 

 企業・地域が求める人材を育

成するために、毎日の学校生活

を通して、基礎学力の向上と人

間性を育む。また、進路指導講

話や各種の進路情報の提供を

行う。 

１年生のうちから、全職員で学校生

活のあらゆる機会を通して進路指導を

行ってきた。民間企業への就職希望者

や進学者は、全員自分の希望する進路

先を決定できている。 

キャリア教育の充

実 

 １年生に対するキャリア教

育を充実させて、将来の進路選

択の意識付けを行う。 

 インターンシップとクラフ

トマンⅢに参加する２年生の

生徒数を増やす。 

本年度は、１年生に対し新入生学力

テスト、豊工プロキャリアスクールを、

全学年に高校生業界研究を実施した。 

インターンシップは、３２社の企業

に６０名の生徒が参加した。参加人数

は昨年度よりも１７名増加した。 

進路指導体制の充

実 

 各学年に応じた進路講話や

面接指導を充実させる。 

就職先の情報提供を工夫す

る。 

 就職者の状況調査を行い、進

路指導に反映させる。 

外部の講師を招いて就職希望者に対

し、面接やグループディスカッション

等の指導を行った。３年前に卒業した

生徒の就職状況調査を行い、離職率が

１３％という結果を得た。 

保健活動 

（保健部） 

健康管理  健康診断や季節に応じた「保

健だより」を通して、生徒の健

康に対する自覚を促す。 

保健指導を実施し、生徒自身が自己

の健康課題について考える機会となっ

た。 

学習環境の整備  清掃時間を必ず確保するよ

うにする。 

 道具の準備から片付けまで、

きちんと行えるよう指導する。 

 清掃時間の確保は最優先されたが、

全ての清掃区域で美化が保たれている

とは言えない。 

学校安全の確保  主に運動部の主将とマネー

ジャーを対象に熱中症予防講

演会を開く。 

 長期休業前の集会で安全に

留意するよう周知する。 

 生徒が参加する講習会を開催した。

事故等発生後の的確な対処の備えにつ

いて、学校全体で学ぶ機会となった。 

 スキルの向上、実践するマインドを

持つことが課題である。 

健康障害防止 

（保健部） 

職員の時間外労働

管理と保健指導 

 職員の在校時間を安全衛生

委員会で確認し、１ヶ月に８０

時間を超える者に対して面接

指導などを実施する。 

勤務状況や健診結果等において適切

な健康・面接指導等を勧奨した。安全

衛生委員会行事では日常生活で簡易に

できる身体の調整方法を知り、職場の

親睦を図ることができた。告知の時期

については課題とする 
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項目（担当） 重点目標 具体的方策 評価結果と課題 

教育相談 

（保健部） 

教育相談の充実  学年会の資料を参考にして、

悩みや問題を抱えている生徒

の状況を把握する。 

 学級担任と協力しながら、ス

クールカウンセラーとの面談

につなげるなどして、生徒を支

援する。 

学年会の資料から悩みや問題を抱え

ている生徒の状況を把握した上で、学

級担任・学年団・生徒指導部・養護教

諭と協力し、情報の収集や共有に努め

た。場合によってはスクールカウンセ

ラーや外部機関につなげ、生徒の支援

の一助とした。 

情報管理 

（情報管理・研修部） 

情報セキュリティ

の確保 

 職員個々の情報セキュリテ

ィ意識の向上を図る。 

パソコン更新で情報セキュリティの

意識を高めることができたが、今後は

さらに向上を図っていく。 

情報発信  学校ホームページの更新や

有用な情報メールの発信を行

う。 

多くの情報を更新することができ

た。今後も有用な情報を発信していく。 

職員研修 

（情報管理・研修部） 

校内研修  基本研修・現職研修などの校

内研修を充実させる。 

 

資格指導 

（工務部） 

資格取得データの

管理・活用 

 資格取得に関する情報を提

供する。 

 取得された資格の管理を行

う。 

取得した賞状について、卒業後も企

業によっては提出することがあるので

大切に保管することを、生徒に伝える

必要がある。 

中・高連携 

（工務部） 

中学生体験入学の

充実 

 中学生体験入学に参加した

中学生・保護者の要望や本校職

員の意見を踏まえて中学生体

験入学を計画し実施する。 

実施時期を変更した部活動

体験の在り方や方法を検討し、

実施に繋げる。 

体育館に集合しないで、スムーズに

実施できたので、来年度以降も工夫を

しながら実施していく必要がある。 

地域交流 

（工務部） 

地域に根ざした交

流の推進 

 豊田市高等学校魅力発見

フェスタに参加し、地域との交

流を図る。 

 合わせて本校生徒の活躍の

場を提供する。 

学校を知ってもらう事が出来た。 

生徒の良い発表の場になっている。 

課題研究成果発

表 

（工務部） 

課題研究成果発表

の整理・充実 

各科の課題発表会を実施す

る。 

 ４科合同の課題発表会を実

施する。 

今年度は、各学科とも解りやすく発

表ができ来ていた。 

総合評価 ・学習活動に取り組む生徒の雰囲気は落ち着いており、着実な成果を挙げることができている。

特に身だしなみ指導や遅刻等の状況からも規範意識は向上傾向といえる。基本的な生活習慣の

確立については、引き続き指導を行っていきたい。 

・新たな行事や取組が行われるなど、随所で職員による教育活動の改善や充実を目指した取組

が見られた。さらに発展、充実が期待される。 

・今後はさまざまな場面で自ら考え工夫する姿勢をもつ人材の育成が求められている。学校に

おいてどう実現していくか、継続して検討していかなければならない。 
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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 

学習指導における授業改善の推進 

生活指導における生活習慣の定着指導 

学校と家庭との連携 

自己評価結果について ・遅刻をする生徒や成績不振者の数が少なくなってきた。生活指導・学習指導の

さらなる充実に努めていきたい。 

・自転車に関する交通事故が発生している。交通安全指導を強化して交通事故ゼ

ロを目指したい。 

・地域企業を中心とした製造業への進路は堅調である。生徒は希望する業種、職

種を選択できた。引き続き資格取得などの実力養成に努め、生徒に社会で働いて

いくための生きる力を身に付けさせたい。 

・学校行事において生徒が主体的に取り組む雰囲気づくりの成果が出てきてい

る。今後も生徒会活動を中心として、生徒が満足感や達成感を抱けるような活動

ができるよう支援していきたい。 

今後の改善方策について ・生徒自らが主体的に取り組める授業づくりにどう取り組んでいったらよいか、

引き続き考える必要がある。 

・コミュニケーション能力の向上を図る指導や活動機会を積極的に推進する。 

・学校の情報発信を積極的に行い、地域社会・家庭・学校の連携を密にし、教育

活動を推進する。 

その他（学校関係者評価委員か

ら出された主な意見、要望） 

・年々、生徒一人一人に応じた指導がなされている。 

・生徒が希望をもって学校生活を送ることができている。 

・地区として、生徒の安全安心確保に協力したい。 

・地域との関係がさらに良好になる活動があれば提案して欲しい。 

・資格を取得することで、もっているスキルの判断材料だけでなく、部署配属の

参考となる。 

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５名（PTA 会長を含む） 

・評価時期･･･１月中旬 


