
(様式１)

平成30年度 京都府立工業高等学校 学校経営計画(スクールマネジメントプラン)実施段階

学校経営方針(中期経営目標) 29年度の成果と課題 学校経営の重点(短期経営目標)

１ 本校「校訓」と「教育目標」を根幹 １ 成果 １ 学力向上

とし、高度技術化社会・国際化時代に (1) 生徒は座学・実習共に整然と取り組めており、ブラッシュアップタイ (1) 技術・技能の基盤となる理数系科目及び語学系科目の基礎力を向上させる。

対応した工業教育を推進し、国家及び ム（７限）と併せ、学力向上及び成績不振生徒の減少、資格取得・技能 (2) 生徒一人一人の学力実態を把握し、「わかる授業」、「実力がつく授業｣を目指した授業改

社会の有為な形成者としての人間を育 検定合格に繋がった。その結果、教育長表彰生徒数は156名（89％）、ま 善を行い、生徒の学習意欲を高める。

成する。 た、難関資格取得者数も過去最高となった。 (3) 各種資格試験、検定試験等の講習会等を効果的に行い合格者数及び合格率を向上させる。

(1) 学習指導の充実による学力の向上と (2) 就職における一次内定率は95％であり、10月には100％に達した。進 (4) 各種コンテストや模擬試験等への参加を促し、生徒の学力分析を行い課題や目標を明確

進路を切り拓く指導を推進する。 学については、第一志望での合格率が全体で前年度より５％上昇した。 にさせる。

(2) 自他の生命や人権を尊重し、健康で また、援護制度の広報や活用者への説明、手続きを適切に行い、家庭 (5) 茶道、着付け教室等、文化的な取組の充実を図り生徒の感性を高める。

安全な生活を営む態度を育成するなど の経済状況を支援することにより、進路保障に努めた。

豊かな心を育む指導を推進する。 (3) 生徒指導全般をとおして、昨年度と比較しても大きく変化することな ２ 進路保障

(3) 国際化、高度情報化、技術革新に対 く一年を終えることができた。 (1) 進展する産業技術に対応できる力を身に付け、早期の就職内定率100%を実現する。特に

応した教育など社会の変化に対応する しかし、ボランティア活動については、昨年よりも活動数・活動人数 工業の専門科目に加え普通科目、コミュニケーション能力、ビジネスマナーを向上させ、

指導を推進する。 ともに減少した。生徒会活動の活性化を含めて来年度以降の課題である。 実社会で求められる資質能力の向上を図り、個の進路を保障する。

教育相談については、定例化した会議の中で生徒の状況を共有できた。 (2) 産業構造や企業の採用動向の変化に伴い、新たな技術・技能を習得するための環境を整

２ 小中学校及び大学､保護者､地域社会 (4) 「ものづくり」への真摯な取組が、ロボット大会・エコデンレースで える。

及び関係機関との連携を強化し特色あ の成果や地域連携・校種間連携による各種事業の成功に繋がった。 (3) 全学年をとおして具体的な進路学習を充実させ、インターンシップ受入れ地域との連携

る教育活動を展開することにより開か (5) 次年度からの学科改編について、生徒募集に係る各種取組を工夫した を強化し、実社会を見据えた進路選択能力や目標達成への実行力の向上を図る。

れた学校づくりを推進する｡ が、新学科名の決定が８月末となり、十分な周知が図れず志願者数に影 (4) 就職については、企業等に対して本校生徒の評価を高められるような取組を増やすとと

(1) 資格･技術･技能･コミュニケーショ 響した。今後、各学科の教育内容や目指す進路等をわかりやすく提供し、 もに、女子生徒の求人開拓を進める。

ン能力等を備えた人材を育成する。 周知を図ることが次年度の課題である。 (5) 進学については、適切な情報提供を行い、的確な目標設定と効果的な学習によって志望

(2) 高度な研究開発を行うための確かな 校への合格率を向上させる。

基礎学力を備えた人材を育成する。 ３ 課題

(3) 希望進路が実現できる、魅力ある選 (1) 昨年度と同様、「生徒の健全な成長」と「地域に根ざした学校づくり」 ４ 生徒指導の充実

ばれる工業高校への改善を常に行うと をめざし、一人でも多く「ものづくり」に興味を持った生徒の育成を目 (1) 社会的マナーや規範意識を高め、いじめ等の問題行動の防止に努める。

ともに、成果については積極的に情報 指さなければならない。 (2) 自他の生命や人権を尊重する精神を涵養し、安全な学校生活を保障する。

を発信する。 また、就職環境は回復傾向にあるものの、以前と異なる厳しさも見ら (3) 部活動や生徒会活動、ボランティア活動を充実させ、健康な身体、豊かな心を育む。

れることから、基礎学力を向上させ、コミュニケーション能力や変化に

しなやかに対応できる能力を身に付けさせる必要がある。 ５ 特色ある教育及び広報活動の推進

(2) 今年度からの学科改編について、生徒募集に係る各種取組を工夫した (1) 学科改編元年として、各学科の教育内容の充実を図る。

が、新学科名の決定が８月末となり、十分な周知が図れず、学科によっ (2) 「おもしろまじめ」を本校のアピールポイントとし、わくわくすること、どきどきする

て志願者数に予想外のばらつきがでるなど影響した。今後、各学科の教 ことを、本気で誠実かつ謙虚に、バランス良く実行できる生徒を育成する。

育内容や目指す進路等をわかりやすく提供し、周知を図ることが課題で (3) 小・中学生を対象とした出前授業を積極的に実施し、特色ある取組を紹介するとともに、

ある。 ものづくりの楽しさと本校の楽しさを広報し、目的意識を持った生徒の募集に努める。

(3) 安定した生徒募集を実現するため、適切な機会を捉えて情報発信する (4) Webページや各種広報紙等の訴求力を高め、教育活動の最新ニュースを積極的に外部へ

とともに、昨年度以上の成果（資格取得者数、技能検定合格者数、国公 発信する。

立大学等合格者数）を目指したより高度な組織的・計画的な教育活動の (5) 本校の特色である、技術や技能を生かしたボランティア活動を積極的に推進し地域社会

展開が課題である。 に貢献する。



評価領域 重点目標(取組の重点課題) 具体的方策 評価 成果と課題

学力向上 学習意欲の向上 技能・技術の基盤となる理数系・語学系科目の基礎力向上及びコミュニケーション能力 Ａ 生徒は全体として落ち着いた学校生活が送れており、検定試験や資格取

の育成に取り組む。 Ｂ 得試験においては、難関国家資格にも合格するなど、多くの生徒が合格す

客観的な学力分析に基づき、課題や目標を明確にして改善策を講じ、個に応じたきめ細 Ａ ることができた。

かい指導に取り組む。 Ｂ 学習指導については、学科と学年部が連携するための会議（学科会議）

「わかる」・「実力がつく」授業への改善に向け各教科で研究する。 Ｂ を授業時間中に設定し、課題を整理するとともに、学力分析に基づいた個

複数化した芸術科目の充実と、茶道、華道、着付け教室等の放課後活動とともに、文化 Ｂ に応じた指導に取り組んだ。また、各学年で必要な学力保証や進路指導を

的な取組を更に活性化させる。 検討することにより、学科と学年部及び進路指導部が一体となった指導に

授業改善 公開授業・研究授業に積極的に参加し、指導力向上や指導方法の改善に努める。 Ｃ Ｂ 取り組んだ。

基礎学力を向上させるための講習等を実施し、成績不振者を更に減少させる。 Ｂ 授業改善の一助として、公開授業や授業参観の機会を設けたが、目標と

資格取得 授業や効果的な講習を充実させ、国家検定合格者、国家資格取得者及び教育長表彰者数 Ａ Ａ していた参加者には及ばなかった。次年度は、より多くの教員を参加させ、

の更なる増加を目指す。 授業の質の向上につなげたい。

進路保障 的確な指導 あらゆる機会を捉えて実社会で求められている資質能力を向上させ、民間企業内定率の Ｂ Ｃ 就職おいては、求人件数は1100件を超え（昨年から150件増）、１次選考

年内100％を達成する。 でほぼ全員が希望の事業所を受験することができたが、不採用生徒の割合

適切な情報提供を行い、的確な目標設定と効果的な学習を指導・推進し、進学希望者を Ｃ Ｂ が10％となり、２次以降も不調者があった。次年度は生徒の適正等を的確

増加させるとともに、国公立大学に20名以上合格させる。 に判断した指導を図りたい。

就修学保障の強化 工業科の専門性と進路保障について各学科で具体策を検討し、新たな技術・技能を習得 Ａ Ａ 進学においては、計画的・継続的な学習指導を行い、各種推薦制度（Ａ

するための環境作りに努める。 Ｏ、専門学科推薦、一般推薦）を活用することにより、多数の生徒が第１

雇用状況の改善の中、専門性を活かした企業等へ本校生徒の取組を積極的にＰＲする。 Ａ 希望で合格した。

進路選択能力の育成 インターンシップ受入地域との連携を強化することにより、多様な進路を主体的に選択 Ａ Ａ 就職・進学を問わず、基礎学力の不足が否めないことから、指導を一層

できる力を身に付けさせる。 充実させたい。

早い段階から進路先の調査研究ができるよう、多様で正確な進路情報を適切に整理し、 Ａ 進学や就職する際に活用する書類や、面接時の質問を教材として取り上

生徒・保護者に提供する。 げ、バランスのとれた人権感覚の育成を図った。

生徒指導 安心・安全な学習環境 登下校、授業、課外活動等、すべての取組をとおして安全管理を徹底し、安全教育を具 Ｂ 今年度の生徒指導においては、人間関係の構築に関する指導が特徴的で

の整備 体的に計画し推進する。 Ｂ あった。今後、卒業後にも求められるコミュニケーション能力の育成や生

防火・防災に係る効果的な教職員研修の内容を検討し実施する。 Ａ き方・あり方を含め指導していきたい。

本校「いじめ防止基本方針」に基づき、いじめに関するアンケート調査の結果等により Ａ いじめに等の防止・解消については、教職員研修を実施するとともに、

生徒の状況を把握・分析し、校内で共有する機会（校内研修の実施、職員会議毎の報告） Ｂ 生徒のアンケート結果から、指導・改善に努めたが、個々の生徒の価値観

を設け、いじめ等の防止・解消に努める。 が影響する事案もあり指導困難な事例もあった。今後、生徒理解を積極的

健康で心豊かな生徒の 日常の学級経営、授業運営を通じて、「悪いことは悪い」、「些細なことでも人として許 Ｂ に推進し、効果的な指導につなげたい。

育成 されないことがある｣など、正義・公正・公平等の意識や態度を育てる。 ボランティア活動については、悪天候も影響し実施回数・参加人数が昨

ボランティアバンクへの登録を促す取組を充実させ、ボランティア活動を活発にする。 Ｂ Ｂ 年度を下回った。ボランティア活動は、協同や協働により人として望まし

放課後活動「ブラッシュアップタイム」を教育課程に準ずる取扱いとし、生徒を活発に Ａ い精神の育成につながることから、次年度は企画を工夫し参加希望生徒の

活動（部活動、資格取得）させることにより、知識や技能に裏付けられた自信や誇りを涵 増加につなげたい。

養する。 教育相談会議は各月に１回開催し、生徒の情報を共有するとともに、不

スクールカウンセラーを活用したカウンセリングを充実させるとともに、教育相談機能 Ａ 登校傾向にある生徒については、課題を整理するとともに、スクールカウ

を強化する。 ンセラーや関係機関と連携し対応している。

特色ある教 特色ある取組の実施 「おもしろまじめ」を誠実かつ謙虚にバランス良く実行できる生徒を育成するよう、各 Ａ 高校生ものづくりコンテスト全国大会機械系旋盤作業部門やWRO JAPAN

育の推進 種取組を推進する。 Ａ Ａ 決勝大会 Maker Faire Tokyo 2018等の全国大会に出場、また、若年者も

安全管理・安全教育を充実させ、実習中・課外活動中の事故を「０」にする。 Ａ のづくり競技大会京都府大会で優勝（近畿大会出場）することができ､質

技術系部活動の活性化を図り、ロボット大会や各種コンテストに応募し、全国大会に出 Ａ の高い専門教育の成果であると捉えている。

場させる。 安全管理と安全教育を徹底し、実習や課外活動における大きな事故はな

本校の特色を活かしたボランティア活動を推進し、技術・技能を活かした社会貢献に取り組む。Ａ かった。次年度も「事故０」を継続するため、より一層取組を強化したい。



生徒募集 認知度と好感度の向上 小学生・中学生が「わくわく」するような取組(学校見学・出前授業等)を実施し、本校 Ａ Ａ 小中学校への出前授業や、ものづくりの技術を生かした校具の作成・修

に対する興味・関心を高める。 繕を実施することにより、本校の教育活動に理解を深めてもらった。また、

地域行事等への積極的な参加を推進し、地域に貢献させることにより、認知度と好感度 Ａ 地域行事では、本校で作成した遊具やゲーム等を活用し、地域の子どもた

を高める。 Ｂ ちに「ものづくり」の魅力を伝えることができた。

学校教育活動の積極的 学科改編に係る教育内容について周知徹底を図るため、学校説明会・体験学習・進学相 Ａ 中学生とその保護者への学校説明会等の取組では、昨年度の反省から時

広報 談会等の内容を充実させる。 期を検討するとともに、中学校教員向けの説明会を実施するなど、内容を

新しいＷＥＢページの特徴を生かし、「おもしろまじめ｣な工業高校の取組を多くの方に Ｂ 精査して取り組んだ。また、未来ステージを７回発行し、中学生とその保

発信するとともに、中学生が「わくわく・どきどき」するような「スクールガイド」の作 Ｂ 護者に学校の様子を発信した。しかし、本校に対する興味や関心は示して

成と、特徴的な活躍や進路情報を掲載したスタイリッシュな「未来ステージ（学校だより）」 いただいたが、目標とした生徒募集には１歩及ばなかった。次年度は学科

の発行により、工業高校の教育内容について理解を深めてもらう。 改編の趣旨を広く周知させ、全ての学科において募集定員を超える志願者

中学校の進路指導担当者や３年生担任の進路指導をサポートする取組を実施する。 Ａ を獲得したい。

学校関係者評価委員会による評価 １ 学習指導について

・ 学科改編に伴い、丁寧に説明をしてもらいたい。中学生は工業に入学できたらこんなことができるというのが魅力となっている。工業で学んだことを生かして、工業界

のみならず、様々な分野でしなやかに生きていける生徒の育成を希望する。。

・ 新聞掲載記事や評議員会資料から、個々の生徒に合わせた取組がなされ、非常に難しい資格についても積極的に取り組まれ、学力の向上につながっていると思う。これ

からも一部の生徒だけでなく、一人でも多くの生徒がいろいろな資格が取得できるように指導してもらいたい。

２ 生徒指導について

・ 毎日、工業校生の通学状況を見ているが、最近は近所の生徒が挨拶をしてくれるようになり、マナーは向上していると思う。しかし、、挨拶は一部の生徒（特に部活動

生徒）についてはできていると思うが、全生徒に徹底できるよう更なる指導を願う。

・ 生徒の安全・安心のため、通学路を含めて環境整備を怠らないようにしてもらいたい。

３ 進路指導について

・ 長田野工業団地の工場でも、高校卒業生の求人では、即戦力を求めるということではなく、入ってからしっかり育てるという方針で、コミュニケーション能力などの基

本がしっかりしていればよいと企業から聞いている。しかし、工業高校に求人票を送っても、なかなか応募してもらえないという意見をよく聞く。限られた生徒数や希望

等により、致し方ないと思うが、今後改善できる策があればと思う。

・ 進学をする生徒も多くいるが、長田野工業団地等の地元に残ってほしい。将来は地元に帰ってきて、地元から評価を得てほしい。

・ 京都工芸繊維大学が福知山に開校したこともあり、工業科枠を設け本校生徒を採ってほしいものである。

４ その他

・ クーラーの設置要望に基づき音楽室に設置されたとのことであるが、少しでも改善されたことについては知らせていってはどうか。要望事項への対応を保護者に知らせ

ることで、学校との一体感を持ってもらうことができる。

・ 地元企業との連携が積極的にできていると思う。特にインターンシップフォーラムでの企業からの講師を招聘した講演会が評価できる。今後、企業や関係機関（自治体

を含む）との連携を一層強化し、工業高校のピーアールを推し進め、教育活動に反映できるようにしてもらいたい。

・ 課題研究発表大会について、各学科、いづれも年々内容が深化しており感心している。昨年度から京都工芸繊維大学の先生に審査委員をお願いしているが、専門的な見

地から講評をお世話になれるので、今後も継続されたらと思う。

・ 「ものづくり」の高校として、他に「芸術」にも力を入れてはどうか。美術・工芸品等の作品を作りアピールする。

・ すばらしい学校にしていただき感謝している。同窓会としてもしっかり応援していく。

・ 工業高校の事務職の方々の接遇がとても良いと思う。知り合いの学校関係者に話し、他校に普及させたい。

・ インターネット等の普及により、国内外の情報を即座に得ることができる時代である。資格の取得や学力の向上に、是非生かしてほしい。

・ 新聞等で学校の活躍を取り上げていただくと生徒の励みにもなる。また、玄関付近の懸垂幕等が多く設置されていると学校のＰＲに繋がるとともに、勢いを感じる。

次年度に向けた改善の方向性 近年、景気の回復によって本校への企業等からの求人件数は右肩上がりで増加してきており、就職を希望する生徒にとっては学習意欲も高まり良い傾向にある。また、ここ

数年の入学者は、知名度の高い優良企業からの求人も多いことから、就職を希望する生徒が増加している。しかし、景気の回復は、職業学科を志望する生徒の減少につながる

傾向があり、年度によっては募集定員に対して志願者数が満たない学科もある。昨今の就職状況から、学科によっては関連する就職先の求人が、高校生から大学生（修士・博

士課程を含む）に変わってきていることから、平成31年度入学生から教育課程の改編を実施し、ものづくりに係る専門性を生かした進学者の育成に取り組むこととした。今後、

地元の企業に就職し、ものづくりの最先端で活躍できる質の高い生徒の育成に軸足を据えつつも、中学生やその保護者に対して、学科改編の趣旨（進学コースの充実・改編）

を理解していただけるように積極的な広報活動を推進し、より高度な知識と技能を身に付け、進学先から地元に戻りリーダーとして活躍できる人材の育成に努めていく。


