(別紙様式)

平成２６年度

学 校 評 価 シ ー ト

学校名：和歌山県立紀北工業高等学校

学校長名：樫

葉

直

目指す学校像
・教科の学習および特別教育活動等の適切な指導により個人の能力を充分伸長させ、
・
勤労愛好と協同一致の精神を育成し、かつ、礼儀と責任を重んずる気風を養成する。
育てたい生徒像 ・技術人として肝要な合理的、科学的、創造的精神を養い、規律を重んじ、質実剛健
有能で誠実な産業人を育成する。
本年度の重点目標

１ 学力の向上に向けて、授業の充実、主体的な学習習慣の育成を図る。

Ａ

十分に達成した

（８０％以上）

Ｂ

概ね達成した

（６０％以上）

Ｃ

あまり十分でない（４０％以上）

Ｄ

不十分である

学校評価の結果と改善方策の公表の方法

達

(学校の課題に即
２ 基本的生活習慣を身につけさせ、挨拶ができるようにする。
し、精選した上
で、具体的かつ
３工業高校として、 魅力と特色ある学校づくりを推進する。
明確に記入する）
４ 地域の企業等との連携を密にして産業を支える人材を育成する。
（注）１
４

重点目標は３～４つ程度設定し、それらに対応した評価項目を設定する。
年度評価は、年度末（３月）に実施した結果を記載する。
自
重

点

番号

現状と課題

評価項目

重
点

入学時に目的意識の希薄
な生徒もいるので学習に
対する意欲差が大きい。
基礎学力が不足してい
る生徒や学習に対して主
体的に取り組む姿勢が欠
けている生徒が増えてい
る。工業の専門的な知識
の習 得や 資格 取得をして
いく 上で 、基 礎学力の向
上が望まれる。

教員が授業研究を
積極的に行い、生
徒の主体的な学習
を促す授業改善へ
の取組が十分に行
われているか。
Brush-upTime( 基
礎学習)がスムーズ
に実施されている
か。

２

基本的な生活習慣が確立
していない生徒、高校生
として自主自律的精神が
欠如している生徒がみら
れる。

３

４

目
標
１

目

己

度

２
５

（４０％未満）

番号欄には、重点目標の番号を記入する。
３ 評価項目に対応した具体的取組と評価指標を設定する。
学校関係者評価は、自己評価の結果を踏まえて評価を行う。
評

価

標
具体的取組

本校のホームページで公開する。

成

学

年
評価指標

度

評

評価項目の達成状況

価（

３月２日現在）
達成度

校

関

係

者

評

平成２７年１月２２日

価

実施

次年度への課題と改善方策

学校関係者からの意見・要望・評価等

授業規律の定着
家庭学習習慣の定着

授業開始時の教科書・ノー
授業規律定着については、
トの準備率 95 ％以上
教職員が連携を深め取り組み、
宿題の提出率 95 ％以上
大半の授業は落ち着いて取り
組めている。もう少し徹底し
研究授業や公開授業の実施
研究授業または公開授業を たい。
Ｂ
教職員一人一回の実施
Brush-upTime( 基 礎 学 習 ) を
年間を通じて実施することが
生徒による授業評価の効率的 生徒による授業評価を実施 できたが、効果を検証するに
な活用
し、授業の改善・検証の会 至らなかった。
議を実施
研究授業については 2 割程
Brush-upTime( 基 礎 学 習 ) の 学力(調査)テストの向上
度に止まった。
実施

授業アンケート等も活用し
授業規律の定着を徹底して行
う。
Brush-upTime(基礎学習)の
学力(調査)テストを実行し、
より良い改善を行う。
研究授業・公開授業の回数
を増やす。
家庭学習の定着を目指す。

基本的生活習慣の
確立を計るととも
に、コミュニケー
ション能力の育成
に努めているか。

元気よく挨拶ができるように 全職員からの積極的な声が
教職員が校門等の指導にあ
指導する
け 100 ％実施
たり、積極的に声かけを行い
挨拶をする生徒が増え、生徒
職員全員による登校指導及び 遅刻生徒数の前年比 10 ％ とのコミュニケーションも深 Ａ
校内巡視
の減少
まっている。また、徹底した
頭髪服装指導や基本的生活習
毎月はじめの服装・頭髪指導 生徒指導件数の前年比 10 慣の指導を行い、問題行動も
の徹底
％の減少
減少し、校内は非常に落ち着
いている。

教職員全員による登校指導
や声かけ等を継続し、基本的
生活習慣の確立やコミュニケ
ーション能力の育成に努め、
生徒の意識の向上を図る。
危機管理意識が低くなって
いるように感じる。現状に甘
えず、徹底する必要がある。

本校の工業教育の成果を
広く発信していく。
実験・実習では、匠の
技能や新しい技術の習得、
ものづくりの楽しさを深
めていく。
安全教育を推進する。

地域社会に貢献で
きるものづくりの
人材育成や保護者
の信頼に応えてい
るか。
安全教育に努め
ているか。

ものづくりを中心とした教員 夏季研修等を利用した技術
地域企業技術者による講習
研修の充実
講習会や、事業所での研修 を多く取り入れ、難度の高い
地域企業技術者による講習
への参加
資格を多くの生徒に取得させ
地域企業技術者の招聘
ることができた。
Ｂ
本校教育の特色を様々な機
資格取得の指導をとおしての 資格取得率の前年比 10 ％ 会を通じて広報することが出
専門的な知識の習得
の増加
来た。
実習・実験前の安全教育、 事故・怪我等件数０
安全教育は徹底して行うこ
事故防止事前チェック
とができた。

教職員が協力して資格の取
得に向けて指導を行う。その
ために夏季研修等を利用して
技術講習等への積極的な参加
を促進する。
本校教育の特色を様々な機
会を通じて広報する。
安全教育を引き続き徹底し
て行う。

キャリア教育を計画的、
体系的に行い、望ましい
勤労観・職業観や社会性
を育成していく。

進路を自らが選ぶ能
力の育成や職業に就
いて働くことへの理
解をさせ、望ましい
勤労観・職業観を育
成しているか。

個人面談・進路ガイダンスの 就職内定率 100 ％を確保
実施
応募前職場見学希望生徒
100 ％
校友会や関係機関との連携を 工場実習、職場見学の実施
深める。
公立大学進学者数の増大
「わかやま産業を支える人 生徒、保護者、企業等と連
づくりプロジェクト」を積極 携を深めながら計画的に行
的に推進する。
う。
「わかやま産業を支える
インターンシップの実施
人づくりプロジェクト」の
推進。

企業と学校が更に連携を深
め、生徒の意識を高めるとと
もに、地域産業に役立つ人材
の育成を行っていく。
引き続き充実したインター
ンシップを行う。
更なるキャリア教育の充実
を図る。

○マンスリータイムズを拝見しました。生徒が
それぞれの分野で活躍されていること、大変素
晴らしいことと思いました。スポーツの分野で
もそうですが、工業高校としてその特性を活か
した取り組みが充実していることに感銘を受け
ました。
○本校卒業生の就職後の状況等アンケートを取
れれば、在校生の就職活動に役立てることがで
きるのではと思います。
○就職率１００％に重きを置き過ぎ、就職先の
内容にまで踏み込まれていないのでは？との思
いがあります。高校生では、本当の意味で企業
を選択する知識は不足しており先生方の助言が
大きく左右すると思います。先生方におかれま
しては、労働条件を精査され助言される事をお
願いします。
○朝の挨拶ができる生徒さんが増えてきていま
す。非常に良いことだと思います。
○工業高校なので、社会に出る時にその場に対
応できるような人間を育てていただきたいです。
○先生間でのコミュニケーション不足なのか、
先生によって指導が異なり子供が困惑している。
○充実した学校生活を送れており、嬉しく思い
ます。工業高校としての特色や活動内容をもっ
と積極的に地域に活かし、アピールできる機会
があれば良いと思います。
○女子生徒の増加をふまえて、女子の就職先が
増えて欲しい。看護、介護職を目指す生徒への
情報発信もお願いしたい。
○保護者が学校へ伺い子供たちの学校生活を見
ることができる行事もあり、３年になると進路
につき、いち早く相談できる良い学校だと思い
ます。
○補習等実施していただけると有難く思います。
○将来社会に出て役立つと思われる資格等を積
極的に取得するように働きかけてください。
○生徒もいつもあいさつもきちんと出来、社会
人として必要なコミュニケーション能力は高い
と感じました。
○文化祭を見て、地域の方が興味を持つ様な展
示物等が少なく残念に思いました。

充実したインターンシップ
を行えた。
進路に関する個人面談やガ
イダンスは十分に行うことが Ａ
出来た。その中でキャリア教
育も十分に行うことが出来た。
就職については、就職率１
００％を達成できた。
わかやま産業を支える人づ
くりプロジェクト」を積極的
に推進できた。

