
(様式１)

令和３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) ３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 学力向上の取組

とし、高度技術化社会・国際化時代に (1) 全体としては、落ち着いた学校生活を送ることができており、ブラッシュアップタイ (1) society5.0時代に役立つ知識・技術・技能を獲得させる。

対応した工業教育を推進し、国家及び ムを活用して学力向上、資格取得促進・検定合格に繋げられた。今年度、第三種電気主 (2) 学び方に着目した「わかる授業」づくりに取り組む。

社会の有為な形成者としての人間を育 任技術者試験（電験三種）に４年振りに合格した。 (3) 資格・検定合格等を通して、こまめな達成感と自信を持たせる。

成する。 (2) 学習指導については、学習用ツールを使用して、課題配信やアンケート実施など生徒 (4) 効果的なＩＣＴ活用により、個に応じた「学びの最適化」を図る。

(1) 学習指導の充実による学力の向上と 個々の学習状況を把握することで個に応じた指導ができた。

進路を切り拓く指導を推進する。 (3) 就職については、引き続くコロナ禍においても1100件を越える求人があり、一次内定

(2) 自他の生命や人権を尊重し、健康で 率97％で、いずれも昨年度を上回る数値となった。年度末には内定率100％になる見込 ２ キャリア教育の充実

安全な生活を営む態度を育成するなど みである。特に進学については、学科、学年部及び進路指導部が一体となって指導を行 (1) 自己の能力や適性、就きたい仕事など、自らの将来を考える機会を増やす。

豊かな心を育む指導を推進する。 い、総合型・学校推薦型の選抜で、国公立大学に８名が合格した。内一人は教育系学部 (2) 企業や大学等との連携を深め、さらに効果的な職業教育の在り方を工夫・開発する。

(3) 国際化、高度情報化、技術革新に対 への合格であった。 (3) 時代に即した「３年間のキャリア学習計画」を新たに策定、明示する。

応した教育など社会の変化に対応する (4) 安全管理と安全教育の徹底を図り、実習や課外活動における大きな事故はなかった。 (4) 組織的な進学指導体制を構築する。

指導を推進する。 また、登下校時の交通安全についても地域からの苦情も少なく一定の成果が得られた。 （5）ものづくり人材の育成のため、さまざまな異年齢交流行事を計画、実施する。

(5) 感染拡大防止のため、検温・マスク着用の指導を工夫したほか、実習機器の消毒など

２ 小中学校及び大学､保護者､地域社会 を効率的に行う対策班を昨年度に引き続き組織し、校内での感染はなかった。また、府

及び関係機関との連携を強化し、特色 教委「スクールサポートスタッフ」事業を活用、教職員の負担軽減を図った。 ３ 安心・安全の学校

ある教育活動を展開することにより開 (6) 各種大会・コンテストでは、コロナ禍で実践練習が不足する中、京都府ロボット競技 (1) マナーや規範意識を高め、いじめ等の問題行動を防止する。

かれた学校づくりを推進する｡ 大会での優勝、WROでの全国優勝など大きな成果を上げた。また、高校生ものづくり大 (2) 人権を尊重し、安心・安全な学校生活を保障する。

(1) コミュニティスクール（学校運営協 会では、旋盤部門で京都府大会で優勝、電気工事部門で近畿準優勝となった。 (3) 部活動を活性化させ、心身ともに健全な生徒の育成をめざす。

議会）制度を生かし、目標やビジョン (7) 本校の特色を活かしたものづくり体験ボランティアを実施、地域から好評を得た。ま (4) あらゆる教育活動を通して、いのちを守る教育の充実・徹底を図る。

を、保護者や地域社会と共有する。 た、プログラミング教育では近隣小・中学校との交流行事を行った。さらには、地域の

(2) 企業・大学等との連携を深め、広く 企業の業務改善につながるシステムを開発するなど、インターンシップだけでなく地域

社会に貢献できる人材を育成する。 連携も活発に行うことができた。 ４ 魅力ある学科づくり

(3) 心身ともに健全な生徒を育てるため、２ 課題 (1) 生徒・教職員が一体となり「おもしろまじめ」な学校生活を共に創り上げる。

学校のプラットフォーム機能を拡充さ (1) 「わかる授業」・「実力がつく授業」づくりのため、引き続き授業改善が必要であり、 (2) AI・IoT・ロボット時代の到来に向け、教育内容のさらなる充実を図る。

せ、関係諸機関との連携強化を図る。 タブレット端末の活用方法につい ても研究を進めたい。また、ブラッシュアップタイ (3) SDGs(持続可能な開発目標)実現のための教育活動を心掛ける。

(4) 特色ある教育活動を工夫し、その成 ムの有効活用をさらに工夫したい。 (4) 学校の魅力をわかりやすく地域にアピールするため、学科ごとのコンセプトやその

果を積極的に情報発信することで「選 (2) 就職は、コロナ禍でも1100件を超える求人件数を確保できた。一方、進学については 違いを明確化させる。

ばれる工業高校」をめざす。 行きたい大学へ進学できるよう、キャリア教育と共に対策を講じる必要がある。 (5) 紹介動画の制作・発信を強化し、目的意識を持った生徒の募集に努める。

(3) 年度末に感染者が増加し、引き続き感染拡大の防止を図るとともに、人権意識を向上

させる必要がある。また、交通安全教育、いじめの防止・解消など、いのちを守る教育

については、さらなる充実と徹底が求められる。

(4) 令和４年度選抜では４学科が定員を下回った。中学生の体験活動が難しい中での広報

活動についてさらに工夫し、生徒募集に努めたい。



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

society5.0時代の GIGAスクール構想の実現に向けて、校内ネットワークやタブレット端末等を活用した授業やHR活動を実践する。 Ａ Ａ ・校内ネットワークを活用した遠隔講義

学力向上 知識・技術・技能獲得 授業においては、BYODを見通して、各学期期間中に各教科において一度はデジタル教材を活用したICT授業を実践する。 Ａ や講演会を実施し、タブレット端末を活

「わかる授業」づくり 習熟度別授業や少人数制授業、放課後の個別補習などを実施し、個の特性や力量に応じた指導を実践する。 Ａ Ａ 用した授業形態を実践する教員が増え

資格・検定合格、 資格・検定を取得する意義を生徒に伝え、チャレンジする生徒が学習しやすい環境（講習等）を整える。 Ａ Ａ た。

こまめな達成感と自信 普通科系の検定においては放課後の講習を充実させ、工業科系の資格・検定においては、授業の中でも内容を取り扱う Ａ Ａ ・個の特性や力量に対応するための講座

ことで合格する力と、それを活用できる力を身に付けさせる。 を編成し、授業を実践することができた。

効果的なＩＣＴ活用 教室プロジェクタやタブレット端末を活用した視覚的教材による授業を実践し、個に応じた最適な授業を実践する。 Ｂ Ｂ ・来年度からのBYODに向けて、タブレッ

ト端末を利用したICT授業を行うための

更なる授業力の向上が課題である。

能力や適性、仕事、自 ホームルーム等でワークシートを使って自己理解や適性の把握、自己肯定感の育成を図り、キャリア発達を促す。 Ｂ Ａ ・３年間の進路計画に基づいて職員全体

キャリア らの将来を考える機会 学校の教育活動全体を通じ、生徒自身の「自己決定力」を高めさせる指導を行う。 Ａ での進路指導を行うことができた。

教育の充実 企業・大学連携と インターンシップや企業・大学等の見学、説明会の実施機会を充実させ、個々に適した進路先が見つけられるようにす Ａ Ａ ・到達度テスト連動課題やスタディサプ

効果的な職業教育 る。 リを活用した自主学習の定着を図る取組

大学訪問を行い、大学の研究及び入試に関わる情報収集に努め、進学希望者のよりよい進路実現につなげる。 Ａ Ａ みを組織的に行った。さらに効果的な活

キャリア学習計画明示 １年次の早い段階で３年間のキャリア学習計画を明示し、見通しをもって進路実現に向けた活動ができるようにする。 Ｂ Ｂ 用を研修する必要がある。

組織的な進学指導体制 １年次から進学講習を計画的かつ継続的に行い、模試等の受験を通じて実力の定着度合いを測り、弱点を補強する。 Ａ Ａ ・期間を短縮したがインターンシップを

の構築 組織的に入試、進学指導法について研鑽を深め、手分けをして進学希望者個々に対し、丁寧な進学指導を行う。 Ｂ 通して地元企業について学ぶことができ

異年齢交流行事の計画 最近就職・進学した卒業生に進路講話を依頼し、経験談を聞くことによって自らの将来を考える参考にさせる。 Ｂ Ｂ た。

マナー規範意識向上と 挨拶やマナーアップ（歩きスマホ撲滅等）の啓発活動を生徒会とともに企画し、実施する。 Ｂ Ａ ・生徒会と連携して啓発活動を実施した

いじめ等の防止 が、改善までは、まだあと一歩である。

安心・安全 問題行動調査を月１回実施するとともに、日常的な教職員の観察・声かけによっていじめの防止・早期発見につなげる。 Ａ ・計画通り実施し、いじめ防止・早期発

の学校 見につながった。

づくり 人権尊重と 新型コロナウィルスによる風評被害について継続的な指導を行い、人権尊重の意識を涵養する。 Ａ Ａ ・継続的に新型コロナに関する風評被害

安心・安全な学校 や生命の尊厳についての人権教育を実施

部長訓話、ＨＲ指導、ＨＲ掲示等で自転車安全利用五則の遵守を徹底する。 Ａ した。

Ａ ・自転車通学時の苦情がなくなり、事故

部活動の活性化 第１学年部と連携をとり、入部体験や部活動紹介をとおして入部率を高める。 Ｂ Ｂ も減少した。

・入部率は低下しており、途中退部も多

いのちを守る教育の 新型コロナウイルス感染拡大の防止策として検温等の健康観察を行い、手指消毒・マスクの着用等の徹底を図る。 Ａ Ａ く課題のひとつである。

充実・徹底 ・感染状況の変化に迅速に対応できた。

性教育や薬物乱用に関する講演会等の更なる充実を図り、自らと他人の命を守るという意識の浸透を図る。 Ａ ・京都ダルクによる薬物講演が好評であ

った。

おもしろまじめな学校 生徒にとっての「おもしろいこと（実技、資格検定取得、部活動等）」を「まじめ」に続けられるようサポートする。 Ａ Ａ ・プログラミング教室やものづくり教室

教育及び AI･IoT･ロボット時代 「AI・IoT・ロボット技術」を各学科の学習内容と関連付けながら取り入れ、課題研究等の授業で活用・製作し、年度末 Ａ Ａ など近隣の小中学校に出向いて行った

広報活動の に向けた教育内容充実 には、その成果を発表する。 り、直接学校に来てもらったりなど、工

推進 SDGｓ実現への教育 SDGｓの17のゴールと学習内容を紐付け、生徒に意識させながら学習に取り組ませる。また、答えのない課題に取り組む Ａ Ａ 業の良さを知ってもらえる機会となっ

場面で、その課題が各ゴールとどのように関連しているか意識させ取り組ませる。 Ａ た。

学科コンセプト明確化 今後必要とされる「力」を明確にし、各学科で「どのような力が身に付くか」、その力を「どのように活用できているか」 Ａ Ａ ・昨年度に引き続き、オンラインでの説

をフィードバックし、授業・実習内容を改善する。また、そのコンセプトがわかる動画を発信する。 明会が多く、直接学校で体験をしてもら

目的意識を持った生徒 各種説明会を実施すると同時に、動画配信も活用し工業高校の良さを常に発信する。 Ａ Ａ う機会が減った。しかし、各科工夫した

の募集 体験型の説明会を計画し、できるだけ自己の興味に沿った学科を選定できるように工夫する。 Ｂ 動画を配信することができた。

学校関係者評価委員会による評価 学校評価アンケートの結果からも生徒・保護者から高い評価、満足度を得ていることがうかがえる。地元からも登下校中の服装やマナーなど乱れがなく良い状態であると

聞いている。工場見学、インターンシップと地域や関係機関とも積極的に連携している。地元の工業高校として役割を十分に果たしている。

女子生徒の活躍が目立つ年であった。生徒募集では女子にどうアピールしていくかも重要。難関資格へ合格できる人材を多く育成して欲しい。

次年度に向けた改善の方向性 次年度、タブレット端末の使用については、工業高校としてどのように活用していくのかを、更新された工作機器の活用と併せて、生徒の知識・技術の向上へつながるよ

う進めていく。また、工業高校の魅力を、学校からの発信だけでなく、生徒、保護者、地域を通じて伝わるようさらに工夫し、生徒募集に繋げていきたい。そのためにも、
生徒の希望進路実現と地域連携を一層充実させる必要がある。
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