
平成３０年度 学校総合評価 

今年度の重点目標に対する総合評価 

（重点１）学習活動 

・基礎学力は社会に出てからも必要であり、重点的に取組んでいってほしい。 

・課題研究発表会での生徒の発表はたいへんすばらしい。班づくりで工夫している点が評価できる。 

・学科生徒全員の電気工事士合格や、ジュニアマイスター受賞生徒の増加など、成果があがっている。 

・資格取得に向け自ら学習に取り組む姿勢は重要であり、今後も指導を継続してほしい。 

（重点２）進路指導 

・工場など社会で働くときに欠席しないよう、健康管理に対する意識を高めてほしい。 

・コミュニケーション能力を育成し、社会への適応能力を高めてほしい。 

（重点３）学校生活 

・いじめへの対応を継続し、その際の心のケアも大切にしてほしい。 

・今年度の１学年で実施した運転シミュレータのように、疑似体験を取り入れた内容を取り入れることは交通安全教育

に有効である。 

（重点４）特別活動 

・部活動では、今年全国大会優勝をはじめ大きな成果を出しており、大変すばらしい。今後はさらに多くの競技でも成

果がでるよう取り組んでいってほしい。 

 

次年度へ向けての課題と方策 

（１）基礎学力の定着のための基礎計算力テスト、朝学習について工夫・改善を図る。 

（２）資格取得に主体的に取り組む生徒の意欲の向上を計り、ジュニアマイスターを目標に指導の工夫・改善を図る。 

（３）コミュニケーション能力をはじめ、自ら能力を高める意識を持たせ、生徒が社会で適応できるようその態度の育

成を図る。 

（４）生活習慣が多様化、複雑化する現状の把握と生徒理解に努め、アンケートやＱ－Ｕ調査の結果、ケース会議等を

活用して、教員がチームとして組織的な問題解決に取り組んでいく。 

（５）部活動顧問と部員の協力により、効果的な部活動運営を図る。また、部活動指導をより効果的に行うための外部

指導者の導入を検討する。 

 

学校アクションプラン 

平成３０年度 砺波工業高等学校アクションプラン －１－ 

重点項目 学習活動（教務部） 

重点課題 生徒の実態に対応した教科指導の充実と自主的に資格検定に取り組む態度の育成 

 

現状 

 

・生徒の基礎学力が不足しているという指摘があり、基礎計算力テストにより現状を把握し、補習を実

施してきた。 

・工業高校では以前から就職に直結する資格検定の取得をすすめているが、どの資格をいつ取得すれば

よいか、また難易度や受検のための費用、申請の方法や時期についてまとめたものがあれば参考にな

るとの要望があり、ガイドブックを作成した。今年度も各科別のジュニアマイスター取得モデルケー

スを追加して、生徒が自ら積極的に取り組むきっかけにした。 

・自信や達成感がない生徒が多く、学習意欲や資格検定にチャレンジする意欲を持たせる工夫とサポー

ト体制が必要である。 

達成目標 
○資格検定ガイドブック（本校自作）を自ら活用し、

資格検定に取り組む生徒の割合６０％以上 

○資格検定に主体的に取り組み、生徒一人の資

格平均受検回数が２．９回以上 

方策 

 

・基礎計算力テストを継続して実施する。 

・早期にガイドブックを配布し、資格検定の必要性、重要性を、教科指導や進路指導などの様々な機会

を通して生徒に伝え、生徒が自ら積極的に資格取得に取り組むようにする。 

・資格検定ガイドブックの内容を、生徒に周知徹底し、ジュニアマイスター顕彰制度やとやま高校生も

のづくりマイスター認定制度を目標に取り組ませるようにする。例としてシルバー取得モデルプラン

を提示する。 

・難易度の易しい資格の取得により自信や達成感を高め、高度な資格検定にチャレンジする意欲を持た

せる。また、学年や科を中心に全教員が協力した補習体制を確立する。 



達成度 活用率 ５３．１％（昨年５５．３％） 資格平均受検回数 2.28回（昨年 2.56回） 

具体的な 

取組状況 

・基礎計算力テストを 9月と 12月に実施した。平均点が 60.0点から 63.8点に上がった。12月には 22

名について補習を実施し、基礎計算力の定着を図ることができた。 

・資格検定ガイドブックを５月に配布した。昨年、一昨年より活用率が減少している。個人配布につい

ては、配布学年、教室掲示、内容については検討が必要であると思われる。 

・生徒一人の資格平均受験回数が 2.28回で、昨年の 2.56回より大きく減少した。 

・ジュニアマイスター表彰者は、ゴールド９名（昨年０名）、シルバー１５名（昨年１３名）となり、

昨年に比べ大きく増加した。各科、担任の指導によるものである。 

評価  Ｃ  Ｃ 

学校関係 

者の意見 

・資格取得（ジュニアマイスター表彰）では、すばらしい結果が出ている。 

・基礎学力をつけさせるための取組は、今後も継続して指導をしていただきたい。 

次年度へ向 

けての課題 

・基礎学力が不足している生徒に対する継続的な指導及び学習意欲を高める工夫が必要である。特に、

振り返りに力を入れたＰＤＣＡサイクルの構築。 

・学習生活習慣の現状を改善する取り組み、朝学習の工夫・改善。 

・資格検定ガイドブックを工夫して活用するなどして、目標を持って資格取得に多くチャレンジする意

欲を高める。 

・ジュニアマイスターゴールド（45点）、シルバー（30点）、ブロンズ(20点)の点数を目標に、合格に

向けて意欲を高める工夫と指導者の指導方法の工夫・改善。 

 

平成３０年度 砺波工業高等学校アクションプラン －２－ 

重点項目 学習活動（機械科） 

重点課題 各種国家資格・検定に対する受験意識の高揚、受験者数・合格率の向上 

 

現状 

 

  学習全般に対する苦手意識があり自己肯定感が持てず、学習成績が低迷する生徒が散見される。 

一方で、数多くの資格に挑戦して合格を積み重ね、ジュニアマイスター顕彰を受彰することで自信を付

けている生徒も多い。早い時期から資格取得学習の指導を行う事で自ら学習する習慣を身に付けさせた

い。資格取得という具体的な目標を持ち、自ら学習計画を立ててそれを実行し、チェックし、改善して

いく過程は、ものづくりにおける「ＰＤＣＡ」にもつながる。学習活動、部活動に次ぐ３つめの柱とし

ての「資格取得のための学習活動」で各生徒が充実した学校生活を送ってくれることを期待する。 

達成目標 1年時に全員が受験する３資格全てに合格する生徒を６５％以上とする（H29:60%） 

方策 

 

・1 年時に受験する資格・検定(丙種危険物取扱者・計算技術検定・情報技術検定)について、全員合格

を目標に指導を行うことで、その後も継続して資格取得に積極的に挑戦する意識付けをする。 

・入学直後のオリエンテーション等の際に、取得可能な各種の資格やジュニアマイスター顕彰制度 

（全国工業高等学校長協会）、ものづくりマイスター制度（富山県）等について説明し、ジュニアマ

イスター受彰までの資格取得のモデルケースを考えさせる事で具体的な目標を持たせる。 

・基本的な資格については 80人全員合格を目指し、クラス全体で合格する雰囲気づくりをする。 

・部活動との兼ね合いを考えつつ、朝学習や放課後の補習を行って成績不振者を個別指導する。 

達成度 
３資格全て合格した生徒 ７４．０％ 

（丙種危険物結果未発表者を除く） 
富山県ものづくりマイスター ２名受賞 

具体的な 

取組状況 

・各資格の指導担当者ごとに合格レベルに達していない生徒のスクリーニングを行い、朝学習や、放課

後に対象生徒に対する個別指導等を行った。全体指導では理解不足の生徒も成績が向上した。 

・専門教科の授業等の際に、各クラス単位で互いに教え合う雰囲気作りを醸成する指導を行った。 

・年度当初にジュニアマイスター制度や各資格の意義・重要性、モデルケースについてオリエンテーシ

ョンを行った。取得までのモデルケースや、ジュニアマイスターポイントの一覧表、取得できるポイ

ントの説明等を実習テキストに記載して生徒の利便性を図った。 

・資格取得に対して消極的な生徒のモチベーションを高めるよう折りにふれて励ました。 

評価 Ａ 
２つ資格を取得した生徒：15％、１つの生徒：7％、取得資格０の生徒：4％ 

２名の生徒がものづくりマイスター県知事表彰（ロボット大会全国優勝ポイント 20を含む） 

学校関係 

者の意見 

・資格取得においては、よい結果がでている。今後も継続して、指導していっていただきたい。 

・課題研究発表会は大変すばらしいものだった。班づくりではどのような工夫がされているのか知りた

い。 



次年度へ向 

けての課題 

・今年度の目標設定にあたっては、特に資格取得に対して意欲が低い生徒に対しても個別に指導する機

会を作ること等により資格に挑戦する雰囲気作りをし、資格取得者の増加を図ったが、次年度も継続

し、成績不振者を中心に更に全体の成績を底上げしていく必要がある。 

・次年度は成績上位者にもより一層目を向け、ジュニアマイスター取得や、ボイラー１級、甲種危険物、

各種検定の１級等、比較的難易度が高い資格の取得者も増加するように指導していきたい。 

・自ら計画を立てて学習することが苦手な生徒も多く、合格率の低迷に表れている。それは、ものづく

りの重要な要素であるＱＣＤの「納期」意識にも影響する。資格毎に必要な総学習時間を提示し、そ

れを基に緻密な学習計画を立て、着実に実行するＰＤＣＡサイクルの重要性についても指導する。 

・受験申込みしてから学習を開始する生徒も多いため、年度当初に１年間の計画を立てさせることで、

早めに取りかかり、より多くの学習時間を確保できるようにする。 

 

平成３０年度 砺波工業高等学校アクションプラン －３－ 

重点項目 学習活動（電気科） 

重点課題 各種国家資格・検定に対する受験意識の高揚、受験者数・合格率の向上 

 

現状 

 

真面目だが、物事に対して慎重に取り組む生徒が多い。自分の気持ちや考えを表現したり、他人と関

わったりすることが得意でない生徒が多い。生徒が自ら目標を持って、資格検定に取り組む姿勢を持た

せる必要がある。 

達成目標 
卒業時点で、第２種電気工事士合格率９０%以上、第１種電気工事士合格率６０%以上、 

電験３種科目合格２名以上 

方策 

 

・電気工事士に関する学習を通して、安全と効率を考慮した配線技能を習得させる 

・電気工事士は、仕事と直結する資格であることを理解させる。 

・電験３種受験者へは、長期間の補習を実施する。 

・各資格の学習指導を学科内チームとして行い、教員相互間で生徒の学習状況を伝え合う。 

・資格取得に関わる配線作業を多くの生徒に体験させる。 

・生徒相互間で教え合う環境を整える。 

達成度 電気科 3年生 第 2種電気工事士全員合格(3年連続)  
第 1種電気工事士 28名受験、17名合格

(61%) 

具体的な 

取組状況 

・第 2種電気工事士について、筆記試験は朝補習・放課後補習と行い、実技試験でも放課後補習を行っ

た。2年生は、在籍 40名中、39名が合格した。3年生について、未合格者 3名が受験し、3名とも合

格し、全員合格することができた。これは 3年連続である。 

・富山県電気工事工業組合により、電気工事業の意見交換会・体験が行われた。仕事に携わる方に資格

が重要であることを聞くことで、資格取得についてモチベーションを高めることができた。 

・第 1種電気工事士は、28名受験と人数は多かったが、筆記試験、実技試験と補習を行うことで、約

60%の生徒を合格させることができた。 

・今年度より、技能検定(シーケンス制御)の受験も行っており、資格取得に対するモチベーションが高

められている。 

・電気主任技術者試験については、1学期より補習を行ったが、受験する生徒も少なく、科目合格もほ

とんどできていない。 

評価 Ａ 3年生の第 2種電気工事士全員合格、第 1種電気工事士合格率 60% 

学校関係 

者の意見 

・資格取得においては、大変よい結果がでている。今後も継続して指導していただきたい。 

・本日の課題研究発表会は大変すばらしいものだった。班編成で工夫していることは何かあるのか。 

次年度へ向 

けての課題 

・生徒にとって、第 2種電気工事士が取らなければならない資格であるという意識付けがなされている

ので、これを継続する必要がある。 

・2学期からは、第 1種・第 2種電気工事士のみならず、技能検定(シーケンス制御)や工事担任者の試

験もあり、補習体制について見直しが必要である。 

・電気主任技術者試験について、生徒が受験を避ける傾向があり、計画的に合格に向けて取り組めるよ

うなサポート体制が必要である。 

 

平成３０年度 砺波工業高等学校アクションプラン －４－ 

重点項目 学習活動（電子科） 

重点課題 各種国家資格・検定に対する受験意識の高揚、受験者数・合格率の向上 



 

現状 

 

自主的に取り組む国家資格の合格者が少ない。 

（平成 29年度） 工事担任者 DD3種：受験 12名、合格 ６名 

工事担任者 AI3種：受験 ２名、合格 ２名 

第２種電気工事士：受験 11名、合格 10名 

達成目標 工事担任者ＤＤ３種の合格率５０％を目指す。 

方策 

 

資格取得の意義を理解させるとともに、受験希望者に対する勉強方法の提示などにより家庭学習の定着

を促す。また、計画的な補習や模擬試験を行うことで合格率の上昇を目指す。 

達成度 ８３．３％  工事担任者ＤＤ３種 合格 15名/受験 18名 

具体的な 

取組状況 

・例年同様に、資格始動の朝学習をおこなった。 

・3年次受験の工事担任者の学習を 2年次 3学期より行い、受験意識を高めることができた。 

・生徒同士がお互いに教え合う雰囲気作りに努めた。 

（平成 30年度） 工事担任者 DD3種：受験 18名、合格 15名 

工事担任者 AI3種：受験 12名、合格 8名 

第２種電気工事士：受験 14名、合格 12名（うち 2年生 11名） 

評価 Ａ 

ジュニアマイスターゴールド 4名（うち 2年生 1名） 

ジュニアマイスターシルバー3名（うち 2年生 2名） 

ジュニアマイスターブロンズ 7名 

各種資格合格者数が増え、ジュニアマイスター表彰者は電子科として過去最高 

学校関係 

者の意見 

・資格取得においては、たいへんよい結果がでている。今後も指導を続けてほしい。 

・本日の課題研究発表会は大変すばらしいものだった。班づくりではどのような工夫がされているのか

知りたい。 

次年度へ向 

けての課題 

・生徒全員に資格取得意欲を持たせる。 

・工事担任者について 3年次 5月受験者を増やす。 

 

平成３０年度 砺波工業高等学校アクションプラン －５－ 

重点項目 進路支援 

重点課題 学年、科と連携した進路指導の充実および自己理解を通した進路支援 

現状 
・県内の求人企業数、求人数が増加し、卒業生への期待も大きくなっている。 

・基礎学力やコミュニケーション能力が不足な生徒も少なくない。 

達成目標 年度内進路決定 １００％ 

方策 

 

・職業適性検査や自己分析の実施と就職スタートブック（労働局）の活用。 

・面接指導の充実により、面接試験だけでなく就労意識の向上を目指す。 

・ＨＲ時に、自己分析の時間を設ける。適性を考えるＶＴＲ教材の活用を図る。 

・進路の手引きを全学年に配布し、生徒と保護者に進路決定の流れを知ってもらう。 

・保護者会等を通じて、保護者と生徒が進路について話し合って進路希望先を具体化しても

らう。 

・校外学習や工場見学、インターンシップ、応募前見学、オープンキャンパスを通じて企業

や学校を知り、進路決定するように指導する。 

達成度     進路決定１００％ 

具体的な 

取組状況 

・３年生に就職スタートブック配布。５月の進路保護者会で進路先決定までの流れを確認し、３者面談

で進路決定に向けて生徒及び保護者への意識付けと進路の意向確認。 

・各学年で進路ガイダンスの実施し、進路先を知り進路先への関心と進路決定への意識を持たせる。 

・３年生各クラスを班分けし、面接指導担当者を決めて面接指導を実施。 

・工場見学、インターンシップ(２年)の実施。 

・就職希望者１人２社ほどの応募前見学実施。進学希望者への国数英等の勉強ガイダンス、補習、添削

指導、模擬試験の実施。 

・学年からは生徒の希望先把握とアドバイス。専門学科からは実習を通じて仕事関連のアドバイス。 

・企業や進学先学校の情報を収集して学年に伝え、学校全体で連携した進路指導。 

評価   Ａ 進路先全員決定。 

学校関係 

者の意見 
今後も継続して、取り組んでもらいたい。 



次年度へ向 

けての課題 

・国公立大学希望者への補習体制。 

・企業や社会に出て求められる基礎学力、コミュニケーション能力、協調性などを生徒に身につけさせ

るための指導。 

・求人状況が良好な中で、楽に考える生徒に対して、努力して自分を高めるような意識付け。 

 

平成３０年度 砺波工業高等学校アクションプラン －６－ 

重点項目 学校生活 

重点課題 基本的生活習慣の確立とモラルの確立及びコミュニケーション能力の向上 

現状 

高校生活への意欲や学級に対する満足度が低い生徒が年々増加している。また、中学時より怠惰など

から提出物の期限に遅れるなど、基本的生活習慣が身に付いていない生徒も目立つ。級友とのコミュニ

ケーション不足から人間関係の問題が発生し、居場所を失う生徒もおり、学校から足が遠のく状態にな

る場合もある。アンケートや面談により個々の生徒の実態を把握しているが、現実と多少のズレがある

場合もある。より正確な実態把握と適切な指導を模索し推進する必要がある。 

自転車の運転のみならず、交通安全全般についてのマナーが悪く、交通規則遵守の意識が低い。不注

意、未確認による交通事故や自損事故の発生も多くあり、社会規範を含めた交通安全の指導が必要であ

る。 

＜昨年度のデータ＞ 

遅刻数 201件、欠席数 535件、早退数 203件、暴力行為１件、盗難６件 交通事故 14件 

達成目標 
・昨年度の欠席数・遅刻数・早退数のそれぞれ１０％減を目標とする。 

・問題行動、交通事故のゼロを目指す。   

方策 

・毎朝の遅刻指導、各学年の朝学習を基盤として、生活習慣の確立を目指す。また、生徒との粘り強い

対話を基盤にして、その原因を確認し生徒と共に解決策を講じる。 

・学年と連携し、問題行動等に対して学校組織として取組み、早期解決できるようスピーディーな対応

ができる校内環境づくりを進める。 

・学校組織としての取組を推進する。 

・保健部と連携し、日常の体調を整える保健指導を通して、規則正しい生活習慣の確立を目指す。 

・教育相談部と連携し、年 7回のアンケート調査を活用して問題の兆候を捉え、悩みに対して早期対応

（主に面談やカウンセリング活動）を行い、良好な人間関係などの構築を目指す。 

・学科と連携し、生徒が具体的な目的意識を持ち、活力のある学習環境を作り上げる。 

・Q-Uアンケート、被害調査、交通安全講話、自転車カギかけチェックを実施（生活安全委員）する。 

・教室施錠を徹底する。 

・ネットモラル教育推進する。 

達成度 

＜過年度と本年度の同時期のデータ比較＞        Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

（１２月までの合計）Ｈ２９ Ｈ３０      ・問題行動  １０  ７  ４   (件数) 

欠席   ３６３ ４１７ 15%増 

遅刻    １３６ ２２２ 63%増         Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

早退    １５３ １２０ 22%減   ・交通事故   １０  １４   １０  (件数) 

具体的な 

取組状況 

 欠席、遅刻、早退とも関係分掌と共通理解を行い、生徒への理解を深め、問題となる原因への 

解決に取り組んだ。問題行動は年７回のアンケートから問題の兆候を早期に捉え、生徒への面談 

等で対応した。交通事故に関しては集会や、ホームルーム、印刷物で意識を高めるよう試みた。 

評価      Ｃ  

学校関係 

者の意見 

・いじめへの対応については、心のケアもしっかりお願いしたい。 

・自転車の交通事故が多い。スタントマンによる事故再現の教室もあるそうなので、参考にしてほしい。 

・今年は積雪が少ない割には欠席が増えている。インフルエンザの予防摂取を推進したらよい。 

・生徒の登下校時の学校前の道路の渋滞について、自治振興会から市に道路拡張の要望をしている。 

・生徒の指導にはご苦労が多いと察する。ＰＤＣＡサイクルを確認の上、継続して指導をお願いしたい。 

次年度へ向 

けての課題 

生徒の日常における生活習慣は、多様化する生徒や複雑化する生活環境を理解することから始めなけ

ればならない。現状では多くの指導が後手になっているように感じられる。アンケートや調査から得ら

れる内容で早期に対応したいのだが、それができているのは少数であろう。ケース会議等を増やし、教

員がチームや組織として取り組む機会を増やしたい。 



 

平成３０年度 砺波工業高等学校アクションプラン －７－ 

重点項目 特別活動 

重点課題 生徒の自己肯定感を育み、より高い目標意識をもって活動に取り組ませる。 

現状 

・昨年度は 11 の部が、ブロック大会・全国大会に出場した。そのうち、全国大会が７大会、ブロック

大会が 10大会であった。 

・ベスト８以上（団体）の成績を残していたのは３部である。 

達成目標 県大会（個人・団体）においてベスト８以上の成績を残す部活動数を１２以上とする。 

方策 

・各部の活躍で優秀な成果を学校の内外に広報し、自信と誇りを持たせ意欲的な活動を促す。 

・全員部活動制であることをふまえ、一人一人の生徒の成長を促す指導を行うとともに、部員全員が協

働して目標を目指して向上できるよう支援する。 

・各部における部長のリーダー教育や部どうしの連携活動を重視して活動を支援する。 

達成度 県大会（個人・団体）においてベスト８以上の成績を残す部活動数が１６であった。 

具体的な 

取組状況 

・ＰＴＡ通信、砺工新聞、学校ＨＰ等で活動結果を広報し、意欲的な部活動を期した。 

・全国大会に出場する部活動については懸垂幕を作成し学校正面側に掲示した。 

・懸垂幕の作成には日本教育弘済会に助成を利用し経費の削減を図った。 

・賞状伝達を全校集会として実施し、各予選会での活躍を披露し全生徒から祝福を受け次の大会や上位

大会でさらに活躍するよう奮起を促した。 

・壮行会も全校集会として実施し、各予選会での活躍を祈念し、全生徒から応援エールを受け上位大会

で活躍するよう選手を激励した。 

・機械工学部の優勝報告会を実施し全国優勝の栄光を全生徒と分かち合うとともに選手の報告を聞き各

部の活動の参考にしたり励みに繋げた。 

評価 Ａ 達成目標が高くなかったのもあるが、昨年度より成果を上げた部が増えた。 

学校関係 

者の意見 

・多くの部活動で、成果を上げていることはすばらしい。 

・運動部の団体競技でもがんばってほしい。 

次年度へ向 

けての課題 

・富山県の部活動指導のガイドラインの策定を受け、より効率的な部活動運営をするために、部活動顧

問と部員が協力し合い、望ましい部活動になるための体制や運営方法などを検討する。 

・部活動指導をより効果的に行うために外部指導者の導入を検討する。 

 


