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令和元年度 大阪府立藤井寺工科高等学校 

第 1 回学校運営協議会 

 

１．日時 令和元年 8 月 29 日（木） 15 時～17 時 

 

２．場所 同窓会館 2 階       

 

 

 

 

 

司会：教頭 

書記：開田 

３．内容 

（１）挨拶 

（校長） 

日頃はご支援ありがとうございます。 

令和 2 年 4 月より、210 名 6 クラススタート。現在、改編に向けての取り組みを進めている。 

 

本校の課題 2 点。 

①いじめ重大事案について。 

H29 年 1 月から延べ 10 回の事情聴取を行い、府教育庁から報告書が発表された。事象のうち 13 分の 12

件がいじめと認定された。1 年次からいじめがあったにもかかわらず、積極的な情報共有がされなかった

ことを強く指摘された。「感度が低すぎた」。これをうけ分掌に生徒支援体制を組みこんだ。 

 

②改編について。 

本校の特色を前面に出し、AI・先端技術・社会人基礎力を育んでいきたい。 

 

（２）自己紹介 

【省略】 

 

 

（３）議長選出 

（教頭）座長の金子さまが欠席のため、中さまよろしくお願いします。 

 

 

（４）報告内容 

本年度の学校の状況について 

ア）各分掌 

①生活指導部  

（中村匡） 

昨年度の遅刻数の多さをうけて、生活指導部では新たな遅刻指導方法を導入した。遅刻 5 回ごとに呼び

出す特別指導。「顔が見える指導」。その結果、今年は大幅に遅刻数が減少した。全体的には 1214→630（7

月末）前年度比 51.9％となっている。 

ただ、8 月に入り遅刻数が増えている。特別指導 68 に増えている。なかなか予断を許さない状況。今後

も継続して取り組む。 

 

【登校指導について】…実施 2 年目、大半の生徒は落ち着いて登校している。 

【生徒支援委員会の設置】…各学年と連携して支援体制の構築をすすめている。支援カードの電子化、個
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別の支援計画作成、個別の支援計画再確認など。 

 

 

（委員）今年度新たに導入した遅刻特別指導、効果はあったか？ 

 

（中村匡）タイムリーな指導をこころがけた。感触は悪くない。 

顔をみて指導することで関係性ができる。「みられている」という意識をつけさせられる。 

 

（委員）3 年の遅刻数が前年度に比して大幅に減っているのはなぜ？よく減らせている。 

 

（中村匡）就職を意識している。発表を嫌がっている。ただ進路決定後が課題。 

 

（委員）中学校ではどのような遅刻指導をしているか。 

 

（委員）登校指導を大事にしている。徐々に位置づいてきている。同じ子が同じ時間にというのが多い。 

家庭背景に踏み込んで指導している。家庭と協力して指導している。 

遅刻数は学校の本質に結び付く。「笑顔で迎え入れる」が大切。「なんで遅れるねん」→「よぉきたね」 

中学も高校も同じ部分が多い。 

 

（委員）子どもの登校時間に合わせて仕事を選ぶ保護者もなかにはいる。そうできない家庭も支援が必要。

保護者の朝の送り出しができるか否かが大切。家庭環境は大切。 

 

（委員）発表とはなに？ 

 

（中村匡）累積遅刻者にみんなの前で話（なぜ遅刻をしてしまうか・反省・改善点等）をさせる。 

 

（委員）生徒からすると、かかわりは煩わしいが、関わってほしいと思う部分もある。共働きや片親など、

社会的な背景がからんでいることもうかがえる。 

 

（委員）支援カードなどの支援体制構築は中学校からも取り組んでいる？ 

 

（委員）障害の有無にかかわらず要支援生徒へ支援している。「だまれ」「しずかに」意味がない。 

どう他生徒と交流させるかが大事。支援の体制を強化するために公開授業も実施した。 

月 1 回の職員会議で、生徒の状況を共有し、施策を常に検討している。専門人材とも連携している。 

努力はしている。どこまでできるかは未知数。 

最終進路で、勉強苦手でも、自分がやりたいことを「藤工で実現」…これが連携だと考えている。 

 

（委員）支援カードの電子化・共有化は難しい？全教職員が支援の必要性を意識レベルで共有されている

のか。 

 

（中村匡）見に行けば見られる状態ではある。 

 

（委員）次回は支援カード現物を見せてほしい。 

 

②進路指導部  

（杉村） 

就職に向けて履歴書面接練習に取り組んでいる。求人数８３５件。倍率は 4.4 倍。高い求人数。 

生徒との面談を実施。生徒が主体的に進路を決定していくため。 

ただ、生徒には危機感がない感がある。休日を重視、内容ではなく。 

生徒の適正については担任も一緒に検討する。複数名による生徒面談を実施。 
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【3 年状況】 

府立高校でも高い水準で就職実現している。生徒の傾向は、地元志向が強いなど。所属する系にかかわら

ず企業を選ぶ生徒もいる。 

進学…理工系大学以外にも選択が広がっている。 

 

【今後の課題】 

求人増に対して対応が追い付いていない。進路指導部の常駐化や迅速に対応できるよう体制を整えたい。 

 

（委員）面談は、担任ではなく進路担当が面談を進めているという認識。担任ももっと関わればいいと感

じた。求人票の見る際のポイントを教えるなど。特性に応じた進路先の提案を。 

 

（杉村）生徒主体の考えがベースにある。本人の希望と企業の要望が合致するかをみる必要がある。 

 

（佐藤）求人票の見方は 1 年次からも学んでいる。 

 

③保健部  

（大西） 

健康なこころとからだをつくることを主眼に取り組みを進めている。 

健康診断、保健教育、保健指導、校内美化・安全、啓発指導などに取り組んでいる。 

そのほか要配慮生徒に対する取り組みも。 

 

【来室状況】…内科（234）外科（133）病院搬送（５） 

保健部を中心に生徒支援体制をすすめている。SC や福祉関係と連携しながら、課題を抱える生徒の支援

を進めている。教育相談委員会を月 1 で開催する。情報を共有する。 

 

【課題】 

普段の中で情報共有の機会を増やすこと（継続的支援）。 

教育相談体制の強化と専門人材との連携。 

小さなサインを見逃さず、「感度」をあげていく必要がある。 

 

 

④生徒活動部 

（田中首席） 

【課題と取り組み】 

クラブ加入率が低く、顧問の配分や顧問数のバランスが難しい状況にある。生徒会活動もより活性化させ

たい。クラブ加入率は、全体で 41％になっていて、緩やかに減少傾向に転じている。 

 

【今年後実績】 

・バレーボール部 大阪地区選抜大会南地区選抜代表（2 名選出） 

・ソフトテニス 府大会出場（団体戦・個人戦 3 ペア） 

・日本拳法 全国高等学校日本拳法選手権大会 女子個人競技大阪府代表 

 

 

イ）藤井寺第三中学校とのプログラミング学習 

（中村和） 

新カリキュラムのプログラミング必修化をうけて、藤井寺三中と連携しプログラミング教室を実施。 

中学生も本校生徒もより知識・理解を深めるために実施。 
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7 月 16 日に実施。 

（案内用動画視聴（マイクロビットを使用してラジコンカー作成・ドローン飛行操作）） 

【藤井寺第三中学校 生徒 9 名 教員 2 名 参加】 

【本校 3 年 4 名 教員 2 名 参加】 

 

【当日の様子】…ブロック型のプログラミングなので比較的容易に取り組むことができた。 

概ねいい感想を得られた。また参加したいという肯定的な意見を得た。 

藤井寺第三中のみなさま、ご協力ありがとうございました。 

 

 

（校長）これをきっかけに異年齢の生徒同士の交流を深められれば。今後ともよろしくお願いしたい。 

 

（委員）興味がある子が参加している。やる気があればいいものができると感じた。 

これを機会にもっといいものをつくるきっかけをいただいた。ありがとうございました。 

 

ウ）各学年 

 

【1 年】（六車） 

進路変更 1 名。例年と比べると問題行動は少ないが、やはり「しんどい生徒」は一定数いる。その子にあ

ったことを、担任でやってあげようという方針。嫌になって辞めさせるのはいけない。学校をもしやめて

しまう時も、「藤工でよかった」と思ってもらえる指導をしている。 

授業離脱や低学力生徒も多いが、登校していることは成長ととらえている。 

進級が危ぶまれる生徒を、あと半年でどこまで引き上げられるかが今後の課題。 

高学力の生徒は伸びている。 

 

（委員）クラブ参加率は？ 

 

（六車）少ない。運動部は特に。学年比でも 1 年の加入率は低い。 

 

 

【2 年】（藤原） 

2 年次からは、各系の勉強が本格的に始まり、それぞれの系で資格取得に励んでいる生徒が多い。 

夏休みの特別課題提出率上昇をめざした取り組みを行った。家ではできないが学校ではできる。一定の成

果はみられた。修学旅行にむけても整えていく。 

 

（委員）夏のインターン参加は？近年少ないのでは？「誰かがいったらええか」になっていないか？ 

布施工科はよく来てくれている。2 校で調整しながら参加人数を増やしてもらえたらうれしい。なるべく

多くの生徒に参加してほしい。 

 

（田中首席）夏のインターン参加は 15 名。今年の冬は 40 名ほど希望。 

 

 

【3 年】（田中首席） 

進路の取り組みとして、面談の実施。進路担当・保護者・担任・生徒の 4 者面談など。 

この時期は特に進路の取り組みを重点的に行い、全生徒の進路実現を目指して、全教職員でサポートした

い。 

 

 

エ）改編に係る経過報告  

（辻首席） 
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すべての系で改編のモデル校として指定されている。 

藤工の特色を際立たせた教育を推し進めていく。ものづくりの基礎基本の定着や自動制御や AI 等の発展

の見込まれる分野に対する取り組みなど。各系で分野に特化した展開を想定している。 

 

PBL の導入により社会人基礎力を身に付ける。3 年間の PBL 学習を通して、すべてではないが、学習以外

にも必要な能力（発表・発信する力）を育むことを構想している。最終的に 3 年次の課題研究で PBL 能力

をいかすように運ぶことを視野にいれている。 

 

上記のような方向性で、今後の準備を進めていく予定。 

 

 

（委員）特色とは具体的にどんなものか。 

 

（辻首席）前例踏襲してきたのが正直なところ。これを機会に工作機械・プログラム機械の導入を検討。 

 

（委員）12 月に進捗をまとめていただきたい。 

 

オ）令和 2 年度使用教科書について 

（増田）教材の程度や分量、配分などを考慮して選定をおこなった。工業科は出版会社が少ないためあま

り変わっていない。 

 

 

 

（５）協議 

・令和元年度学校経営計画について 

 

（校長） 

【過去 5 年の基礎データ】…本校の課題は志願者の減少。中退率の高さ（府立平均 1.4％・本校は３％以

上）。遅刻増。5000 件以上は授業規律に影響。3000 件で落ち着く。1500 件で授業定着。 

 

4 年連続定員割れは本校のみ。特例的になんとか存続している。5 年目に割れたら大変。来年度は 210 名

募集。今年度は 205 人なので厳しい。中学生減の問題もある。特に府内他地域と比べて南河内は減少傾向

にある。本校は対策が急務。 

 

 

【資料 8－1・8－2 より】 

 

・技能検定は会社でも通用する。 

・PBL の導入。初めての授業形態。普通科も工業科も推進教員を増やしていく。 

・働き方改革。教員数減が見込まれる。校務の精選。 

・キャリア教育…生徒の将来を学校で支援すること。年次を追うごとに計画をしている。離職率減に結び

付けなければならない。インターンの推進。企業から講師を招く等の取組強化。 

・安全安心な学校を。あいさつ等励行。支援体制の構築は絶対にはずせない。３S も（整理・整頓・清掃）

絶対に外せない。 

・地域や企業との連携。先日、地域清掃を実施した。普段見ない姿を見ることができた。 

・中学校との連携。中学生が必要とするものを提供する。生徒間・学校間の交流を広めていきたい。各系

の連携が不可欠。専門性の壁を超える必要がある。 

・府民に対する情報発信（本校での取り組み）を推進していく。 

・重大事案に関して、守秘義務の徹底をお願いしたい。 

・南河内唯一の工業高校。絶対になくせない。全教職員がベクトルを一つに頑張っていく。 



6 

 

 

 

（６）その他 

 

 

（７）謝辞 

（校長） 

お忙しい中ありがとうございました。 

助言に対しては、真摯に受け止め、今後の教育活動に反映させていきたい。 

 

（８）連絡事項 

（教頭）次回は 12 月を予定。お忙しいとは思いますが、次回もぜひよろしくおねがいします。 


