
平成２７年度 学校評価（評価結果報告） 島根県立浜田商業高等学校
評価計画 自己評価 学校関係者評価

評価項目 評価領域 担当分掌 本年度の目標 目標達成のための方策 評価 達成状況 改善策 評価 コメント

「わかりやすい授業」を ・授業互見の計画的実施と相互評価に 授業互見の実施は、回数が十分では 授業互見の確実な実施によりス アンケート結果より、保

展開し、基礎学力の定 よるスキルアップ Ｂ なかった。シラバスを活用し、学習 キルアップを図る。学習環境を 護者は授業は満足してい

着を図る ・シラバスの有効活用 目標を明確にすることで生徒が学習 整備し、授業評価、校外研修に るものの、生徒が家庭で

・校外研修でのスキル向上 に取り組みやすくなった。 よる授業改善をより推進する。 学習に取り組んでいない

理解不十分な生徒に対し ・放課後や長期休業を活用した指導の 長期休業中や定期試験中の放課後を 生徒の状況や実態に応じた継続 と感じているようであ

学習と部活 て補習等を実施し、学力 推進 活用して指導を実施した。各学年会 的な学習指導を通し、主体的に る。宿題の量や質よりも、

動の両立 の向上を図る ・要支援生徒へのサポート Ｂ ・教科等、組織的な対応により成果 学ぶ力を育成していく。 生涯にわたって主体的に

教務 ・学び直しの機会の複数回設定 をあげた。学び直しの機会の複数化 学んでいく姿勢を身につ

進路指導 は効果があった。 Ｂ けさせる必要がある。

基礎学力の定着 商業 家庭学習を定着させ、自 ・適切な課題や宿題による、学びの意 目標達成のための方策を実践し、短 本年に継続して各教科、教務部、 部活動もあり、生徒は多

学年会 学自習の態度を養う 欲の喚起 期的には効果が見られたが、日常的 学年部の連携により、課題の精 忙である。学ぶべき内容

・漢字・英単語・一般常識テストなど な学習時間の増加、家庭学習の定着 選に努める。学び直しは有効と は授業で完結できるよう

による基礎学力の向上 Ｂ へとはつながらなかった。 思われるので、入学時指導から な授業改善に継続して取

継続して機会を設定する。入学 り組んでもらいたい。

前の学習習慣の把握の観点か

ら、中学校との授業交流を検討

する。

部活動の活性化をはかる ・入部勧誘活動の充実 97%の部活動加入率で、限られた人 部活動紹介を工夫して、入部率 地域からも高く評価され

部活動の振興 生徒 ・活動時間の確保 Ｂ 数・予算の中工夫をして取り組んで 100%を目指す。各部の取り組 Ａ ている。結果だけでなく、

・活動環境の整備 いる。アンケートでは生徒と教職員 み等を話し合い、共感し、励ま 活動内容を評価するとよ

で意識の差が見られた。 しあう機会を作る。 い。

さわやかな身だしなみを ・全教職員による登校指導 身だしなみ指導では目標以上の成果 全教職員の協力により、社会人 挨拶や身だしなみは地域

徹底する。 ・定期的な身だしなみ指導 Ｂ が見られた。学校内外の活動におい として素養向上を目標とし、学 からも高く評価されてい

・日常的な現場での指導 て、生徒の身だしなみ・ふるまいは 校生活のあらゆる場面で継続し るが、校外での歩きスマ

さわやか浜商生 生徒 ・外部講師によるマナー講座の実施 高い評価を受けた。 て指導をしていく。 ホ等、残念に思う部分も

の育成 商業 自主的な生徒会活動を支 ・生徒の自主的な活動の奨励 計画的な支援と生徒の工夫・努力に 主体的・創造的な生徒会の活動 Ａ ある。校外においても自

援する ・生徒会の主体的活動への支援 Ａ より、前年以上にに自主的・積極的 により、生徒の自己肯定感も育 覚ある行動がとれるよう

・定期的な生徒会通信の発行 に活動できるようになった。生徒会 成されている。これを学校全体 にマナー向上に取り組ん

通信も前年並みに発行できた。 の気風とするとともに、学習意 でもらいたい。

欲等の自己課題解決力向上につ

なげていく。

各種検定に挑戦させ、成 ・検定パワーアップ旬間の充実 検定パワーアップ旬間により、生徒 １年時の学科決定後に、商業に 他校と比較しても成果が

果をあげる ・高度取得を目指す生徒に対する学習 の意識も高まり成果もあったが、2 関する科目を学科ごとに実施す 上がっていない。資格取

支援 年次より専門的な学習が始まること るなど、早い段階から専門性を 得を目標に入学する生徒

スペシャリスト 商業 Ｂ による時間不足もあり、不十分な成 高めた授業を展開する。放課後 Ｂ もいるので、学校全体で

の養成 果であった。生徒の上級資格に挑戦 や長期休業中に上級資格を目指 資格取得に取り組む雰囲

しようとする意識がやや低く、指導 す生徒への継続的な指導を実施 気作りなどの改善を望

を計画通り実施できない部分があっ する。 む。

明るく魅力 た。

ある学校づ 読書環境を整備し、読書 ・朝読書の支援 蔵書の 100%データベース化やレフ 朝読書の徹底、「浜商図書館だ 改善策に示された有効活

くり 創造力のある生 教務 習慣の確立を支援するこ ・利用しやすい図書館づくり Ｂ ァレンスブックの更新などハード面 より」「From Library」の内容充 Ｂ 用に取り組んでもらいた

徒の育成 とで生徒の創造性を育て ・ビブリオバトルの定期開催 の整備が進み、利用しやすい図書館 実、「郷土資料」の整備により い。

る。 環境が整備できた。 図書館活用を推進する。

校外での活動を通して、 ・50周年記念事業の実施 50 周年事業については同窓会・PTA 産学官連携を深め、相互の協力 学校重点目標に設定した

家庭・地域との 総務 地域に貢献するとともに、 ・浜商デパート等の販売実習の充実 ・生徒の協力により成功できた。浜 体制を構築しながら各種行事を 項目であり、50 周年事
連携 商業 浜商の魅力をアピールす ・課題研究における石見 CTVや公民 Ａ 商デパートでは生徒が主体的に活動 展開していく。地域交流につい Ａ 業で終わることなく継続

る 館等との提携と提携企業との商品開 でき、認知度も上がった。生徒の地 ては、部活動を取り込んだ展開 して推進していかなけれ

発 域理解もより深まった。 を検討する。 ばならない。。

ホームページを充実さ ・ホームページの内容の充実と更新 ホームページは年間 200 回以上更新 各行事の実施計画作成を早め、 ホームページは魅力的で

総務 せ、情報発信に努める ・報道機関等への情報提供 し、最新の情報を提供できた。学年 情報を早期に提供できるように 評価できる。校歌を聞く

学年会 学年通信や学級通信で情 ・学年通信や学級通信の積極的な発行 Ａ 通信等の発行については、反省を含 努める。日々の細かな情報提供 Ａ ことができるようにする

報発信に努める めてやや低い評価となった。 については組織的に取り組める 等、さらなる工夫を望む。

魅力の発信と よう工夫をする。

生徒募集 志願者の確保 ・オープンスクールの充実 オープンスクールは参加した中学生 本年度の中学生・保護者の要望 今年度の取り組みについ

・学校行事への参加促進 ・保護者より高い評価を得て、本校 を分析し、参加者に魅力あるオ ては評価ができる。新た

教務 ・広報紙「浜商トピック」の発行 Ａ 理解へつながった。広報紙は毎月中 ープンスクールとなるようさら Ａ な取り組みをすることは

学校に配布し、本校 PR の一役を担 に工夫をする。広報紙は全教職 大変であるが、リスクを

った。 員の取り組みにできるよう発展 恐れずに勇気を持って取

する。 り組んで欲しい。

他人を思いやる心を育み ・人権・同和教育ＬＨＲの充実 生徒意識調査を計画通り実施し、問 今年度校内組織改編に伴い、連 校内での人権侵害に関す

一人ひとりの人 生徒 生徒が安心して生活でき ・生徒意識調査を活用しての実態把握 題の早期発見・早期解消へとつなが 絡不十分な点が見られた。校内 る事例にも適切に対応さ

権への配慮 る学校を目指す ・差別に対する実践的態度の育成 Ｂ った。人権・同和教育 LHR、さわや 指導体制を再点検し、適切な対 Ｂ れている。差別用語など

・アンケート QUの活用 かステージは各学年会・生徒会と連 応に努める。アンケート QU活 を生徒は知らずに使って

安心・安全 携して実施できた。 用の研修をより充実する。 いる場合もあるので、教

な学校生活 職員の丁寧な対応が必要

となる。

生徒の健康状態を把握し ・朝の健康観察の実施 毎朝の健康観察や保健便りの発行を 今後も、健康観察や健康情報の 危機管理と安全意識の観

適切な健康管理を行う ・健康の保持・増進のための啓発活動 通して生徒の健康の維持・増進が図 発信により、疾病やけがの予防 点から、生徒対象の救急

・スクールカウンセラーの活用 られた。30 時間の SC の配置時数の に努める。支援が必要な生徒の 救命講習を開催してはど

・生徒サポート委員会の充実 Ａ 増加分は有効に活用でき、サポート 実態や支援に関する情報の周知 うか。部活動単位での開

委員会・企画会も目標回数を実施す ・徹底を図り、全教職員で取り 催も可能。授業日に開催

保健相談 ることができた。それらを通じて生 組める体制を整える。 が難しい場合には、公民

安心・安全な生 総務 徒支援の具体的方策につながる例も 館などの地域と連携をし

活環境の整備 生徒 あった。 Ａ て、土・日曜日や長期休

事務 安全指導を実施するとと ・防災避難訓練の充実 防災避難訓練・安全点検は計画通り 訓練を通して危機管理意識を高 業中に開催する等の形態

もに、安全点検を徹底す ・校内の危険箇所の点検 実施できた。緊急連絡対応訓練・危 めるとともに、日常の生活に潜 も可能である。

る ・緊急連絡対応訓練の実施 Ａ 機管理研修により、教職員の危機管 む危機を回避するための方策を

・危機管理マニュアルの改訂と研修 理意識の高揚が見られた。本年度導 自ら講じる態度を育成できるよ

・緊急メールを利用した情報提供 入した緊急メールは、情報提供の観 う工夫をしていく。

点から有効であった。

望ましい勤労観・職業観 ・学年毎の進路集会の充実 進路集会・ガイダンス・進路便りの 各分掌の行事の他、授業や特別 計画的な進路指導を通し

の育成に努め、生徒の自 ・適切な情報提供やガイダンス 発行は計画通り実施した。インター 活動でキャリア教育を推進する て生徒の主体性が伸ばさ

キャリア教育の 進路指導 己実現を支援する ・インターンシップの主体的参加 Ｂ ンシップは、教職員の関わりを深め 機会は多い。現状を深化し、連 Ｂ れている。様々な教育活

推進 商業 ・進路便り「ミルフィーユ」の発行 るように変更し、2 年生を対象に 38 携を整備することで、生徒が意 動の場面でのキャリア教

の事業所で実施する。 義を理解して活動できるよう改 育を期待する。

進路実現の 善をする。

支援 生徒の資質、適性、志望 ・きめの細かい生徒面談の実施 学年会との密な情報交換を行い、生 面接指導については、生徒の意 地元就職する生徒が増え

に応じた進路指導を目指 ・小論文・面接指導の充実 徒に応じた指導が実現できた。要支 欲に左右される点が見られる。 ているのは大いに評価で

個に応じた進路 す ・保護者との連携強化 Ａ 援の生徒に対しても、関係分掌との 開始時期や指導方法を見直し、 きる。地元就職の意義や

指導 ・要支援生徒への支援 連携により具体的な支援へとつなが ガイダンスで徹底を図り、面接 地元企業の魅力を生徒に

った。第 1志望の合格率で就職 93%、 での不合格者をなくしていきた しっかり伝えて欲しい。

進路指導 進学 91%を確保できた。 い。 Ａ また、卒業生を呼んで、

生徒 行政・企業・上級学校と ・企業・上級学校訪問の推進 就職環境が好転している影響もあり、 情報提供について、生徒・保護 在校生に体験を話しても

保健相談 の連携を行い、就業先・ ・ハローワークとの提携 地元企業を中心に、求職者数を上回 者のアンケート結果からはまだ らう機会を是非とも作っ

外部機関との連 進学先の確保と情報収集 ・取得した情報の迅速な提供 Ｂ る求人数を確保できた。地元就職の ニーズに応えきれていない。2 てもらいたい。

携 に努める。 視点では、前年を上回る県内就職率 年生で地元企業・学校見学を実

65%（女子 89%）が実現できた。 施し、ニーズに応えられるもの

に改善する。

評価基準 Ａ（できている）＝４．０≧３．１ Ｂ（だいたいできている）＝３．０≧２．６ Ｃ（やや不十分である）＝２．５≧２．１ Ｄ（不十分である）＝２．０≧１．０ （４．０満点中）


