
 

 

 

                                                平成２３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 

 

 

 

 

 学習と部活 

 動の両立 

 

 

 

 

 基礎学力の向上 

 

 

 

 

  教務 

 「わかりやすい授業」を 

  展開し、基礎学力を養 

  成する 

 ・研究・公開授業の実施 

 ・個別指導の充実   Ｂ 

 研究・公開授業は、ほとんどの教科 

 で実施したが、深化させていくこと 

 が今後の課題である。放課後等に自 

 主的に質問に来る生徒が増加した。 

 研究・公開授業の参観では、評 

 価の観点を明確に示すことで、 

 合評会を充実させ、授業改善を 

 図る。 

 

 

 

 

   Ｂ 

 学校ではワードの習得に 

 力を入れているが、会社 

 ではエクセルを使いこな 

 せる人材を求めている。 

 そういう社会のニーズも 

 意識して教育活動をして 

 もらいたい。 

  理解不十分な生徒に対し 

 て補習等を実施し、学力 

 の向上をはかる 

 ・放課後を活用した指導の推進 

 ・長期休業を利用した補習の実施    Ｂ 

 放課後や長期休業を活用した指導は 

 昨年よりかなり計画的に実施するこ 

 とができた。 

 教務部のリーダーシップのも 

 と、より計画的に実施する。 

  家庭学習を定着させ、自 

  学自習の態度を養う 

 ・適切な課題や宿題による、学びの意 

  欲の喚起   Ｃ 

 家庭学習時間調査の結果は昨年とあ 

 まり変わらず、生徒の家庭学習が不 

 足している。 

 教務部が中心となって、各教科 

 と協力しながら、宿題や課題を 

 課す方法を検討する。 

 部活動の振興    生徒 

  部活動の活性化をはかる  ・入部勧誘活動の充実 

 ・顧問による積極的な勧誘 

 ・活動時間の確保 

  Ｃ 

 今年度の部活動推薦の数は１４名と 

 ２５名（文化特別推薦含む）の昨年 

 を大きく下回った。 

 各部の魅力を高めるとともに、 

 積極的に中学生を勧誘する。 

 施設設備を充実させ、活動環境 

 を改善する。 

   Ｃ 

 部活動振興に向けて、共 

 通認識に立った指導体制 

 を作ってもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 明るく魅力 

 ある学校づ 

 くり 

 

 

 さわやか浜商生 

 の育成 

 

 

   生徒 

  さわやかな身だしなみを 

  徹底する。 

 ・全教職員による登校指導 

 ・定期的な身だしなみ指導   Ｂ 

 登校指導や身だしなみ指導によって、 

 生徒の服装や頭髪は、落ち着いてい 

 る。 

 今後も、この指導を学校あげて 

 推進する。 

 

 

   Ａ 

 さわやかな身だしなみや 

 挨拶はきちんとできてい 

 る。 

  自主的な生徒会活動を支 

  援する 

 ・生徒の自主的な活動の奨励 

 ・定期的な生徒会通信の発行   Ａ 

 学園祭などで生徒の自主的な活動を 

 引き出すことができた。生徒会通信 

 も定期的に発行できた。 

 更なる生徒の活動を引き出し、 

 学校の活性化につなげていきた 

 い。 

 スペシャリスト 

 の養成 

  商業 

  各種検定に挑戦させ、成 

  果をあげる 

 ・検定の意義の強調 

 ・検定パワーアップ旬間の充実   Ｂ 

 日商簿記検定２級の３年生の合格者 

 は３人から６人に増えた。全商検定 

 の合格者は昨年と大きな変化はなか 

 った。 

 商業部を中心に検定パワーアッ 

 プ旬間の取り組みを検討し、よ 

 り効果的なものにする。 

   Ｂ 

 資格を多く取得している 

 生徒は、社会に出ても頑 

 張れると評価されるので 

 力を入れてほしい。 

 創造力のある生 

 徒の育成 

   図書   読書習慣の確立を支援し 

  生徒の創造性を育てる 

 ・朝読書の支援 

 ・利用しやすい図書館づくり   Ａ 

 朝読書は概ね実施でき、生徒の読書 

 習慣の確立に役立っている。 

 蔵書の更新に努め、利用しやす 

 い図書館を目指す。    Ａ 

 図書館だよりは保護者に 

 とっても参考になって良 

 い。 

 地域との連携   商業 

  課題研究を通して、地域 

  に貢献するとともに、浜 

  商の魅力をアピールする 

 ・石見ケーブルテレビジョンや公民館 

  等との提携 

 ・浜田のＰＲに貢献する商品の開発 

  Ｂ 

 課題研究の様々な活動は地域に貢献 

 できている。島根ふるさとフェアに 

 出品する製品を開発できなかった。 

 来年度は校外に出る活動をより 

 充実させたい。商品開発に力を 

 入れる。 

   Ｂ 

 出品作品に挑戦したこと 

 は評価できる。来年は出 

 品してもらいたい。 

      ホームページを充実さ  ・ホームページの内容の充実   ホームページはきめ細かい更新がで  更に充実したホームページを目   ホームページは良い。学  



 

 

 

   魅力の発信と 

 生徒募集 

  総務 

   学年会 

  せ、情報発信に努める 

  学年通信や学級通信で情 

  報発信に努める 

 ・ホームページのきめ細かい更新 

 ・学年通信や学級通信の積極的な発行 

  Ａ  き好評であった。学年通信や学級通 

 信もかなり発行できた。 

 指すとともに、学年通信・学級 

 通信で情報発信に努めたい。 

   Ａ  級通信も保護者は学校の 

 動きが解るので期待して 

 いる。 

 

   商業 

  定員以上の志願者を集め 

  る 

 ・オープンスクールの再検討 

 ・情報処理科の積極的なＰＲ 

 

  Ｄ 

 情報処理科に絞ったオープンスクー 

 ルを秋に実施したり、中学校で魅力 

 をＰＲしたが、推薦入試、一般入試 

 ともに志願者は定員を大幅に下回っ 

 た。 

 原因を分析し、対応策をしっか 

 りと検討する。 

 

   Ｄ 

 次年度の最重要課題とし 

 て、生徒募集に取り組ん 

 でもらいたい。 

 

 

 

 安心・安全 

 な学校生活 

 一人ひとりの人 

 権への配慮 

 人権・同 

 和教育 

  他人を思いやる心を育み 

  生徒が安心して生活でき 

  る学校を目指す 

 ・人権・同和教育ＬＨＲの充実 

 ・生徒意識調査を活用しての実態把握 

 ・差別に対する実践的態度の育成 

   Ｂ 

 人権・同和教育ＬＨＲは各学年とも 

 工夫したものができた。生徒意識調 

 査は生徒の実態把握に役立った。 

 差別に対する生徒の実践的態度 

 を継続して育成しなければなら 

 ない。 

   Ｂ 

 

 

 安心・安全な生 

 活環境の整備 

 

 保健相談 

 総務 

 生徒 

  生徒の健康状態を把握し 

  適切な健康管理を行う 

 ・朝の健康観察の実施 

 ・健康の保持・増進のための啓発活動    Ａ 

 生徒の健康状態の把握は、毎朝の健 

 康観察などを通してできている。数 

 多くの情報誌を発行して、啓発活動 

 に努めた。 

 今後も、健康観察、タイムリー 

 な健康情報の発信に努めていき 

 たい。 

 

 

   Ａ 

 非常時を意識しながら、 

 防災避難訓練を実施して 

 もらいたい。 

  安全指導を実施するとと 

  もに、安全点検を徹底す 

  る 

 ・防災避難訓練の充実 

 ・機会を捉えた安全指導 

 ・校内の危険箇所の点検 

   Ｂ 

 新たに地震・津波対策の防災避難訓 

 練を実施した。機会を捉えて、自転 

 車の乗り方などの安全指導を行った。 

 校内の危険箇所を点検した。 

 防災面でも自分で考えて行動で 

 きる生徒を育てたい。通学上の 

 安全指導に力を入れたい。 

 

 

 

 

 進路実現の 

 支援 

 キャリア教育の 

 推進 

 進路指導 

 商業 

  望ましい勤労観・職業観 

  の育成に努め、生徒の自 

  己実現を支援する 

 ・学年毎の進路集会の充実 

 ・適切な情報提供やガイダンス 

 ・インターンシップの活用 

   Ｂ 

 学校独自の活動と、外部講師を招い 

 ての進路別ガイダンスなどの活動が 

 バランスよく行なわれた。 

 ３年間を見通したキャリア教育 

 の全体計画案を作成する。    Ｂ 

 １年生の時に、目的意識 

 を植え付けると本人は伸 

 びるので、しっかり指導 

 してもらいたい。 

 個に応じた進路 

 指導 

 

 

 

 進路指導 

  生徒の資質、適性、志望 

  に応じた進路指導を目指 

  す 

 ・きめの細かい生徒面談の実施 

 ・小論文・面接指導の充実 

 ・保護者との連携強化 

 

  Ａ 

 担任によるきめの細かい生徒面談や 

 多くの教員による小論文・面接指導 

 が熱心に行われた。 

 今年度と同じように、生徒面談 

 や小論文・面接指導に力を入 

 れ、生徒一人ひとりの進路保障 

 に努めたい。 

 

 

 

   Ａ 

 就職と進学の割合はどの 

 くらいか。希望する就職 

 先があまりないために、 

 専門学校等へ進学する生 

 徒もいるのではないか。 

 就職はもちろんのこと、 

 進学の指導にも力を入れ 

 てもらいたい。 

 外部機関との連 

 携 

  厳しい経済状況の中での 

  求人開拓や上級学校訪問 

  を積極的に推進する 

 ・企業・上級学校訪問の推進 

 ・ハローワークとの提携 

 ・取得した情報の迅速な提供 

   Ｂ 

 企業、ハローワークとの連携がスム 

 ーズに行われた。上級学校の情報も 

 適宜生徒に伝わり、その早期進路実 

 現に役立った。 

 厳しい経済状況が続くので、求 

 人開拓に力を入れる。生徒のニ 

 ーズに沿った進学指導にも力を 

 入れる。 

       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） 


