
達成状況 評価 考察 評価

アクティブラーニングの研究と推進 公開授業参観者数延べ１4０人（一人あたり4回以上） 教務部記録 教務

1月17日現在、公開授業実施率55％、授業参観実施数延べ122回
で年度内には達成可能ではあるが、全職員が均等に参観を実施
できていない。授業力向上を目指し、啓発に努めたい。 B

・今後も年間で公開授業1回以上、授業参観5回以上を目標とする。授
業力の向上を図るため他者の授業を参考にするよう、案内を重ねる。
未実施の方とも個別に協議を行う。

ICT機器を利用した授業の研究
ICT機器整備教室の利用した授業２００時間
（１日１回以上ICT機器利用授業の実施）

校務支援システム記
録

教務

10月から各HRに導入されたICT機器の利用状況を年度末にアン
ケート調査するため、現時点では結果は不明であるが、ICT機器利
用は増えたと思われる。全職員を対象に「まずは使ってみる」を実
施して効果を上げていきたい。

B

・互見授業などを通じて活用事例を周知し、「まずは使ってみる」を実
施して効果を上げていきたい。

わかりやすい授業を目指す
生徒授業評価の平均が１点台
(「１」をもっともよいとする４段階評価）

生徒授業評価 教務

生徒による授業評価で「わかりやすい授業」のスコアが2回の調査
平均で、1.88、その他6項目中5項目（板書の内容、熱心さ、生徒へ
のアドバイス、授業中のけじめ）が1点台、１項目（授業に対する興
味関心）が2.00であり、ほぼ目標は達成しているが、授業参観など
を通じての取り組みが今後も必要である。

B

・「授業に対する興味関心」導き出す指導の事例等を周知し、授業互
見なども活用しながら授業の質の向上を図る。

家庭学習が定着するよう支援する 家庭学習時間の平均が２時間 学習時間調査 教務

毎日の学習時間調査2回の平均が1時間43分で目標に届かなかっ
た。調査結果を分析すると毎日の学習時間が０の生徒も相当数い
ることから、家庭学習の習慣を醸成する対策が必要である。 C

・２回の調査を行ったが、結果の分析だけで具体的な方策に結び付か
なかった。今年度の結果を踏まえ、具体的な方策を教科・学年会とも
連携し策定したい。家庭学習の必要性を生徒に意識させる指導を加え
る。

検定合格率の向上を図る
検定合格率の向上
合格率については全国平均を下回らない

検定結果 商業

■　全商情報処理検定（1月20日）合格率
２級　ビジネス情報部門　１年・・・　７８．４％
２級　プログラミング部門　１年情報処理科・・・　９４．３％

１級　プログラミング部門　２年情報処理科・・・　６７．６％
■　全商簿記実務検定（1月27日）合格率
３級　・・・　９７．３％　　　２級　１年　・・・　７７．３％
１級（会計）　２年　・・・　５４．７％
１級（原価計算）　２年選択　・・・　７３．５％

Ｂ

一つ上を目指す資格取得に挑戦する
よう支援する

上級資格検定の受験者数、上級資格検定の取得状況 検定結果 商業

１月21日現在
３年生　全商１級３種目以上表彰　　７名（昨年２１名）
　　　　　島商研表彰　２４名（昨年４６名）
今年度　日商簿記検定２級合格　　  ６名（昨年９名）
　　　 　　ＩＴパスポート試験合格　　　６名（昨年１６名）

Ｃ

学科の特性を生かしながら、特色ある
教育課程を検討する

平成３４年度からの新学習指導要領に合わせた新教育課程策定の
計画と立案

学科・教科主任会 教務
本年度は全体のスケジュール周知を行い、来年度より伝達講習等
が始まり、本格的な策定に取り掛かる予定である。 B

・各種の情報提供、立案スケジュールを策定する。

ビジネスマナー教育の充実を図る

アンケートの評価項目
①生徒は気持ちのよい挨拶、礼儀正しい言葉遣いをしているか
（保護者）
②社会に出て役立つ実践力育成の指導が行われているか（生徒）
③ビジネスマナー教育が身につく指導が行われているか（教職員）

各種アンケート 商業

肯定的な意見
①　保護者　８１％（昨年８４％）
②　生徒　　 ９４％（昨年９７％）
③　教職員　７５％（昨年７４％）

Ａ

・週初めに行う全校朝礼やビジネスマナー講習会、デパートに向けて
の指導などに取り組んでいるが、その場だけにならないようにするた
め、毎日の生活の中で意識して行えるよう教員の共通理解をはかって
いくようにしたい。

店舗体験型販売実習（出商デパート）
の充実を図る

アンケートの評価項目
①購買意欲促進の行動ができたか
②勤労意欲を養うことができたか
③他の生徒のことを考えて行動したか

アンケート 商業

肯定的な意見
①　全校 72.2% (１年５０．０％　２年７０．３％　３年７２．２％）
②　全校 80.4%（１年７０．５％　２年７８．６％　３年８８．４％）
③　全校 81.9%（１年７５．６％　２年８０．８％　３年８６．８％）
昨年 ①67%  ②80%  ③80%
学年が上がるにつれて目指している状態になっている生徒が増え
ている。

Ａ

・今年度は山陰中央新報の新聞広告、ケーブルテレビのニュースでの
告知のほか、インスタグラム、ツイッターにも取り組ませ、広報の充実を
図った。来年度以降についても適切な広報活動を行うことにより多くの
人に来場していただけるようにしたい。

生徒・保護者・地域・中学校等へのタ
イムリーな情報発信（HP等）に努める

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ参加中学生へのアンケート
①オープンスクールは参考になったか
保護者アンケートの評価項目
②本校ホームページを見ているか

各種アンケート 総務

肯定的な回答
①中学生　９９％
②保護者　２５％
ホームページの更新を求める保護者の意見があり、体制づくりが必
要。

Ｂ

・最新情報の更新を行うために、ＨＰ担当者（各分掌･各学年会・部活
動などの中に担当者をお願いする）から情報提供ができる場所をホー
ムページにつくり、掲載しやすい環境とスムーズな情報発信ができる体
制作りを構築する。

地域の各種団体と連携を図り、地域
の活性化に取り組む

外部団体と連携した授業を実施した講座数が１８講座以上 各教科資料 教務

今年度は課題研究の講座数の減少もあり、13講座であった。授業
のみならず、様々な機会を通じて地域との連携による教育機会の
促進に努めたい。 C

・関係各所とも連携し、地域とも連携した教育機会の促進に努める情
報提供、調整を行いたい。

社会人として通用する挨拶・マナー・
身だしなみ・ふるまいの指導を充実さ
せる

アンケートの評価項目
①生徒は気持ちのよい挨拶、礼儀正しい言葉遣いをしているか
②生徒は交通マナーを守っているか

生徒指導部資料 生徒指導

年々あいさつについてはできなくなってきている。身だしなみ等も
同様である。来年度に向けて、新たな対策を検討しなければならな
い。全教員で指導をお願いしたい。 C

・生徒指導部からの指導も必要であるが、全教員で行う。
特に、商業部が行うBMと連携したり、各授業を通して指導していく。

教育相談を充実し、問題を抱える生
徒の早期発見と対処に努める

生徒支援委員会の開催
スクールカウンセラー制度の活用
アンケートの評価項目
①本校は悩みを相談する機会を設けているか

学校保健委員会資料
アンケート

保健相談

・学年会とのより一層の連携が必要であると感じた。
・スクールカウンセラーの活用は頻繁であった。
・「不登校等認定委員会規程」を作成、施行した。

B

安全・安心な学校を目指し、教育環
境の整備に努める

安全点検の実施 学校保健委員会資料 保健相談
・夏と冬の２回、全教職員で点検し、修繕・整備を行った。

A

・専門教育の充実を図るため、30年度入学生からカリキュラムを変更し
ている。。２年になる31年度は多くの科目で１級を受験する。検定試験
の難化をふまえ、教員の教え込みではなく、生徒が自分で考えて学習
していけるような、姿勢、学習していく力の育成を意識した授業、指導
を行うことにより、１級合格ができるようにしたい。

・学校生活や友人関係、学習に困難を抱える生徒が増えているように
感じる。担任・学年会・部活動顧問等と連携し、状況を多面的に把握で
きるようにしていきたい。また、適切な時期に必要な支援が行えるよう、
検討を重ねていくようにしたい。

生
活
指
導

基本的生活習慣を
確立させ、主体的
で明るく、規律正し
い生活態度を育成
する

・「年々挨拶についてはできなくなってきている」ことが
心配である。出商らしさだと思うので、指導をお願いし
たい。
・校内での挨拶は皆元気よく好感が持てた。校外で地
域の人へ自主的に挨拶することもできたら（元気な声
で）良いと思う。
・交通マナーについては自転車の並走を時々見かけ
る。
・あいさつについて、参観日などで学校を訪れた際、
以前よりあいさつをする生徒が減ったなと感じている。
礼儀正しい挨拶等、十分好感を持てる人格形成となっ
ていると思う。

Ｂ

特
色
あ
る
学
校

商
業
教
育

学科の特性に基づ
いて、生徒の個性
を伸ばし、専門教
育の深化に努める

・引き続きビジネスマナーとしての笑顔、大きな声での
挨拶の大切さを教えていただきたい。
・出商デパートの販売実習は非常に良くなっていると
思う。顧客対応もそれぞれ考え工夫されているようで、
好感が持てた。
・保護者、生徒、教職員の全てが高い水準で肯定的な
意見を持っているのは良い状態。又、高学年になるほ
ど肯定的になるのも、学ぶ楽しさや実践する楽しさが
増している状態なので、これも良いと思う。
・簿記等の専門科目について、今後はＩＴ利活用の時
代に入るので、時代背景に沿った教育に期待する。

Ａ

外
部
連
携

・授業に限らず、外部の人との連携は、生徒のみなら
ず先生の勉強になると思うので続けてほしい。
・ホームページの有効活用の検討が必要ではないか。
・保護者が見たくなるようなホームページづくりの工夫
が必要だと思う。情報が保護者や校外に届かないのは
問題である。
・ホームページ、Facebook等のＳＮＳは、情報発信の手
段としては有用であるが、様々なリスクもあるので、運
用には十分配慮する必要がある。

Ｂ

学
習
指
導

学
力
向
上

商業高校として基
礎学力の定着と向
上を目指し、授業
の充実に努める

・自宅での学習が目標２時間に対して、１時間４３分で
あり目標未達である。
・資格取得が全て前年割れであるが、目標が明確に
なっていたのか。
・家庭学習の習慣化の対策が必要ではないか。
・昨年に比べて検定の合格率が下がっているが要因
は何か。
・資格取得だけが全てではないが、昨年に比べて全商
１級３種目以上の人数は１／３に島商研表彰も約半分
に減っているのは、様々な取り組みが活かされていな
いのではないかと感じる。
・家庭学習の必要性が生徒に十分理解されていない
可能性を感じるので一考をお願いしたい。

Ｂ
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生徒の進路適性の把握に努める
前回からの未定者減少
診断結果の面談への利用

進路希望調査
1年生進路適性検査

進路指導

進路希望調査（4月、12月）
未定者数　1年　46名→41名　2年　16名→16名
未定者が減少した。
適性検査結果を3学期に利用予定

B

望ましい職業観の育成に努め、学年
段階に即したキャリア教育で計画的な
指導に努める

アンケート
①進路指導を通して、自分の進路についてより深く考えるようになっ
たか。
②進路選択について、個に応じた適切な指導をしているか。

生徒アンケート
保護者アンケート

進路指導

肯定的回答
生徒➀96％　保護者②52％
生徒の進路意識が高まった。 B

進路情報の提供や個別指導により、
就職・進学の両面における指導を充
実させる

保護者の進学マネープラン・就職講演会参加者；76名、3年保護者
進路説明会参加者；66名
アンケート
①補習・模試・小論文・面接は適切か。
②進路決定に必要な情報が提供されたか。

進学マネープラン
就職講演会
進路説明会
生徒アンケート
保護者アンケート

進路指導

参加者数　マネープラン76名（7名増）　進路説明会66名（6名増）
参加者数が増加した。
肯定的回答　生徒➀88％　②91％　保護者②57％
保護者への情報提供が必要である。

B

部活動を重視し、その振興に努める
部活動加入率の年度比較
部活動予算の執行状況の確認
上位大会への出場や学校行事への参加

生徒指導部資料
会計帳簿

生徒指導

各部とも頑張って活動している。上位大会への出場というような結
果には、直ぐには結びつかなくても、徐々に成績を上げてきている
部活動が多々ある。予算等の執行も良好である。

A

・主顧問、副顧問に関係無く部活動には積極的参加、活動し、生徒の
活動を見守る。

読書を推奨し、図書館の活用に努め
る

貸出冊数、図書館利用時数の増加
生徒アンケート
①自分の学習に図書館を利用できるか
②図書館は利用しやすく親しみやすいか
③本を読むことは楽しいか

図書視聴覚部資料
生徒アンケート

図書
視聴覚

①図書館利用全体55％3年65％②親しみやすい全体58％3年
65％③本は楽しい全体77％3年79％　アンケートはいずれも上の
学年ほどポイントが高くなっている。本は読みたいが時間がとれな
いという面もあるようだ。

C

・教科とも連携を図り、図書館の活用を増やすことで、本に興味を持た
せる。

生徒会活動の活性化に努める
学園祭への積極的な参加
生徒主体の活動

生徒指導部資料 生徒指導

学園祭アンケートの中で生徒は、満足しているという回答が多数で
はあった。来年度は、より生徒自身が積極的に関わることのできる
学園祭に、内容を見直し、変えていきたい。

B

・教員主導の生徒会、委員会活動ではなく、生徒主導の取り
組みを促す。身だしなみ、ボランティア、交通安全指導など生徒同士
の呼びかけを行う。

人権意識の高揚に努め、心身ともに
健康で文化的な学校生活が送れるよ
う支援する

生徒アンケートの評価項目
①人権・同和問題に対する理解が深まったか

生徒アンケート
人権・同和
教育

肯定的な回答①８９％おおむね達成できた。

A

保護者に対する啓発と連携を推進す
る

保護者アンケートの実施と広報の発行（年３回）
講演会の案内

人権・同和教育
担当資料

人権・同和
教育

全校生徒対象アンケートと1年生保護者対象アンケート5月実施。
広報は学期末に発送。講演会の評価は高かった。 A

進路保障の支援に努める 人権同和教育課等との連携
人権・同和教育
担当資料

人権・同和
教育

人権・同和教育課指導主事との連携は例年並みだが、専任教員
担当者とは今まで以上に連携がとれた。 A

・必要に応じて、保護者絵の情報提供や生徒指導部、保健部との連携
を図り、人権意識の向上に努めたい。　・知識的な教育だけでなく人権
意識を高める環境作りについても教職員全体で考えていきたい。

・キャリア・パスポートの振り返りシートに生徒自身の適性に関する記述
欄を設けて、自らの適性を考えさせる。
・キャリア・パスポートにおいて、現時点の学習・部活動・ボランティアな
どの生活全般と、将来の仕事・家庭生活とを結びつける働きかけを行
い、キャリア形成（経験と自信）を意識させる。
・ホームページ内の記載内容は、最新のものをわかりやすい表現で見
つけやすい場所に記載する。進路行事の予告と簡単な報告によって、
進路情報の提供回数を増やす。

部
活
動
・
生
徒
会
活
動
等

望ましい人格形成
を目指した特別活
動への積極的な参
加と学校の活性化
を図る

・高校時代に、部活、学習、本、学園祭どれかに熱中
できることは大切だ。
・スマホに頼らず本人の知識を得ることを生徒たちに
もっとＰＲしたらどうか。
・図書館利用について、「本は読みたいが時間がとれ
ない」という内部評価だが、読む時間をどうつくるか、
優先順位の問題だと思う。（おそらくスマホを使う時間
はあるのだから…）
・出商デパートをはじめ、学校のイベントへは積極的に
生徒が関わる姿が見られるので、継続的した指導を望
む。

Ｂ

特
色
あ
る
学
校

進
路
指
導

自己の目標に向
かって意欲的に学
ぶ生徒を育てると
共に適切的確な進
路指導に努める

・進路について求人が増えているので、どこにするか
興味が湧いていると思う。友人同士の比較もあると思
う。
・低学年の段階から、いろんな職種、職業の方と接して
いく必要があると思う。
・インターンシップや経営者による授業みたいなものが
あっても良いのではないか。
・職場見学、体験の機会を極力増やし、現実者会を感
じた上で自分の将来を考える取り組みが必要である。

Ｂ

人
権
・
同
和
教
育

生徒一人ひとりが
お互いの人権を尊
重し、それぞれの
個性を認め合う心
を育て、差別やいじ
めなどの人権侵害
を許さない実践力
を養う

・お互いがお互いを認めて、いじめのない校風を維持
してほしい。
・アンケートを見ると肯定的な評価なので、引き続きお
願いしたい。
・近年、問題となっている「いじめ」等、社会モラルに
合った教育ができていると感じる。

Ａ
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