
島根県立出雲商業高等学校

達成状況 評価 考察 評価

家庭学習習慣の定着を図る。
学習時間調査を実施し、平常日家庭学習時間１人あたり平均０．５
時間以上の結果を出す。

学習時間調査
定期的な調査はできなかった。１年生２学期期末試験前に調査を行った結果、平日平均４時
間以上であった。学校評価では全く家庭学習をしないと答えた生徒は１８％であり、過年度より
少なくなった。

C
家庭学習に関して、学年会、教科会と連携して
適切な課題を提示し、習慣化を促していきたい。

授業互見で一人５回以上見学する。 教務資料 一人あたり６．６８回の見学を実施できた A

生徒授業評価平均１点台を達成する。 生徒授業評価 平均は１点台であったが、問８興味関心の項目が２点台であった。 B

図書館・メディアを有効に利用して自ら学ぶ姿勢
を身につける

NIEを絡めた図書館活用教育の推進についての研究を継続し、その
成果発表をする。

報告・発表資料
新聞を活用した公開授業の実施、新聞を学習に取り入れた活動の継続に努めた。教科を中心
に図書館活用に努めた。

A
次年度も継続して実施し、ＮＩＥを絡めた図書館
活用をさらに進めていきたい。

商業の特性を生かした諸活
動を推進する。

出商ﾃﾞﾊﾟートを通して地域に根ざした商業教育を
推進する。

肯定的評価９０％以上を達成する。 顧客アンケート
毎回高い評価を頂いている。昨年より生徒主体の企画・運営を行っており、今回はその色合い
を更に濃くすることができた。また新たな企画やイベント等、地域の方にも参加して頂いてお
り、地域と共存する「出商デパート」となるよう取り組んでいきたい。

A

生徒主体の企画・運営が２年目となり、軌道に
乗りつつある。今後は地域との結び付きを更に
強くし、出商ならではの企画についても考えてい
きたい。

各種検定を通して学力を向上
させる。

検定合格率を向上させる。 過去3年間と比較し、平均以上の合格率を達成する。 検定結果
全商検定３種目以上の合格者が例年に比べると半減した。今後は、授業・検定補習等をとおし
ての検定意識の啓発と、効果的な指導方法について検討していきたい。

C

検定意識の啓発については年度当初より様々
な機会をとおして取り組んでいきたい。また、授
業・検定補習のみならず週末課題などを定期的
に課し、年間をとおして計画的に指導していきた
い。

地域・高度教育機関と連携を
密にする。

地域・高度教育機関との交流を進展させる。 年３回以上実施する。 実施回数

専門学校や短大等による学校説明会の開催や、検定試験において専門学校の教員を講師と
して情報処理や簿記の演習を行った。地域交流として大津地区でのボランティア活動や祭りへ
の参加,など活発に交流することができた。また、産学官連携による商品開発から様々な縁が
生まれ、出雲商業や出雲の文化を全国発信できた。

A

高校でできる地域貢献をさらに実践し、島根の
将来を支える人間となるため、地域や高度教育
機関、卒業生との連携を図りながら、各分掌・学
年部・部活動等での交流を学校全体の取り組み
として積極的に推し進めていきたい。

中学校等と連携を密にする。 中学校等関係機関との情報提供を充実させる。 中学生体験入学に定員の２．５倍以上の生徒を集める。
夏に行ったオープンスクールでは376名、定員の２．４倍にあたる参加者が集まりました。昨年
は３．２倍だったので減少しました。今後も内容の工夫をし、多くの生徒が希望するような魅力
ある学校になるよう全教職員で取り組みたい。

B

さらに中学校体験入学の内容を検討し、出雲商
業高校のｱﾋﾟｰﾙに努めたい。
また、生徒が希望するような魅力ある学校にな
るよう全教職員で取り組み、その魅力を校外へ
と発信する機会をさらに設けるようにしたい。

HP、出商NOWで保護者にわかりやすい情報提
供ができるように努める。

HPの更新、出商ＮＯＷの定期的な発行ができるように努める。ま
た、生徒の活動の場となるような取り組みを心がける。

HPの紹介、出商ＮＯＷの配
布。

ＨＰのほぼ毎日の更新、出商ＮＯＷの定期的な発行に努めた。今年度は出商ＮＯＷの編集・発
行を生徒の活動として実践することができた。継続した取り組みを心掛けたい。

Ａ
HPの更新、学校広報誌の定期的な発行に努
め、広く情報発信をしていきたい。

ＰＴＡ総会・地区ＰＴＡの参加者を増やす。 昨年度に対して１０パーセント増の参加者を達成する。
ＰＴＡ総会は昨年並みの１１１名（昨年１１５名）で、地区ＰＴＡは１０４名（昨年１２９名）でどちらも
減であった。総会では進路に関する講演、地区ＰＴＡでは地区割りを変更し４地区開催とした。
今後も保護者の意見を取り入れながら参加者を増やしていきたい。

B
今後もＰＴＡ行事をさらに宣伝するとともに、保護
者の意見を取り入れながら参加者を増やすよう
努力していきたい。

登校における遅刻を減らす。 登校指導における遅刻率を１％以内に抑え。 登校指導における遅刻統計 遅刻はなく、目標は達成できた。 Ａ

本校規定の頭髪・服装の定着をはかる。 頭髪・服装の再指導を０にする。 頭髪・服装チェック 常に再指導となる生徒が若干名おり、０という目標には届かなかった。 Ｂ

交通安全指導等を通して、社会の一員として自
覚や態度を養う。

自転車指導警告カードを交付される生徒を無くす。
自転車指導警告カード交付
一覧

駐車場での未施錠の生徒に対し、重点的に指導を行ったが、０という目標には届かなかった。 Ｂ

危機管理についての理解と具体的行動ができる
ようにする。

生徒・教職員のアンケートで危機管理についての理解や危機回避
に対し適切な行動がとれる（指導できる）という肯定的評価９０％超
を達成する。

生徒・教職員アンケート

防災訓練は学期ごとに実施しています。生徒の中間・学年末アンケートでともに１．５９（94％）
が危機回避のための適切な行動をとることに役立ったとの結果を得ています。教職員アンケー
トにおいても生徒避難における方法の確認ができたという肯定的評価が１．６（95％）の結果を
得ています。

A

今後も緊急の場合の危機回避の対応を真剣に
取り組ませていきたい。
また、災害時には地域との連携が必要なので事
前に協議し、連携を密にしたい。

生徒・教職員の美化活動に対する意識を高め
る。

生徒・教職員アンケートで校内の清掃活動が充分に行われていると
いう肯定評価８０パーセント以上を達成する

生徒・教職員アンケート
清掃活動が十分に行われているという評価は、教職員・生徒ともに８０％以上を達成した。今
後とも美化意識を持ち、清掃活動に積極的に取り組むよう指導していきたい。

A

　校内で積極的な清掃活動を行うよう指導する
ことはもちろんであるが、家庭や地域においても
実践できるよう美化意識の確立を図るようにして
いきたい。今後とも教職員が率先して清掃し、範
を示していきたい。

施設・設備の安全・維持管理を教職員・生徒とと
もに行っていく。

老朽施設の点検を随時行い改修に努めるとともに教職員との連携
を密にし、生徒の施設設備に対する取扱いの意識の高揚を図る。
生徒の施設設備に対する意識の高揚については生徒アンケートで
１．７を切ることを目標とする。

生徒アンケート結果は、１．４４で目標を達成した。昨年も１．４０と高い数値を示しており、自分
たちの学校を大事にしなければならないとの考えが定着しつつある。しかし、築後40年近く経
過した施設・設備は老朽化による修繕箇所が確実に増えている。生徒の安全にかかる箇所の
修繕は優先的に実施してきたが、教員から修繕の必要な個所を発見し次第その情報が事務
に入るので、早め早めに対応ができたと考えている。

A

  施設の老朽化は年々進んでおり、教員等と連
携して修繕が必要な箇所の早期発見に努め、早
め早めの対応によりコストの削減を図る。また、
予算が限られているため、生徒の安全に関わる
修繕は引き続き優先的に実施する。

健康管理
健康的な生活習慣を確立す
る。

保健室利用者に対する適切な指導を担任と連携
して行う。

教職員ｱﾝｹｰﾄで教職員と連携して保健室運営を実施しているという
肯定的評価８０％以上を達成する。

教職員アンケート
教職員との連携に関して非常に高い評価を得た。生徒の中には悩みを抱えている生徒、生活
習慣の確立していない生徒等もいるので、今後とも利用しやすい状況を維持し、利用者には担
任等と連携して適切な指導ができるようにしていきたい。

Ａ
今後も担任、学年部と連携しながら保健室利用に対
する指導をしていきたい。

健康相談 教育相談を充実させる。 気になる生徒への支援体制を強化する。
教職員アンケートで学年会、担任等と連携し、気になる生徒の情報
交換、支援が行われているという肯定的評価８０％以上を達成す
る。

教職員アンケート

特別な支援を要する生徒については、教職員の共通理解が図れるよう、育成委員会で協議検
討した結果を職員会等で報告した。スクールカウンセラーも、概ね毎回利用者があり、有効活
用されていると思われる。今後とも各支援機関や教職員間で連携を取って、生徒の支援の充
実を図りたい。

Ａ

　問題を抱えている生徒に対して早期対応ができるよ
う生徒の変化に注意し、保護者と密な情報交換をして
いきたい。また、情報を共有化し、連携しながら適切な
支援を行っていきたい。

３
．
学
校
生
活

生活習慣 基本的生活習慣を確立する。
０にはならなかったが、限られた少数だと思
います。

B
現状を維持しつつも、違反０を今後も目指してい
きます。

生活環境 生活環境を整備する。

今日的な地域課題でもある防災訓練は学期
ごとに実施されており、評価しますとともに地
域の避難所として、利用に引き続きご協力を
お願いします。

A

今後も各機関、教員間の連携を図ってくださ
い。

A

A

今後も受入先事業所から高い評価を得られるよ
う、学校生活全体をとおし礼法（ビジネスマナー）
や主体的に行動できる力を身に付けさせていき
たい。

外部連携

コミセンでのボランティア体験など様々な地
域交流活動に積極的に参加されており、地
域貢献にもつながるものと評価します。更に
ふるさと学習や地域課題研究の幅を広げら
れ、地域活性化に一役担っていただくよう期
待します。近年進学する生徒が多く専門学
校、大学等の情報など、生徒へ知らせてもら
えればと思います。魅力ある学校づくりに努
めていただきたいと思います。

A

情報発信と積極的参加を促
す。

A

次年度も継続して実施し、授業力向上に役立て
ていきたい。

２
．
特
色
あ
る
学
校

商業教育

出商デパートは毎年高い評価ができる。他
の学校も同様なことをしており、今後も出商
らしい特徴のある出商デパートになることを
期待します。自己評価されているように、検
定合格率の向上について結果が伴っていな
いようですので、この改善方策の検討に取り
組まれることは急務と思います。

A

ビジネス体験を通した勤労
観・職業観を育成する。

インターンシップを通して勤労観・職業観を養う。 肯定的評価９０％以上を達成する。 生徒アンケート

受入先事業所には好意的に対応して頂いており、「挨拶」「言葉遣い」などの礼法や、「積極
性」「自主性」などの勤労意欲について毎回高い評価を頂いている。また生徒の事後感想文か
らは、実習をとおして「働くことの厳しさ・大切さに気付いた」「進路意識が高まった」など充実し
た内容が伺える。

資料

自己評価 学校関係者評価

改善策

1
.

学
習
指
導

学力向上 学力向上を図る。

教員・生徒の双方で目標を揚げて熱心に取
り組まれており、評価します。なお、家庭学
習の習慣化に関して、動機づけ等対応策の
検討をさらに深められるよう期待していま
す。

B
教員授業互見・生徒授業評価を活用し「わかる授
業」に取り組む。

H２５年度　学校評価項目

評
価
項
目

評価領域 中期目標 短期目標 成果・評価指標（数値化）



達成状況 評価 考察 評価

職業観 望ましい職業観を育成する。
進路に関する諸活動を通して望ましい職業観を
育成する。

生徒アンケートで進路学習を通して自分の進路に対する意識が向
上したという肯定的評価８０％超を達成する。

生徒アンケート
「自分の進路について、より深く考えるようになった」という項目に対して肯定的評価が９３％
だった。今年度は従来２年生対象に実施していた職業人講話に１年生も参加させ、講座の数も
大幅に増やした。

Ａ
来年度も職業人講話や企業見学等を通じて、仕
事や働くことについて理解を深める機会を多く設
けたい。

情報活用
進路情報を積極的に活用さ
せる。

適切な進路情報を提供し、進路学習を推進す
る。

生徒アンケートで進路選択や希望する進路に対して情報が提供さ
れたという肯定的評価８０％超を達成する。

生徒アンケート
「進路決定に必要な情報が提供されている」という項目に対して肯定的評価が９２％だった。今
年から３年生の進路体験発表を１・２年生全員で聞く機会を設けた。多くの生徒が刺激を受け
たと感想に書いており、好評であった。

Ｂ
様々な進路希望の生徒に対して、それぞれの進
路決定に有益な情報の提供ができるよう努めた
い。

外部機関との連携を密にす
る。

企業・ハローワーク・進学先等との連絡を密に
し、進路の確保に努める。

学校訪問を２０校以上、企業訪問を３０社以上行う。進学先の卒業
後の進路について追跡調査をする。

実施回数
昨年度の卒業生が就職・進学した先を中心に多くの企業・学校を訪問した。学校卒業後の就
職状況について、進学先の協力を仰ぎ、できるかぎり把握に努めたい。

Ａ
来年度も企業や学校の訪問に力を入れたい。ま
た、就職指導においてハローワークの支援は不
可欠であるので、より一層の連携を図りたい。

保護者との連携を密にする。
必要な進路情報の提供と保護者対象ガイダンス
の充実に努める。

保護者アンケートで有益な進路情報の提供があったという肯定的評
価８０％超を達成する。

保護者アンケート
進路だよりによって、進路学習の状況や進路決定状況等の情報提供に努めた。保護者の関
心の高い進学マネープランについての講演会を２回開催したところ、多くの参加者があった。

Ａ
生徒や保護者に利用してもらえる「進路の手引」
や「進路だより」となるよう内容の充実に一層努
めたい。

進路相談を積極的に行う。
担任との連携を密にして、生徒の希望を把握し、
積極的に進路相談にあたる。

生徒・教職員アンケートで生徒が希望する進路に対して相談しても
らえたという肯定的評価８０％超を達成する。

生徒・教職員アンケート
生徒アンケートの「高校生活や進路決定等の面談を適切に実施している」という項目に対して
肯定的評価が８７％であった。２年生の進路検討会は、生徒の進路希望状況について早めに
把握できるため有意義である。進路相談にあたる担任を今後も支援していきたい。

Ａ
今後も生徒が気軽に進路相談に来やすい進路
指導室であるよう心がけたい。

就職・進学先を開拓する。 生徒の希望する進路先の提供に努める。
生徒アンケートで希望する進路に対して求人・進学先の提供があっ
たという肯定的評価８０％超を達成する。

生徒アンケート
今年度は例年より３年生の進路決定が早く、進学希望者は年内に就職希望者は１月中に進路
先を決定することができた。

Ａ
生徒一人ひとりが将来を見据えた進路決定がで
きるよう、今後も支援を続けたい。

部活動 部活動を充実させる。 各部の入部勧誘活動を支援する。 新入生の部活動加入率９０％超を達成する。 部員名簿 ９４％の加入率となり、目標は達成できた。 Ａ

生徒会活動 生徒会活動を活性化させる。
主体性のある生徒会、専門委員会活動の充実を
はかる。

生徒会・各委員会で、主体的な活動を年間ひとつは行う。 実施状況 各種活動をもっと早めから取り組めていたら、より効果的な活動となっていた。 B

図書館・メディア利用を促進をし、探求型学習の
支援をする。

図書館利用等の状況を活発化させる。 実施状況 様々な教科等で活用があり、積極的な活用が見られた Ａ
各教科等との連携を図り、図書館利用を活発な
ものにしていきたい。

朝読書も含め読書指導を充実させ、読書活動の
習慣化を図る。

図書館ガイドの利用等を含め、貸出図書の増加を図る。 生徒・教職員アンケート 朝読書もしっかり定着し、アンケートからも真剣に取り組む様子がうかがえた。 Ａ 継続して朝読書の充実に努めていきたい。

新聞等での情報収集・活用能力を身につけ、探
求型学習を体験させる。

NIEの活動を利用して教科等での授業実践に取り組む。 NIE実践計画・実施記録 各教科で新聞の活用が見られた。また、各教科の実践記録を集約することができた。 Ａ
NIE担当者と連携して、本年度も継続してNIE教
育に努めたい。

生徒の人権意識の高揚と自己課題化を図る。 生徒アンケートで肯定的評価８０％以上を達成する。 生徒アンケート
　年間計画に沿って概ね実施できた。アンケート結果は、特に大きな特徴はつかめないもの
の、アンケート実施時期が4月初旬のため前年度の講演会などの影響はストレートに出てい
る。

Ａ
　各年比較して分析して見るに、余り大きな変化
がない。継続して、微妙な変化に注視して取り組
みたい。

教職員研修などをとおして教職員の人権意識の
高揚と自己課題化を図る。

教職員アンケートで肯定的評価８０％以上を達成する。 教職員アンケート
　これまで講演を聞く機会の少なかった、外国人にかかわる人権課題についての講演を実施
した。日本での常識が外国人にとっては苦痛に感じることもあるという点に気づかされる良い
機会となった。

Ｂ
　毎年講師の人選には苦慮しているが、テーマ
が偏らないように配慮して実施していきます。

人権・同和教育ＬＨＲの改善・充実を図る。 生徒アンケートで肯定的評価（４．０以上）を全クラスで達成する。 生徒アンケート
　ＬＨＲ後のアンケート結果は、各学年ともに、肯定的な評価を頂いている。集計結果によって
は、学年会と相談の上、３月初旬に講師を招いいて人権講話を実施する。

Ａ
　継続して、学年会との連携を強化し、学年進行
毎に生徒の人権に関する理解や知識が身に付
くように努めたい。

外部連携 保護者連携を密にする。
保護者に対するアンケートを実施し、意識や考え
を把握する。それを踏まえて啓発活動や研修会
の充実を図る。

新1年生の保護者アンケートの実施、「出商ＮＯＷ」等を利用した啓
発活動と人権・同和教育講演会（研修）への参加者増を図る。

保護者アンケート・参加者統
計

　昨年より継続して「学校だより」に1年生保護者アンケート結果の一部を掲載する。また、講演
会の際の外部参加増を考え、実施時期や内容の工夫も試みたが、参加増には繫がらなかっ
た。

Ｂ

　保護者との連携を鑑み、本校独自の1年生保
護者アンケートの実施協力に感謝しております。
講演会への保護者参加増は、課題とはいえ常
に意識しつつ実施していきたい。

人権意識を高揚させ、自己課
題化を図る。

生徒・教職員・保護者が一体となった人権意
識向上に向けた取り組みは今後とも計画
的・体系的に実践されるものと期待します。

A

６
．
人
権
・
同
和
教
育

５
．
特
別
活
動

加入率も高く吹奏楽部の全国大会出場や生
徒商業研究発表での受賞などさらに飛躍さ
れることを願います。

A

豊かな心を育む教
育

豊かな心を育むよう支援す
る。

いじめや不登校がほとんどないという状況は
すばらしいです。

A

人権意識

評
価
項
目

評価領域

４
．
進
路
指
導

適切な進路実現に向けて、様々な支援指導
に取り組まれており、高く評価する。

A

外部連携

進路実現
進路先の決定が早く良かったと思います。今
後も生徒が希望する進路先へ導ける指導を
お願いします。

A

学校関係者評価

改善策中期目標 短期目標 成果・評価指標（数値化） 資料

自己評価


