
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。まったく
家庭学習をしていないという生徒の割
合は減少している。

Ｃ

予習・復習等適切な課題を与
え、教科書等の持ち帰りを指導
したい。進路指導部との連携を
図り、生徒の情報を共有し、取り
組みたい。

授業互見で一人５回以上見学する。 教務資料
平均５．６回は他教科の授業を見学し
た。

Ａ

生徒授業評価平均１点台を達成する。 生徒授業評価 全ての項目で1点台だった。 Ａ

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。学び方のシラバス研究と作成。

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。

Ｂ
ＮＩＥの活動を含め、クラスや教
科で図書館の活用を積極的に促
したい。

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

毎回高い評価をいただいている。今回
から生徒主体の企画・運営を試みた。
今後、更に生徒主体の企画・運営とな
るよう体制を作り、支援していきたい。

A

デパートについては、実社会の組織
体制に近づけるよう研究していきた
い。また生徒全員の参加意識を高
めるとともに、さらなる生徒主体の
企画・運営となるよう取り組んでいき
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

例年並みの合格率を残すことが出来
た。今後も検定強化週間等を通して生
徒の検定に対する意識を高めていきた
い。

A

検定指導については、平素より意欲
向上につながるような指導を続け、
授業・検定強化週間も有効に使いな
がら合格率の向上に努めていきた
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。

夏に行った中学生体験入学では５０５
名、定員の３．２倍にあたる参加者が集
まりました。昨年は２．３倍だったので増
加しました。今後も体験入学の内容の
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。

Ａ

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でより親しみや
すい情報提供を的確に行う。

保護者アンケート以外て肯定的評価８０％
達成。生徒からの聞き取りや、生徒の目
線での情報発信をする。

HP、情報誌などの配
布資料保護者アン
ケート。

ＨＰの毎日の更新、出商ＮＯＷの月１回
の定期的な発行に努め、保護者・地域
への情報発信に積極的に取り組んだ。

Ａ
学校の様子をＨＰ(ホームペー
ジ）や紙面で定期的に情報提供
できるように努めたい。

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総会は昨年より増加し１１５名（昨
年１０３名）で１２％の増、地区ＰＴＡは１
２９名（昨年１６７名）で２３％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

遅刻者はほとんどなく、目標が達成でき
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
ピアスの指導対象は無し。服装指導対
象者が数名いた。

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

ライト・ブレーキの整備不良はほとんど
なくい。2重ロック整備不良の生徒がい
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１．５（95％）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、生徒共に８０％以上を
達成しました。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１．４で目標を達
成した。しかも昨年より『学校施設を大
切にしなければならない』と考える生徒
が増えてきている。しかし、大切に使っ
ても老朽化は確実に進んでいるため、
限られた予算の中で生徒の安全にか
かわる修繕などは優先的に実施した。

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等が
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
る修繕等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８
０％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
価を得ました。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出来るようにし
ていきます。

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

肯定的評価は目標値を超えましたが、
それぞれに対する支援については、な
かなか有効な支援内容を行えないよう
な難しい面もありました。今後とも担任
等と連携し、情報の共有化を図りながら
支援していきたい。

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。

体験実習は「職業観」「勤労観」
を確立する上で有用な方法と考
えている。今後は実習の場で生
徒の「積極性」が発揮できるよ
う、学校生活等で指導していきた
い。

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

ほとんどの生徒が肯定的な評価をして
おり、事後の感想文においても充実し
た実習ができたという意見が多かった。
また受け入れ先事業所にも好感をもっ
て指導していただき、「挨拶」「礼儀」「積
極性」において高い評価をいただいた。

A
A

・知識だけではなく、体験を通して学ぶ経験は本
物のスキルとなります。今後も更にレベルアップ
して下さい。

・出商デパートも生徒主体の企画・運営など実
績が更に向上していると感じる。インターンシッ
プも進路を決めるうえで役に立っていると思う。

・商業高校の特徴を生かした取り組みである。
今後更に充実した企画を期待します。

学力向上を図
る。

・今後とも気になる生徒への関わりを積極的に
持って欲しい。

・保健室の利用が少ない(問題を抱えた生徒が
少ない)という現状は、とても素晴らしいと思う。

A

A

・出雲商業の姿が地域で認められ、学校のイ
メージがアップしています。単なるイメージだけ
ではなく、資格、マナーなど沢山の財産を持って
卒業を迎えられることは本当に今後の人生に
とって価値があると思います。

・左記の実績良い。今後も地域・高度教育機関
との連携を深められると良いと思う。

・体験入学参加者が増えることに比例して、入学
希望者も増加することを期待します。

・情報発信の積極さがうかがえる。

２
．
特
色
あ
る
学
校

外部連
携

ビジネス体験を
通した勤労観・
職業観を育成す
る。

３
．
学
校
生
活

生活習
慣

情報発信と積極
的参加を促す。

基本的生活習
慣を確立する。

・良くできていると思うが、特に清掃・美化意識は
社会人になってからも重要なので、教育機関とし
て徹底されると良い。

生活環
境

生活環境を整備
する。

A

今後とも、けじめある学校生活と
なるよう指導していきます。

評
価
項
目

評価領
域

1
.

学
習
指
導

商業教
育

学力向
上

A

A

A

H２４年度　学校評価項目

自己評価

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。

・家庭学習時間の向上は、学校だけの取り組み
では限界があると思います。本人の勉強に対す
る目的意識が必要ですが、それを持たせるため
にキャリアビジョンで将来像を明確にすると良い
のではないでしょうか。

・授業互見．生徒授業評価とも良い。
 生徒の家庭での学習は卒業後においても大切
なので定着を図られたい。

・家庭学習の習慣付はけ難しいと思いますが、
何らかの仕組み作り等を出来たらよいと思いま
す。

中期目標

・学生らしい姿ですので、このままの状態でお願
いします。

・Bの自己評価があるが、内容的には高いレベ
ルが出来ていると思います。

・挨拶もでき、服装の乱れもなく好感が持てる。

わかる授業を基礎に、生徒が自
ら課題をみつけ主体的に学習に
取り組み、解決していけるよう取
り組みたい。

改善策成果・評価指標（数値化）短期目標

学校関係者評価

資料
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学校関係者評価

資料

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の肯定
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９４％だった。企業見学、職業
人講話等は、生徒の職業観育成に効
果があると考えられるので、今後も続け
ていきたい。

Ａ

来年度は３年生進路体験発表会
や職業人講話など、従来２年生
対象に実施していた進路行事に
１年生も参加させる予定である。

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・活用
させ、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十分提供されたとの
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
９３％であった。生徒の進路決定に有
益な情報提供を今後も努めたい。

Ａ

進路について早い時期から考え
ることは必要である。その手助け
となる有益な情報の提供に努め
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。

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、指標
で示した数値は達成できた。学校卒業
後の就職状況については関心の高いと
ころだと思われる。引き続き調べていき
たい。

Ａ

来年度も引き続き企業・学校の
訪問に力を入れたい。ハロー
ワークの学卒ジョブサポーターに
よる支援は不可欠である。今後
も連携を密にしていきたい。

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。

年２回以上進路に関する調査・相談を行
う。月１回発行の進路だよりによって進路
情報を発信する。

保護者アンケート

進路だよりによって生徒の進路学習の
様子や進路決定状況等、タイムリーな
進路情報の提供に努めた。学校での進
路指導の状況について「分からない」と
答えた保護者が昨年より減ったことは
評価できる。保護者との連携は生徒の
進路決定に不可欠であるので、引き続
き努力したい。

Ｂ

「進路だより」や「進路の手引」を
利用してもらえるよう内容の充実
に努めたい。また今後も保護者
対象の進路ガイダンスを開催し
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の肯定的
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89％で
あった。進路相談に当たる担任をしっか
りと支援していきたい。

Ａ

生徒が気軽に相談に来やすい
進路指導室であるよう心がけた
い。また、保護者とのきめ細かな
連携を深めたい。

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の肯定的
評価８０％超を達成する。

生徒アンケート
1月末現在で98％の３年生が進路先を
決定した。全員が決定するまで全力で
支援したい。

Ａ
生徒一人ひとりが将来を見通し
た進路決定ができるような支援
を今後も続けたい。

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 部活動加入率は９４．７％でした。 A
今後とも加入率増加に努めま
す。

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
全ての委員会で実施できたというところ
まではいきませんでした。

B
全委員会での実施を目指しま
す。

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。

図書館利用等の概要調査の各種デー
ターを昨年度の平均の1.2倍以上にする。

図書館概要調査
例年並みの活用があり、教科等で工夫
した活動が見られた。

Ａ
教科等で有効に活用ができるよ
うに努めたい。

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と、読書記録の提出、
感想文の指導などの記録作成とアンケー
トでの肯定的評価80％以上

記録・生徒・教職員ア
ンケート

朝読書はしっかりと定着してきている。
また、本の貸し出し数も微増ではあるが
前年を上回った。

Ａ 朝読書の継続に努める。

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の活動を利用して各教科での授業実
践。探求型学習のモデル授業の実践を記
録、公開する。

NIE実践計画・実施記
録

年１回ではあったが、複数の教科で公
開授業を実施し、ＮＩＥの活動に取り組
むことが出来た。

Ａ
今後も教科等で新聞の積極的な
活用に努めたい。

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

例年並みの取り組みを概ね実施でき
た。本校入学以前の意識がアンケート
結果を見るに、学年進行とともに徐々に
高揚していると感じている。

B
 昨年並みの取り組みに合わせ
て、アンケート結果の更なる分析
の充実を図りたい。

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

人権・同和教育課による訪問指導に合
わせて、教職員研修を実施しました。事
前のアナウンス不足や他業務と兼ね合
いで出席率がやや悪く反省していま
す。

B
　校内教職員研修会について
は、計画的に実施できるように
務めたい。

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

教材の改善や工夫も無いまま従来の資
料を用いて実施しました。クラス毎で多
少進め方や評価に温度差が見られた
が、概ね例年並みの評価だった。

B
 昨年度の教材で一部見直しを
図り、実施前の勉強会の充実を
図りたい。

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。

出商ＮＯＷ・保護者ア
ンケート・参加者統計

今年度も継続してアンケートを実施し
た。『学校だより』に生徒分と合わせて
結果の一部を掲載します。講演会の案
内もさせていただきましたが、参加者増
は図れなかった。

B

　昨年度のデータを生かし、今後
は年度比較に活用したい。ま
た、講演会への保護者参加増に
ついては、他行事との融合を見
当したい。

５
．
特
別
活
動

６
．
人
権
・
同
和
教
育

B

豊かな心を育む
よう支援する。

・部活動に加入し、努力することは将来において
も重要な意味を持ちます。加入率の増加に努め
てもらいたいです。
・勉強だけでなく、部活動を通じた経験は人間力
アップにつながります。今後もこの状態を維持し
て下さい。

・朝読書継続されたい。

・NIEの回数をもっと増やされたらいいのではな
いでしょうか。

A

A

・自己評価が昨年はAが多かったのに、今年はB
になっている。内容はよく分からないが、自己評
価でもAが付けられるように取り組まれたい。

豊かな
心を育
む教育

人権意
識

人権意識を高揚
させ、自己課題
化を図る。

A

A

・現在の進路選択は、本人・保護者・学校の連
携が必要です。学校説明会も企業説明会など保
護者同伴で参加できるものがあると良い。

・就職の厳しい時代ですが、進路決定までの支
援をお願いします。

・生徒アンケートの高さは評価できる。しかし、ま
だ比較する知識のない子達なので、引き続き高
い次元を目指してほしい。

・今後とも生徒と就職・進学先との橋渡しを高め
られたい。

４
．
進
路
指
導

進路実
現

外部連
携
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島根県立出雲商業高等学校

生徒のみなさんへ

実施日　中間：平成24年７月20日（金）　学年末：平成24年１２月２１日（金）

評価段階

番号 項　　　　　　　　　　　　目 中間 学年末 コ  メ  ン  ト

1 私は、家庭での学習が習慣化するように努力している。 2.56 2.65

2

※　上記に関連して通常授業日における家庭学習時間を答えてくだ
さい。
（１　２時間以上　２　１時間以上２時間未満　３　１時間未満
４　全くしない）

1…  2%
2…29%
3…57%
4…12%

1…  2%
2…25%
3…50%
4…22%

3
学校の授業内容は、自分の学力や専門性を高めるのに役立ってい
る。

1.78 1.76 各教科で授業内容を振り返り、学力や専門性を高めるのに役立っていると実感できる授業を工夫します。

4
学習成績（学期末の成績）は、テストだけでなく、取り組む姿勢や
努力の状況などを含めて、総合的に評価されている。

1.79 1.80 学習成績は、定期テストや課題テストに加えて、課題の提出や出欠状況などさまざまな観点から評価しています。評価に対する質問
があれば教科担当の先生に聞いてください。

5 学習内容に興味・関心を持つよう工夫した指導が行われている。 2.22 2.19 昨年よりは向上しているが、さらに改善するために授業評価を参考に取り組んでいきたい。

6 一人ひとりに目を向けた学習指導、個別指導が行われている。 2.19 2.19 昨年よりは向上している。学力の差が大きい教科については、更なる指導方法の改善に取り組みたい。

7
ビジネスマナー教育、インターンシップなど、社会に出て役立つ実
践力育成の指導が行われている。

1.42 1.40 挨拶や身だしなみなどビジネスマナーの基礎的な部分は定着してきており、外部からも高い評価をいただいています。内容について
も外部講師を招聘するなどし、ビジネスマナーに対する意識を高めていきたいと思います。

8 資格取得にむけての指導が行われている。 1.47 1.36 各授業や検定補習などを通し検定に向かう意識は高まったと思います。今後はより高度な資格取得へ向けても意欲的に取り組んで
ほしいと思います。

9
学校での出来事や諸活動などの情報が、広報紙やＨＰ等で提供され
ている。

1.74 1.59 概ね良い結果が得られた。ホームページの日々の更新や定期的な出商ＮＯＷの発行が良かったと考えられる。

10 私は、登下校時、正しい服装をしている。 1.31 1.18 この状態を継続していきましょう。

11 私は、登下校時、自転車マナーを守っている。 1.43 1.33 これからも安全運転をお願いします。

12
防災訓練は危機回避のための適切な行動をとることに対し役立って
いる。

1.58 1.50 学期ごとに災害に対する対応として避難訓練を実施しています。アンケートの結果として各学年とも１点代で役立っているという評価
を得ました。災害はいつ発生するか分かりません。まさかの時の対処の方法をしっかり身につけましょう。

13 私は、校内の清掃・美化活動を積極的に行っている。 1.79 1.73
　生徒・教職員協力の下、校舎内外ともに概ね清潔な学校環境が保たれていると感じます。清潔な環境は、部活動や学習活動にお
いても直接影響を与えますので、継続して良好な環境を維持して行くことが大切です。

14 学校施設は学ぶ上でも大切にしなければいけないと考えている。 1.44 1.40 『学校施設を大切にしなければならない』と考える生徒が増えてきています。大切に使っても老朽化は確実に進んできていますので、
これからも生徒の安全に関わる部分については優先的に修繕していきます。

15 私は、自分のゴミを持ち帰っている。 1.35 1.34
　持ち込みゴミの持ち帰りは、定着しているように感じますが、ときたま菓子などの包みを見ると残念に思います。このことを、学校と
いう狭い範囲だけではなく、校外でも同様に各自のマナーとして取り組んでいく姿勢が大事です。

16
進路集会、ＬＨＲなどで、進路に関する計画的・継続的な指導が行
われている。

1.66 1.52 各学年とも、年間を通じて計画的、継続的に指導することを心がけています。進路講話、企業見学、体験発表会、LHRでの進路学習
等、より一層充実した進路指導を工夫し、皆さんがよりよい進路選択ができるよう支援していきます。

17
進路希望達成のための、補習、模試、小論文指導、面接指導が適切
に行われている。

1.78 1.54 補習、模試、小論文指導、面接指導、それぞれについて計画的に実施しています。特に、３年次の面接指導については全教員で指
導に当たっています。今後も、生徒一人一人のよりよい進路実現のために支援していきます。

18
企業情報、求人情報や入試情報など、進路決定に必要な情報が提供
されている。

1.72 1.52
「進路の手引」に進路決定までの手順など基本的な進路関係資料は記載していますので参考にしてください。月一回発行の「出商進
路だより」もぜひ読んでください。進路資料室には求人票や学校のパンフレット、受験報告書など様々な進路関係の資料があります。
積極的に利用してほしいと思います。

19
１６～１８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。

1.61 1.41 進路関係では最も評価の高かった項目です。自分の進路について真剣に考える人が増えて嬉しく思います。早い段階から自分の進
路について考え、目標を定めて努力していけば、目標達成が近づいてくると考えます。

20 先生は、高校生活や進路決定等の面談を適切に実施している。 1.73 1.70 学期末の生徒面談等で、皆さんが抱えている問題解決に向けたアドバイスを引き続き行っていきます。進路について先生ともっと話
す時間がほしいという要望がありました。生徒の皆さん一人ひとりとじっくり話す機会を設けるよう努力したいと思います。

21
私は、積極的に部活動をしている。（現在部活動をしている人のみ
回答してください。）

1.31 1.29 昨年より数字が良くなっています。これからも積極的に取り組んでいきましょう。

22 先生は、部活動やその他の課外活動に熱心に取り組んでいる。 1.54 1.58 昨年より数字が良くなっています。これからも生徒の皆さんと共に意欲的に取り組んでいきたいと思います。

23 生徒会・各種委員会は、積極的・意欲的に活動している。 1.78 1.73 昨年より数字が良くなっています。来年度も積極的に取り組んでほしいと思います。

24 先生は、生徒会・各種委員会等の自主的な活動を支援している。 1.74 1.72 昨年より数字が良くなっています。今後も支援していきたいと思います。

25 私は、朝読書の10分間に本をしっかり読んでいる。 1.48 1.45 しっかりと朝読書に取り組み、定着している。継続指導を心掛けたい。

26
自分の学習活動に図書館（新聞、辞書などの資料）を利用すること
ができる

2.39 2.36 多教科で図書館の利用が増えており、継続していきたい。

27 図書館は利用しやすく親しみやすい 2.05 1.98 本の場所、レイアウト等について、中間アンケートでの生徒からの意見を参考に改善したことが、良い結果につながった。継続して学
校司書と協力して図書館の環境整備に努めたい。

28 本を読むことは楽しいと感じる 1.73 1.71 改善されつつあるが、習慣化するよう取り組んでいきたい。

29
ＬＨＲや講演会等を通じて人権を尊重する心と態度を養う指導が行
われている。

1.8 1.64
今年の講演会は大田ふれあい会館の中島シゲ子さんを招き、同和問題について学びました。生徒の皆さんの肯定的評価も約８０％
とでした。生徒の皆さんが書いていただいた感想も送付し、大変喜んでおられました。また、ＬＨＲでの担任の先生方の熱心な取り組
みにより昨年並みの評価を得ております。

30
ＬＨＲや講演会等により人権・同和問題に対する理解や認識が深
まった。

1.82 1.67

年度はじめの人権・同和問題に関するアンケートにおいては、同和問題を知らないと回答する生徒の比率は昨年同様２７％であっ
た。この現状を踏まえ高校においても同和問題の継続的な指導の必要性を感じています。また、同様の質問も学年進行で徐々に
減っている結果を見ると、個々の理解や認識の差はあるものの確実に効果は上がっていると思われる。今後もＬＨＲや講演会を通し
て更なる人権意識の向上につとめていきたい。

31 先生は、生徒の悩みについて相談にのり、適切に対応している。 1.95 2.09 担任や部顧問、保健室を中心に日頃から生徒のみなさんとコミュニケーションを取るように心がけています。面談週間や、ＬＨＲ等を
一層有効に活用し、適切に対応していきたいと思います。生徒の皆さんも、気軽に声をかけてください。

32 出商での高校生活は充実している。 1.62 1.61

この項目の評価が１点台になることが、私たち教員の願いです。結果は評価が大幅に上昇した昨年からさらに値が上昇しています。
（昨年、中間・学年末ともに１．７，一昨年は、中間・学年末ともに１．８）となりました。このことからみなさんがおおむね充実した学校生
活が送れているということが分かります。さらに授業、部活動、学校行事等の改善を行っていきたいと考えています。また充実した学
校生活は、困難なことにチャレンジしてこそ達成感が得られるということも忘れないで、今後も学校生活に積極的に取り組んでもらい
たいと考えています。

全項目平均 1.77 1.71

学年末のほうが下がる傾向にあるが、前年度よりは向上している。
生徒の授業評価も良好であり、学習成績も学校全体では上向いている。
家庭学習時間の定着に向けて更に工夫していきたい。

全校平均

　　　　　　　平成24年度　学校評価表（中間・学年末・生徒用）結果報告　

　１・２学期末に行いました学校評価アンケートにつきまして、協力ありがとうごさいました。中間アンケートにおいて、その結果を反映させ、よりよい学校となるよう取り組んできました。中間アンケートと同様、学年末アン
ケートの集計結果を作成し、それに関するコメントを作成しました。皆さんからたくさんの意見・要望もいただきましたが、それも考慮に入れてコメントしています。このコメントを通して教職員の考えを理解してもらえば幸い
です。今後も意見を交換しながら、よりよい学校生活をめざしていきましょう。

　　　　　１　あてはまる　　　２　ある程度当てはまる　　　３　あまり当てはまらない　　　４　当てはまらない
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保護者のみなさまへ
島根県立出雲商業高等学校　総務部

回収率　８９．５％（４１０／４５８）

評価段階

　　　　　１　十分できている　　２　おおむねできている　３　やや不十分である　４　不十分である　５　わからない

番号 項　　　　　　　　　　　　目 平均 コ  メ  ン  ト

1 お子様は、家庭学習の習慣が身についていますか。 2.7
昨年と変化ありません。
各学年会で小テストや一般常識テストを週1回実施しているのでその取り組みへの支援を考えていきた
い。

2
本校ではビジネス教育に重点をおいていますが、出商デパート
やインターンシップなどをとおして特色ある学校になっていま
すか。

1.6

今年のデパートでは生徒主体となるよう企画・運営を試みました。生徒の反省からも良かった点、改善
策等たくさんの意見があり、次回デパートに生かしていきたいと思います。インターンシップでは、ほとん
どの企業から「挨拶」「礼儀」「積極性」において高い評価をいただきました。今後も社会の一員として求
められる力については、ビジネスマナー等を通して指導していきたいと思います。

3 資格取得に向けて、適切な検定指導が行われていますか。 1.9 年度当初の予定通り計画的に検定補習を実施でき、検定に向かう意識を高めることが出来たと思いま
す。今後はより高度な資格取得に向けても計画的に指導していきたいと思います。

4
ホームページは各行事等で更新していますが、ご覧になってい
ますか。 2.9 本年度は毎日ホームページの更新を心掛けて実践してきた。いつでも最新の学校の取り組みや生徒の

活動や緊急情報が伝わるように継続して情報提供していきたい。

5
ＰＴＡ活動において学校と保護者の皆様との連携は十分になさ
れていますか。 2.4

おおむねできているという評価（２．０）とはなりませんでした。しかし、ＰＴＡ活動については評議員の方
を中心に積極的に参加していただき、熱心に活動いただいております。ＰＴＡ行事の参加者については、
総会は１１５名（昨年１０３名）と増加しました。講演会もあわせて実施し、みなさまの参加に努めておりま
す。地区ＰＴＡでは逆に１２９名（昨年１６７名）と減少してしまいました。実施時期は、１学期の成績決定
後に、時間も希望により平日の夜あるいは休日に実施することとしております。、今年は休日開催はあり
ませんでした。例年１地区の人数が少ないという理由から今年度は４地区開催としましたが、参加総人
数が減少してしまいました。今後はさらに保護者の皆様との連携を推進するためご意見をお聞きし、共
によりよい学校づくりをしてきたいと思います。ＰＴＡ活動にご参加のほどよろしくお願いいたします。

6 本校の生徒はあいさつがきちんとできていますか。 1.9 商業高校生として地域社会の中のでも、身に着けたマナーを実践してほしいと思います。

7
本校の生徒はルール（頭髪・服装・携帯電話・自転車の運転な
ど）を守っていますか。 1.8 頭髪・服装、自転車の運転マナーは良い状態ですが、携帯電話の不正使用は例年並みでした。携帯電

話の使用方法・モラルについてはご家庭でも話し合っていただければと思います。

8 校舎内外の環境はきれいに保たれていますか。 1.9
　生徒、教職員でより一層美化活動に努めて生きたいと思います。また、引き続き持ち込みゴミの持ち帰
りにご協力をお願いいたします。
　安全点検を年2回実施し、修繕の必要な箇所等については、適宜修繕をしております。

9 お子様は規則正しい生活をしていますか 2.4

10
学校は健康で安全に活動できるよう適切な指導をしています
か。 1.9

11
学校はお子様や保護者の皆様の悩みについて相談できるよう機
会を設けていますか。 2.3

　生徒の皆さんとは１・２学期の学年末試験終了後１週間の面談週間を設けております。保護者の皆さ
んとは５月のＰＴＡ総会、夏休みの保護者面談、スクールカウンセラーとの相談（日時は、お子様を通じ
て連絡しております。学校のホームページにも掲載しております。）を設けております。それ以外の時で
も担任、または保健相談部にご連絡いただければ相談に応じることが出来ますのでご利用ください。

12
進路選択について、段階を踏んで個に応じた適切な指導をして
いますか。 2.1

各学年とも、年間を通じて計画的・継続的に指導することを心掛けています。進路講話、企業見学、体
験発表会、ＬＨＲでの進路学習等、より一層充実した進路指導を工夫し、生徒の皆さんがより良い進路
選択ができるよう支援していきます。生徒や保護者との面談ではしっかりと信頼関係が築けるよう今後
も努力していきたいと思います。

13
学校はお子様や保護者の皆様へ進路決定に役立つ進路情報の提
供ができていますか。 2.2

「進路の手引き」に進路決定までの手順など基本的な進路関係資料を記載しています。また、月一回発
行の「出商進路だより」によって生徒や保護者の皆様に最新の進路情報を提供するよう努めました。進
路資料室では求人票や学校のパンフレット、受験報告書等、様々な進路関係の資料が閲覧できるよう
にしてあります。積極的に活用して欲しいと思います。

14
部活動に積極的に参加・活動できるような環境作りができてい
ますか。 1.9 不十分な面もありますが、今後ともご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

15
生徒会・各種委員会等が積極的、意欲的に活動に取り組むため
の指導ができていますか。 1.9 活動における自主性・主体性の弱い面がありますので、今後はそういう点の指導に努めていきます。

16
学校は人権を尊重する心と態度を身につけることができるよう
な人権教育を行っているとおもいますか。 2.0

新入生保護者アンケートへのご協力ありとうございました。結果の一部は『学校だより』に載せ、広報活
動などの充実を図り、見えるように工夫したいと思います。また、継続して人権・同和教育講演会への案
内はお子様を通してご案内しますので、ご多忙とは存じますが参加お願いします。

17
お子様の出欠席や早退及び学校での様子など、家庭と学校との
連絡がきちんとできていますか。 1.8

評価としておおむねできているとの評価をいただきました。欠席、通院等の連絡につきましてご負担では
ありますが、引き続きご連絡のほどよろしくお願いいたします。学校でのお子様の様子につきましても、
より一層連絡を密にしていきます。

18
お子様が本校で学ぶことによって、充実感や満足感を持つことができ
ていますか。 1.8

生徒の学年末アンケートでも同項目に対し、１．６と充実感や満足感をもって学校生活を送っている様子
が伺えました。各アンケートでいただいたご意見を反映させながら、お子様が充実感をもって学校生活
が送れますよう努力していきたいと思います。

全項目平均 2.1

　学校生活を有意義に過ごすためには健康な体と精神が大切です。学校でも健康で安全な生活が出来
るように指導していきますが、ご家庭での指導もよろしくお願いします。

平成24年度　学校評価に関するアンケート（保護者用）に対しての結果報告　

　昨年１２月に行いました学校評価に関するアンケートにつきまして、ご協力ありがとうございました。皆様からいただきました評価の結果、及びそれに関するコメント
を作成いたしました。また、本校の教育活動等を改善するための提言もいただいておりますが、それも考慮に入れてコメントしております。このコメントを通して教職員
の考えを理解していただけたらと思います。改善すべき点を改善し、生徒・保護者にとりましてよりよい学校となるように取り組みたいと思いますので、今後ともご支
援・ご協力のほどよろしくお願いいたします。


