
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１７０人（一人あたり５回） 教務部記録 教務
1月中旬までの公開授業実施率35％　参観者数延べ
84人(一人当たり2.5回)
学校全体での体制づくり、雰囲気づくりが必要。

C

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 1月中旬までの統計　合計５６６時間(第2演習室175
時間、第4演習室220時間、第5演習室171時間）

A

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
平均１．７７点（教員の説明力1.86　板書資料1.75　生
徒個人へのアドバイス1.57　けじめ指導1.74　生徒の
興味付2.00）

A

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 平常日(テスト等の直前ではない)平均1時間34分(授
業日87分　休業日114分）

C

検定合格率の向上を図る 各種検定合格率の向上 検定結果 商業

■全商情報処理検定（1月21日）合格率
２級　ビジネス情報部門　1年‥87.9％
２級　プログラミング部門　1年情報処理科‥71.1％
１級　プログラミング部門　2年情報処理科‥60.0％
１級　ビジネス情報部門　2年希望者‥37.0％
■全商簿記検定（1月28日）合格率
２級　１年‥94.3％　１級　財務会計　２年‥35.3％
原価計算　２年希望者‥56.4％

A

一つ上を目指す資格取得に挑戦す
るよう支援する

上級資格受験者数、取得状況の向上 検定結果 商業

1月20日現在の結果
・全商１級3種目以上表彰　21名　・島商研表彰　46
名
・日商簿記2級取得者　9名　・ITﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ試験合格者
16名
・基本情報技術者試験合格者　1名
いずれも過去２か年と比べて向上した。

A

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３０年度入学生から学科の特色を生かした新教育課程
を実施

県教委からの認可有無 教務
平成３０年度入学生の教育課程が承認されたことに
より、新２、３年生も週あたり１時間増で授業を展開
することが決定。

A

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

肯定的な回答
①保護者　８４％
②生徒　　９７％
③教職員　７４％
今後も指導を充実させ、さらに実践的な力を育成した
い。

A

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

肯定的な回答
①全校　６７％（1年57％　2年66％　3年77％）
②全校　８０％（1年74％　2年77％　3年87％）
③全校　８０％（1年75％　2年81％　3年83％）
出商デパートの活動を通して勤労観の涵養がうかが
える。

A

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　２４％
ホームページの更新を求める意見が保護者から複
数寄せられた。体制の充実を早急に図る必要があ
る。

B

創立１００周年記念事業の実施 創立１００周年記念事業実行委員会の開催
記念事業実行委員会
事務局資料

総務 合計６回の実行委員会を開催。１０月１４日の式典を
含め諸事業を滞りなく実施し、２月に決算報告。

A

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１５講座 各教科資料 教務 ２６講座(１４４講座のうち） A

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

保護者アンケート 生徒指導
肯定的な回答
①８４％　②７３％
今後もより徹底を図りたい。

B

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

生徒支援委員会は計画通り５回開催。スクールカウ
ンセラーによるカウンセリングも年間40時間実施。
①肯定的な回答　生徒８４％　保護者５３％
今後も教育相談の機会は充実させたい。

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 年２回全教職員で実施し、不備な箇所の整備を行っ
た。

A

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
進路希望調査を２回実施（４月、１２月）
未定者数　１年　４６名→３０名　２年　４９名→１２名
進路適性検査結果について講演会を実施（１月）

A

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
生徒アンケート　①９１％
保護者アンケート　②６２％
生徒個々の状況に応じた指導に努めた。

A

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

保護者の進路マネープラン参加者；30名、3年保護者の進路
説明会参加者；30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。

進路マネープラン、進
路説明会
生徒アンケート
保護者アンケート

進路指導

進路マネープラン参加者 69名
進路説明会参加者 60名
生徒アンケート　①９２％　　②９４％
保護者アンケート　②６１％
保護者への積極的な働きかけは継続する必要があ
る。

A

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

◇部活動加入率(5月)‥全校90％(1年89％、2年
90％、3年91％)
◇中国大会へ出場‥剣道部、バドミントン部、陸上
部、吹奏楽部、珠算部、ﾜｰﾌﾟﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ部
◇全国大会へ出場‥吹奏楽部、珠算部、ﾜｰﾌﾟﾛｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀｰ部、簿記部、全商英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ
◇部活動関係の会計について、規程を見直し明文化
した。

A

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

肯定的な回答
①５６％　　②６５％　　③７９％
読書には積極的だが、学習において自ら図書館を利
用する力は今後養う必要がある。

B

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 生徒会役員を中心に学園祭を企画運営した。100周
年記念事業として全校アートを作り上げた。

A

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

①肯定的な回答　９３％
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

１年生保護者対象アンケートを５月に実施。広報は
各学期末に発行。おおむね計画は実施できたが、講
演会聴講者は少なかった。

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、専任教員との連携　１
回

A

●保護者の参加意欲を高
めるような講師について情
報を収集する。

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

・本を読むことは知識の習得だけでな
く、文書の書き方、表現の仕方も勉強に
なるので、「何故に本を読むのか？」の
根本も生徒に伝える必要があると思う。

・読書、図書館利用に生徒が親しむよう
に引き続き取り組んでください。

・部活動での活躍はうれしく思うととも
に、職員の負担はいかがでしょうか。

・図書館の利用状況が上がる環境づくり
が必要では。

・今は何でもスマホで調べてしまう傾向
があるが、本で調べることでその周辺情
報も頭に入ってくる（視野に入ってくる）
ので、「なぜ図書館を利用した学習がよ
いのか」をきちんと伝えて生徒も納得し
たら、利用も増えるのでは。

Ｂ
●図書館の活用例などを生
徒、教員に積極的にPRす
る。

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

・本校生徒は実直で真面目であると思
う。さらなる向上を期待します。

・いじめやＤＶなど様態は変わっている。
それらも含めて人権意識の高揚を。

・人権指導を認め、お互いの違いを認め
合える環境をさらに育ててほしい。

・保護者が参加しやすい日時に講演会
を開催するなどの工夫が必要かと思う。

Ａ

●ホームページ更新の環境
整備としてパソコン２台を購
入した。

●分掌、学年会でホーム
ページ担当を決め、行事等
のすみやかな掲載に全校
で取り組む。

Ａ

Ｂ
●生徒の支援のため、保健
相談部、学年会等の連携
のシステムを構築する。

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

・様々な業種の特異性、また現状の現
実を見れる機会が増えるとよいと思う。

・進路情報の提供は各人が目標を持つ
上で大変重要なので、引き続き積極的
に取り組んでいただきたい。

・進路の未定者が昨年に比べ減少して
いるのは一定の効果が出ていると思う。

Ａ

●キャリアパスポート調査・
研究事業の実施校として、
生徒がおのおのキャリア教
育の振り返り、記録を蓄積
する仕組みを構築する。

Ｃ

●アクティブラーニングを意
識した公開授業、教員の自
己目標評価シートでの授業
互見の目標設定は有効
だったと思うので、見学回
数が極端に少ない教員が
減ることを目指した策を追
加する。

●家庭学習の習慣化につ
いて、教務部、学年部が連
携して実態を分析し、それ
をふまえて各教科から学習
材料を提示するなどの具体
策に結び付ける。

●検定の上級資格の難化
をふまえ、教員による教え
込みではなく、生徒が自ら
学習するような姿勢、力の
育成を意識した授業、指導
に力点を置く。

２
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

・実業高校として、技術的な社会人即戦
力は難しいと思うが、人的マナーは可能
だと思うのでさらに充実させてほしい。

・平成30年度からの新教育課程など、
常に時代に応じた改善、変革の取組を
お願いします。

・職場体験や出商デパートでは礼儀正
しい挨拶、対応、困ったときの助け合い
の姿も見られ、指導の成果が表れたと
思う。

・生徒の挨拶はとてもよく、いつも大きい
声で気持ち良い。校外でも同じように振
舞っていてほしいと願っている。出商デ
パートについては、学年が上がるにつ
れて肯定的な回答が多くなっており、体
験を通して学びを深めていることがうか
がえる。

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

・現状の継続を望む。

・挨拶、マナーは校風であり、引き続き
徹底願いたい。

・支援を必要としている生徒への支援を
充実させ、かつ続けていってほしい。

・単にスクールカウンセラーを置くだけで
は本質的な課題解決にはつながらない
と思うので、なにか工夫が必要と思う。

●平成３０年度入学生から
始まる新教育課程の効果
的な運用を図る。
●平成３１年度以降の出商
デパートについて検討委員
会を立ち上げることを視野
に入れる。

外
部
連
携

・情報発信のしかた、また見る側からは
何を要求されるのか一考する必要あり。

・ホームページ等による情報発信では
肯定的回答の低さが気になるが、原因
は何なのか。

・ホームページの更新やＳＮＳでのＮＥ
ＷＳ ＵＰについては、やはり担当が必要
だと思う。広報委員会など設けて先生と
生徒が一緒に運営するなど。

Ｂ

1
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

・学習時間も大切だと思うが、その内容
（質）が時間にとらわれず向上することも
考えていくのも必要だと思う。

・家庭学習目標時間２時間には２６分足
りないが、まずまずではないか。上級資
格取得者を目指すことがより多くの生徒
の目標となるよう指導願いたい。

・保護者アンケートで、子どもさんの家
庭学習の習慣が身についていますか、
の肯定率が低いのが気になりました。

・公開授業については、先生の主体性
に任せるのではなく、はじめから校内行
事（計画）に組み入れて、計画的に実施
するほうが、実施が楽になると思いま
す。学校行事などが少ない時期にやる
など、先生が実施しやすいように学校側
がしむけてあげるとよいと思う。

平成２９年度 島根県立出雲商業高等学校　学校評価

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） 資料 担当分掌
自己評価 学校関係者評価

改善策


