
別紙様式1

１　学校教育目標

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

３　本年度重点を置いて目指す成果・特色、取り組むべき課題

4　自己評価 5　学校関係者評価

評価
領域

重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準
達成
度

重点目標の達成状況の診断・分析 学校関係者からの意見・要望等 評価

○学校行事の円滑な運営 ・教職員の共通理解に基づく学校行事の計画・
立案・準備を行う。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

・学校行事の計画については、各分掌、部活動から広く意見を求めた。各行事
ごとに改善点などの意見を伺い、行事の実施に当たっては寄せられた意見が
反映されるように努めた。滞りなく実施できた。

・積極的に取り組んでいる。

Ａ

○学校とPTAとの密接な連携 ・「PTA会報」（年2回発行）によって保護者と学
校の連携を図る。
・PTA総会やPTA評議員会(年3回実施)、PTA研
修によって保護者の意向を吸収し教職員へ伝
達する。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

・「ＰＴＡ会報」は予定通り年2回（７月・３月）発行した。
・ＰＴＡ役員会、ＰＴＡ評議員会（年３回）、ＰＴＡ研修旅行、各種行事等を通して保
護者との交流、話し合いを密にとり、保護者の生の声を聞く機会を多く作り、保
護者の意向を反映するように努めた。昨年度より多くの保護者の参加があっ
た。

・役員や評議員以外の参
加･交流がもっとあればよ
い。
・さらに保護者の参加が進
むようになればよい。

Ａ

○広報活動の推進 ・ホームページ等による広報活動の推進を図
る。 ４　十分達成できている

３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・ホームページによる情報発信に努めた。行事の様子や部活動の結果等をこと
ある毎に発信し、現在（１月末）９２回の更新を行っている。
・緊急時には、ホームページに加え、緊急メール配信を二年前から行っている。
今年度の加入率は77％である。

･緊急メールの加入率をアッ
プする手立てが必要。
･緊急時だけでなく、行事案
内にも活用してはどうか。

Ａ

○基本的生活習慣の確立と落
ち着いて学習できる環境作りの
推進

・朝の学習や10分間テストに取り組ませ、学校
生活のリズムを確立し、静かに落ち着いて学習
する事を習慣化させる。また、教室移動を早くさ
せる、提出物の期限を守らせる等、基本的な習
慣を身に付けさせる。さらに、落ち着いて勉学に
取り組めるように学習環境を整備する。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

・朝学については、朝のSHR前に落ち着いて学習することで、学校生活のリズ
ムを作ることができる。朝学については、学年団の協力を得て実施している。学
年主任を中心として、学年として必要な内容を検討し、実施することで、臨機応
変に対応できている。宿題等の提出物についても、多くの生徒は期限を遵守で
きており、提出物への取り組みも真摯的である。

･引き続き指導をお願いした
い。

Ａ

○基礎基本の充実を図り、目
的意識をもち意欲的に学習活
動に取り組む態度と知識を活
用する実践力を育成する。

・授業アンケート等を基に教材や授業展開を工
夫し、生徒の学力に応じた基礎基本の充実を
大切にした授業改善を行う。また、生徒が意欲
的に学習活動に取り組み、知識をもとに応用で
きる力を養えるような授業展開を目指す。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

･基礎学力の向上のために朝学を実施している。また、漢字や英単語の習熟の
ために、木曜日には１０分間テストを実施している。クラス別に成績を集計する
ことで、担任の協力を得て生徒のやる気を喚起できている。学校全体での基礎
学力の向上が期待できる。各教科では、授業アンケートを実施し、生徒の意見
を反映させた授業改善を行っている。特に、生徒の興味･関心を考慮した教材
の作成に取り組んでいる。

・底上げが必要。
･基礎学力の向上に期待す
る。
･朝学が学力向上につな
がっているのか。

Ａ

○家庭や部活動との連携のと
れた学習活動の促進

・家庭学習に対する意欲を高め、家庭学習の習
慣を身に付けさせるため、授業の復習に重点を
置いた学習課題を課し、保護者の協力を求め
る。また、部活動の協力も求めていく。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・定期考査や検定試験の前には、部活動単位で勉強会を実施している。また、
課題の提出に不十分な生徒に対しても教科担当者・担任・部活動顧問が協力し
て指導できている。家庭学習の時間については、授業中や全校が集まった場
面で生徒に指導したり、PTA総会・評議員会等で保護者に協力を求めている
が、まだまだ不足している。

･中学校の頃と比べても家での
勉強が少ない。
･部活動によって、家庭学習が
おろそかにならないよう配慮し
ていただきたい。
・家庭学習の定着に努められた
い。

Ｂ

○基本的生活習慣の確立 ・各種立哨活動での挨拶運動、生活指導（講
話、頭髪服装検査など）を通じて礼儀正しさや、
時と場に応じた身だしなみや行動がとれるよう
にする。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

交通立哨、風紀立哨に加えて、教員の自発的な立哨活動も展開されるように
なった。校内は落ち着いており、以前と変わらない規律ある雰囲気を維持でき
ている。挨拶・礼儀指導、服装・頭髪指導も落ち着いて実施できており、朝の立
哨は遅刻の防止にも大きく役立っていると思われる。

･通学時の挨拶や礼儀はよ
い。
・校外における指導もさらに
進めていただきたい。

Ａ

○問題行動の未然防止、及び
問題行動件数、転退学者数の
減少に努める

・学年、教育相談、いじめ対策委員会などにお
ける情報共有を密に行い早期対応を心掛ける。
・各種講話や学校行事を通じた開発的生徒指
導を行う。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

問題行動においては若干の特別指導はあったが、内容としては重いものではな
く、昨年同様に未然防止による効果が表れていると推察できる。また、教育相
談部実施の「ケータイ安全教室」に加え、今年度新たに１年生を対象として「イ
ンターネット・セフティーセミナー」を実施し、ネットにおけるトラブル等の未然防
止に努め、生徒自ら考え、行動する力を育んでいる。いじめの件数も未然防止
の効果で極めて少なく、より良い人間関係の構築に向けて導いている。若干の
進路変更を申し出た生徒もいたが、学年の連携や職員間の共通理解のもと適
切な進路指導を行っている。

･情報開示が必要である。
（保護者と意見を交わす機
会も必要）
・メディアコントロールは大き
な課題である。継続的な指
導をお願いしたい。

Ｂ

○外部団体との連携強化 ・中高連絡協議会や地域社会で得た情報を職
員で共有し、生活指導の場面に活かすことに
よって、生徒の社会性の向上に努める。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

昨年同様に充実した連携体制がとれるよう、機会を見つけてはさまざまな関連
諸機関と繋がりを作るように努めている。
外部機関から得られた情報は可能な限り職員間で共有に努め、生活指導に活
かすことができるよう心がけている。

･引き続き外部との連携に努
めていただきたい。

Ａ

○自らの意思で進路決定がで
きるよう、発達段階に応じた進
路指導に取り組む。

・職場体験及び職場見学、講話、進路行事等を
生徒の発達段階に応じて実施する。
・生徒の進路実現のために各教科、部活動、分
掌と連携をとり、進路希望の実現を図る。
・進路面接、進路希望調査、検査等を計画的に
実施し、進路先の早期決定を促す。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・進路希望調査や進路面接、SPI適性検査模試、進路模試を実施したうえ、生
徒の日常の様子をよく見て生徒の進路適性の把握に努めた。また、卒業生の
体験談や先輩の体験談、インターンシップ、キャリアガイダンス、各種学校行事
を通じて、発達段階に応じたキャリア教育を実施できた。進学・就職ともにほぼ
順調に合格・内定を得ることができた。ちなみに１月末日時点で進学希望者は
すべて進路が決定し、就職希望者についても残り1名が現在結果待ちという状
況である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・3学期になってから、2年
生の就職希望者を対象とした面談を開始し、進路先の早期決定を促している。

･就職先や進学先の情報が
どの程度あるのかがわから
ない。
・進路に関する情報を保護
者にも提供し、連携を図るよ
うにお願いしたい。
・大変よい

Ａ

○進路選択支援のため、個々
の適性に応じた進路指導を行
う。

・生徒、教員、保護者等に進路通信の発行や全
体集会の開催等を通して、進路情報を提供す
る。
・キャリアカウンセリングを積極的に行い、生徒
の進路に関する問題点を把握し、解決を図る。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・進路通信を発行して生徒・保護者に進路情報を提供するとともに社会人ある
いは学生としての心構えや責務について伝えた。進路未決定者については就
職サポーターや教員が積極的にキャリアカウンセリングを行い、ハローワークと
も連携して進路支援を行った。進路関係のLHRをはじめとして、学校行事のあら
ゆる場面で各自の適性に合った進路選択を目指すよう促した。
・今年度は3学期から2年生就職希望者を対象とした面談を行い、進路先の早
期決定を促すとともに、県内定住促進にも努めた。

･保護者との面談機会が少
ないと感じる。
・生徒の将来に関わることな
ので、今後とも指導をお願い
したい。
・大変よい。

Ｂ

平成 ２９年度　山口県立宇部商業高等学校　学校評価書　　　校長(　岩　　本　　武　　久  ）

教育目標・・・・・・校訓「一心」の精神を踏まえ、誠(誠実)・創(創造)・実(実践)の指針に基づいて、期待される宇部商生として２１世紀を切り開いていくさらにたくましい人間を育成する。
中･長期目標・・・①一層豊かな創造力を身につけ、何事も誠実に、努力をもって力強く実践できる人材の育成
　　　　　　　　　　 ②商業に関する教科をはじめ、学校で学んだ基礎的・基本的なことを土台として、将来とも自ら学びつづけ、社会の変化に主体的に対応できる人材の育成
　　　　　　　　　　 ③これからの高齢化･国際化社会にふさわしく、思いやりの心や協調性に富み、明るくたくましく生きるために、常に情操の涵養や体力の向上に努める人材の育成
　　　　　　　　　　 ④規律正しさや礼儀を重んじる校風の中でしっかりした基本的生活習慣を身につけ、潤いのある人生を築くことができる人材の育成
　　　　　　　　　　 ⑤勤労や奉仕の心を尊び、地域社会の行事にも積極的に参加するなど、心豊かな生活ができる人材の育成

平成 ２９年度　山口県立宇部商業高等学校　学校評価書　　　校長(　岩　　本　　武　　久  ）

教育目標・・・・・・校訓「一心」の精神を踏まえ、誠(誠実)・創(創造)・実(実践)の指針に基づいて、期待される宇部商生として２１世紀を切り開いていくさらにたくましい人間を育成する。
中･長期目標・・・①一層豊かな創造力を身につけ、何事も誠実に、努力をもって力強く実践できる人材の育成
　　　　　　　　　　 ②商業に関する教科をはじめ、学校で学んだ基礎的・基本的なことを土台として、将来とも自ら学びつづけ、社会の変化に主体的に対応できる人材の育成
　　　　　　　　　　 ③これからの高齢化･国際化社会にふさわしく、思いやりの心や協調性に富み、明るくたくましく生きるために、常に情操の涵養や体力の向上に努める人材の育成
　　　　　　　　　　 ④規律正しさや礼儀を重んじる校風の中でしっかりした基本的生活習慣を身につけ、潤いのある人生を築くことができる人材の育成
　　　　　　　　　　 ⑤勤労や奉仕の心を尊び、地域社会の行事にも積極的に参加するなど、心豊かな生活ができる人材の育成

総
務
部

【総　 務　 部】本校の教育実践や生徒の活動実績、緊急情報等を一層迅速に情報発信できるよう緊急メール配信システムの加入率を上げるとともに、発信する内容の充実を図る。また学校の良さを報道等を活用し、
　　　　　　　　　地域に積極的に発信する。
【教　 務　 部】生徒の学ぶ意欲の向上と知識の活用能力を育むために、保護者との連携のもと家庭での学習習慣を身につけさせる工夫を考察する。
【生徒指導部】各種学校行事を通じて、生徒に耐える力や思いやりの心、社会的絆を育む活動の充実を図る。基本的生活習慣確立のため、教職員が統一した指導ができるように共通理解の場を適宜設け、継続した
　　　　　　　　　活動を行う。また、外部関係者との連携を図り、チーム学校の体制づくりを行う。
【進路指導部】充実した進路行事を通して、生徒の希望進路実現に向けた資質・能力向上のための指導を行い、キャリア教育の充実を図る。
【保健体育部】基礎体力の向上を図り、体育行事を安全に努める。また、生徒自身による健康管理の徹底や定期健康診断後の事後措置の取組みを徹底させる。
【図書視聴覚部】豊かな心を育む図書活動を推進し、図書・視聴覚教材・機器を可能な限り有効活用できるように、その充実と利便性の向上に努める。
【教育相談部】生徒の実態把握と生徒の支援体制の充実のため、内部・外部との連携をより一層図る。また、講演会の開催等を通して人権教育や道徳教育などの心の教育を充実させる。
【商　　　　 業】授業や行事を通してビジネスマナーやコミュニケーション能力を育成すると共に資格取得を推進する。進路指導部や生徒指導部との連携を図り、ビジネスに対する意識を向上させる。
【業 務 改 善】組織としての協働体制を確立し、効率的な業務遂行を行うことにより、生徒と触れ合う時間の確保に努める。また、職員の健康管理やメンタルヘルスを行う。
【全　　　　 般】学習指導の改善・充実に努め、思考力・判断力・表現力を育成するとともに、学校行事を通して規範意識の醸成を図り、より豊かな人間性と社会性と育む教育活動を推進する。また、地域人材の活用を
　　　　　　　　　推進し、地域との連携を深め積極的な情報発信を行い、開かれた学校づくりを推進する。

①ICTを積極的に活用し、わかる喜び、できる楽しさを実感できる学習指導の改善・充実を図り、基礎学力の定着と資格取得をつうじて専門性を高める教育を推進する。
②日々の学校生活の中で、基本的生活習慣を身につけ、規範意識の醸成を図り、体験的な活動を通して、より豊かな人間性と社会性を育む教育活動を推進する。
③地域や保護者との連携を強化し、積極的な情報発信を行い開かれた学校づくりを推進し、地元で活躍する人材を育成する。
チャレンジ目標･･･①気持ちのよい挨拶を行い、活気ある学校を創ろう。
　　　　　　　　　　　 ②ゴミをなくし、美しい学習環境を整えよう。
　　　　　　　　　　　 ③「小さな学校で日本一」を実現させよう。
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○体力の維持向上を目指す指
導の充実

・各種目のスポーツ活動を奨励し、基礎体力の
向上を図る。

４　目標を達成している
３　前年度より好転している
２　前年度と同じである
１　前年度より後退している

3

・生徒には各種目のスポーツ活動において基礎体力の向上を意識し、継続的
に運動に取り組ませることで、着実に成果を上げている。引き続きこの状態を維
持し、さらに発展していくことで心身共にたくましい生徒の育成を目指したい。

･部活動も含め、心身ともに
健全である生徒指導を引き
続きお願いしたい。
・大変よい。

Ａ

○集団行動の実践 ・「敏速・正確・安全」を旨とする集団行動を実践
する。

４　目標を達成している
３　前年度より好転している
２　前年度と同じである
１　前年度より後退している

3

・集団の一員として、自覚と責任をもって行動することの必要性を理解させた上
で、あらゆる場面で集団行動の実践をすることにより、授業・学校行事等を迅
速・正確・安全に展開することができた。

・よく指導している

Ａ

○健康・安全教育の推進 ・定期健康診断の事後措置の徹底を図る。
・健康な心身・疾病・事故・災害についての基礎
学力を養成する。

４　目標を達成している
３　前年度より好転している
２　前年度と同じである
１　前年度より後退している

3

・今年度の学校保健計画に基づいて管理･指導等を行った。定期健康診断の事
後処置については個別指導や保健だより、クラスや部活動等において繰り返し
啓発したことで、治療完了率も増えている。
・基礎学力の養成については、科目保健の授業や保健委員会活動において指
導し、学校生活や家庭生活で実践できるよう推進した。
・長年の委員会活動が評価され、今年「山口県学校保健・学校安全表彰（学校
保健の部）で優秀賞を受賞した。

･保健委員会の調査と結果
のフィードバックを行い、改
善を継続してほしい。
・生徒の体調管理・基礎学
力向上について、指導をお
願いしたい。

Ａ

○　「豊かな心を育む教育」を
推進するための適切な生徒指
導や読書指導、新規図書・機
器等の購入を行う。

・「図書だより」を充実させる。
・校内読書会を開催する。
・読書感想文コンクール等へ応募させる。

４　十分達成できている。
３　おおむね達成できている。
２　やや不十分である。
１　不十分である

4

・図書だより（「図書室よりお知らせ」）は１５回の発行を行った。広報活動は図
書委員の活動の中心として行い、その成果が図書の貸し出し数増加に繋がっ
た。一昨年度５４５冊、昨年度１４００冊、今年度１月まで１４９４冊の貸出冊数
である。
・「校内読書会（ビブリオバトル）」は図書委員の他、６名の希望参加があり、４２
名の生徒で行った。読書会後の生徒感想は、どれも「充実した時間が持てた。」
というものであった。
・「読書感想文」は国語科と連携し、夏休みの課題として実施し、県審査に３名
の作品が選ばれた。

･読書環境が整えられてお
り、生徒の読書意欲の向上
につながっていると思う。
･本を読むことを定着させて
ほしい。 Ａ

○　図書、視聴覚機器の利用
を促進する。

・必要な図書、視聴覚機器を整え、利用の機会
を広める。
・生徒による、委員会活動や広報活動を充実さ
せる。

４　十分達成できている。
３　おおむね達成できている。
２　やや不十分である。
１　不十分である

4

・図書の選定については、生徒の希望を中心として、生徒が読みたい本を充実
させた。その結果、昨年度に引き続き、貸出数の増加となった。
・８月より図書のバーコード化を行い、図書利用が進んだ。
・視聴覚機器は昨年度を中心に整備し、学校行事等で積極的な利用があった。
・生徒の委員会活動は、これまでと同様に自主的・自発的に行われた。

・引き続き、図書室の充実に
努めていただきたい。

Ａ

○　図書、視聴覚機器に係る
環境を整備する。

・機器操作やアナウンス技術等、生徒の資質を
向上させる。
・図書室、視聴覚教室の、利便性向上に努め
る。
・バーコード化による図書業務の合理化を図り、
よりよい読書指導ができる環境を整える。

４　十分達成できている。
３　おおむね達成できている。
２　やや不十分である。
１　不十分である

4

・生徒の資質向上については、学校行事の進行補助の場において、順調に進
められている。
・施設設備の利用については、学校行事・授業において有効的に活用された。
・図書のバーコード化も順調に進み、今年度末には全図書のバーコード化が終
わる予定である。

･設備の充実は不可欠であ
る。このまま進めてほしい。

Ａ

○生徒の実態把握 ・各種アンケートや教育相談活動、学年支援会
議、教育相談週間等を実施し、生徒の実態を把
握する。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

・１学期に「悩みについてのアンケート」、１、２学期に「Fit（生活アンケート）」、
２、３学期に「心の健康についてのアンケート」、３学期に「教育相談アンケート」
を実施し、生徒の実態把握に役立てた。
・９月１２日～２７日まで教育相談週間を設け、担任が個別面接をした。
・毎日の出欠・遅刻・早退状況や学校生活の中で、気になる生徒について担任
と情報を共有した。
・今年度より始めた学年支援会議を各学年別日に年２回実施し、問題の大小に
関わらず情報共有するとともに、生徒の実態把握に努めた。

・担任だけでなく、第三者機
関への相談機会を増やして
ほしい。

Ａ

○学校不適応等の問題を抱え
る生徒への支援

・個別の事案に対して支援・対応策を、事例検
討会や生徒支援委員会等で検討する。
・学年やスクールカウンセラー、生徒指導、教務
と連携を密にし、早期対応に努める。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・積極的にスクールカウンセラーの活用を促進し、生徒の悩みを解決する一助
となった。また教員や保護者も生徒への対応について助言を受け、教育活動に
生かすことができた。
・今年度より始めた生徒支援委員会を年２回実施し、気になる生徒について外
部の方の意見を伺いながら、生徒の支援方法について協議した。
・関係者と情報を共有し、事例検討会を行うなどし、今後の見通しや対策につい
て協議した。

･多感な年頃である。学校･
保護者･外部からの情報を
共有することが必要である。

Ｂ

○基本的人権の尊重と人権意
識の育成（道徳教育・特別支援
教育を含む）

・LHRや授業において人権教育を行い、人権課
題について自ら考え、解決しようとする態度を育
成する。
・道徳教育講演会を開催し、事物に対する人間
のあるべき態度を育成する。
・校内人権教育研修会及び人権教育委員会を
開催し、校内の人権課題の解決に取り組む。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

・人権に関するＬＨＲを各学年２時間続きで行った。1年生のLHRでは『高齢者』
について、２年生のＬＨＲでは、『アイマスク・手話・点字』についてそれぞれ講師
を迎えての体験学習を実施した。
・１学期に『ケータイ教室』、２学期に『命をみつめて～この世に生まれてきてくれ
てありがとう～』と題した講演会を開催した。
・人権に関する講演会の内容や生徒の感想について、「教育相談だより」で生
徒・保護者に情報提供を行った。
・講師を迎え、教員を対象に『合理的配慮』に関する研修会を開き、理解を深め
た。

・校内ではできているが、校外
でも実践できているだろうか。
・「人を思いやる心」が必要であ
る。人権教育の推進に引き続き
取り組んでほしい。
・まず、教職員に「アサーティブ
コミュニケーション」の研修を取
り入れてみてはどうか。

Ａ

○ビジネスマナーの習得と挨
拶の徹底

・各授業において開始・終了の挨拶に注意をは
らう。
・宇部商デパート、インターンシップなどの行事
の指導を通じ、ビジネスマナーと挨拶の必要性
と大切さを体験させる。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

・登下校時の登校坂での挨拶も含めて、生徒に挨拶の大切さが認識されてきて
いる。いろいろな場面で進んで挨拶が実践できるようになってきた。コミュニケー
ションの入口としての挨拶をしっかり認識できている。
・ビジネスマナーを学ぶ宇部商デパートでの販売・接客におけるお客様への対
応力、インターンシップ等の学校行事でも、実社会を体験させることができ、生
徒の意識が変わってきている。

･登下校時の挨拶はできて
いると思う。「宇部商デパー
ト」の成果だと思う。
・生徒･教員ともに外部講師
を招聘したビジネスマナー
の研修をしてみるのもよい
のではないか。

Ａ

○高度資格取得への挑戦 ・授業で学習した内容の定着、深化を図るた
め、各種検定試験の受験を促す。
・全商３種目以上で１級を合格することを目指す
ことにより、学習意欲を喚起し、将来の目標を
明確にさせる。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・１年間の学習成果の確認としての検定試験を位置づけ、毎時間の授業で学習
内容を理解させ、次の学習への意欲喚起をすることができた。
・得意科目の１級取得の目標を掲げ、それぞれが学習内容の深化を図るため
に受検した。昨年より、３年生は全商３種目以上１級合格者は減少したが、２年
生、1年生には受験の機会を増やし、基礎力の習得と共にさらなる資格取得に
努めさせたい。

･商業に係る検定試験の合
格率向上は必要である。引
き続き指導をお願いしたい。

Ｂ

学校の組織等

○組織機能の活性化（協働体
制の確立）

日常的な業務

○会議・打合せの効率化
○分掌の業務の効率化

勤務状況

○年休等の取得促進
○業務分担と心身の健康管理
の継続

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　　次年度への改善策

【総　 務　 部】緊急情報等を一層迅速に情報発信できるよう緊急メール配信システムの加入率を上げるとともに、学校行事や生徒の活動実績等ホームページで発信する内容をさらに充実させる。
【教　 務　 部】生徒の学ぶ意欲の向上と知識の活用能力を育むために、ＩＣＴの活用をさらに進めるとともに保護者との連携のもと家庭での学習習慣を身につけさせる工夫を考察する。
【生徒指導部】校内外での挨拶やマナーの指導を徹底するとともに、基本的生活習慣確立のために共通理解の場を適宜設け、継続した活動を行う。また、外部関係者とさらに連携を図り、チーム学校の体制づくりを行
う。
【進路指導部】インターンシップやキャリアガイダンス等キャリア教育のさらなる充実を図り、生徒の希望進路実現に向けた資質・能力を養う。
【保健体育部】基礎体力の向上を図り、体育行事の安全に努める。また、生徒自身による健康管理の徹底や定期健康診断後の事後措置の取組をさらに徹底させる。
【図書視聴覚部】豊かな心を育む図書活動をさらに推進し、図書、視聴覚教材・機器を可能な限り有効活用できるように、その充実と利便性の向上に努める。
【教育相談部】生徒の実態把握を行うとともに支援体制の充実のため、情報共有等外部・内部との連携をより一層進める。また、講演会や体験学習等を通して人権教育や道徳教育などの心の教育を充実させる。
【商　　　　 業】授業や行事を通してビジネスマナーやコミュニケーション能力を育成すると共に資格取得に向けた取組の充実を進める。進路指導部や生徒指導部との連携を図り、ビジネスに対する意識を向上させる。
【業 務 改 善】組織としての協働体制を確立し、効率的な業務遂行を行うことにより生徒を支援する時間の確保に努める。また、職員の健康管理やメンタルヘルスを行う。
【全　　　　 般】ＩＣＴの活用や授業改善等学習指導の充実に努め、思考力・判断力・表現力を育成するとともに、学校行事を通して規範意識の醸成を図り、より豊かな人間性と社会性を育む教育活動を推進する。また、家
庭・地域への情報発信及び情報共有に努め、連携を深化させる。

･校内では「よい子」でも、校
外で自立した行動ができて
いない。
・今後とも引き続き運営に努
めていただきたい。

・生徒への指導に関しては、生徒指導部を中心に、全教職員が情報を共有し、
一貫した指導を行うことによって、規律ある学校になっている。
・学校行事等において、教職員間で協働する意識が定着しており、充実した教
育活動につながっている。
・業務時間が昨年度より１０％以上削減されている。
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・各分掌間の一層の連携と調整の促進
・各種会議の効率的な進行
　（分掌・学年・科等）
・ＰＤＣＡサイクルに基づいた組織運営の強化

・全教職員による生徒指導の推進
　（「いつでも・どこでも・だれでも生徒指導」）
・業務集中期の役割分担の推進
・OJTの推進

3

４：９０％以上達成された
３：７５％程度達成された
２：５０％程度の達成であった
１：５０％未満しか達成できな
かった

教
育
相
談
部

・学校改善アンケートの結果をよく分析し、運営に生かすことが必要である。
・携帯電話・スマートフォンについては、生徒の安全面や社会人としてのマナーを身に付けさせるためにも、持ち込み禁止ではなく、使用におけるマナー指導にしてもよいのではないか。
・公開授業日の設定や保護者会の回数の増加など、学校と保護者がもっと情報共有する機会をもったほうがよい。
・ＰＴＡ活動は参加者も増えており、よい傾向にある。ホームページや緊急メールを活用し、より保護者が情報共有できるようになればよい。
・来校時に受ける生徒の挨拶はとてもよい。ただし、校外での挨拶やマナーに関しては課題が残る。
・挨拶やマナーなど、社会に送り出すことを見据えた指導を学校・家庭・地域が一体となって行っていく必要がある。
・環境の整備や教員の研修等を充実させることで、ＩＣＴの活用をさらに進めていただきたい。
・時代の変化もあり、打たれ弱い人間が増えている。部活動等の指導を通して、「打たれ強い」生徒の育成を図っていただきたい。
・離職についての指導もさらにすすめていくことが必要であろう。
・インターンシップがより充実したものになるよう、時間設定等事業者との協議も必要ではないか。

・具体的な内容がよくわからな
い。
･教職員が校内外の問題の把
握に努め、情報を共有すること
は大切である。今後とも引き続
き運営に努めていただきたい。

･具体的な内容がよくわから
ない。
・今後とも引き続き運営に努
めていただきたい。

Ｂ

・朝礼時の伝達票の確実な運用
・職員会議の効率的な実施
　（１時間以内・実施前の資料配付の徹底）
・ＰＤＣＡサイクルに基づいた各業務内容の検討
・前年度踏襲からの脱却

４：９０％以上達成された
３：７５％程度達成された
２：５０％程度の達成であった
１：５０％未満しか達成できな
かった

・朝礼時の伝達票の活用により、正確な情報共有と業務遂行がなされた。
・会議資料の事前配付が定着しており、職員会議が効率的に行われ、業務改
善につながっている。
・各業務において、昨年度の反省に基づいた改善が為された。また、次年度に
向け、課題解決への議論が進んでいる。

業
務
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4

４：９０％以上達成された
３：７５％程度達成された
２：５０％程度の達成であった
１：５０％未満しか達成できな
かった

・教員・事務職員・外部の専門機関との連携が一層図られ、協働体制が構築さ
れつつある。
・各分掌や学年の連携が図られ、効率的かつ効果的な業務運営がなされた。
・それぞれの組織が、ＰＤＣＡサイクルに基づき、必要な改善を図るなどして、よ
りよい組織運営に努めた。

Ｂ

Ｂ

－2－


