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平成２８年度 県立中部商業高等学校 学校評価（自己評価・学校関係者評価）

NO １
評価 ４ 達成できた ３ ほぼ達成 ２ あまり達成できない １ 達成できない

１ 学校の教育目標

生徒一人一人の能力と人間性・社会性を高めるとともに豊かな教養、商業、生涯スポーツに関する基礎的・基本的な知識・技術を身につけさせ、より良

い社会の実現に向けて貢献できる人材の育成に努める。

２ 教育方針

「自主･礼節･協調」を校訓に、社会の変化に主体的に対応し、 自他の人権と生命を大切にする態度及び

協調性に富む人間を育成する。

（１） 将来の目標を確立し、その実現のために積極的に努力する人間を育成する。

（２） 誠実で公徳心に富み、心身ともに健康な社会人を育成する。

（３） 豊かな教養と技術を身につけ、国際的視野に 立つ産業人を育成する。

３ 学校経営方針

教職員と生徒が相互に理解し信頼を深め、生徒一人ひとりを尊重し、生徒の夢実現に向け、学習・部活・進路などに生徒が自立して意欲的に学校生

活が送れるように、計画的・継続的に課題解決に努める。

（１） 全職員、全生徒の創意工夫に基づき伝統と校風を樹立し、設置学科目標の具現化を図り、特色ある教育 活動に努める。

（２） 主体的、意欲的な学習を奨励するため各学年・各部は共通理解を図り、協力体制を確立し生徒一人ひと りの個に応じたきめ細かな指導に努

める。

（３） 職員は常に教科指導力の向上、特別活動及び進路活動の充実強化を図るため、積極的に研修会等に 参加し、教師としての資質能力の向

上に努め。

（４） 家庭及び地域社会、関係機関との連携を密にし、開かれた学校づくりに努める。

４ 前年度の成果と課題

成果：①職員の協働体制による服装容儀・勤怠状況等の改善に向けた指導強化 ②アクティブラーニング校内研修等による職員の資質向上

③ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄﾃｨｰﾁｬｰや専任ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰと連携した進路の早期決定 ④自習時間等の課題への取り組み

課題：①学力の低い生徒や意欲の低い生徒への対応 ②進路決定率の向上（Ｈ２８決定率80.9％） ③進路変更対策

④勤怠状況等、改善指導に応じない生徒への指導強化 ⑤交通安全に関する意識の強化 ⑥インクルーシブ教育の推進

５ 本年度の努力目標

①学習意欲の高揚と学力の向上 ②進路指導の充実 ③生徒指導の充実 ④保健・安全及び教育環境の整備

⑤豊かな心を育む教育の推進 ⑥特別活動の推進強化 ⑦キャリア教育の推進
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自己 関係 学校関係者から

６ 評価項目 具体的目標 具体的方策 評価 評価項目の達成状況 次年度の課題 者評 の意見・要望・

と改善策 価 評価等

(1)生徒の能力と人間性・社 ①主体的・意欲的な学習を奨励 3.3 ①生徒が主体的に取組む授 課題 ・年度当初に提示

教育目標 会性を高める し、自己教育力の高揚を図る 業や行事の工夫や改善を 挨拶の発声や 3.3 した課題解決に向

(2)各科の基礎的・基本的な ②伝統を発展させる校風と特色 3.0 状態で行う事ができた。 所作が十分に習 けて取り組んだ成

知識・技術を身につけさせ ある学校作りに努める ②各科の目標を意識した生 得できていない 3.6 果が出ている。次

る ③指導方法の改善による自ら学 3.2 活指導やマナー指導の充 生徒への指導の 年度も継続して欲

(3)社会に貢献できる人材の ぶ意欲を持つ生徒の育成 実を行う琴ができた。 充実 しい。

育成に努める。

1学習意 授業を大切にし、基礎的･基 ①凡時徹底のできる生徒の 2.8 ①身なり指導や遅刻指導で 課題 3.6 ・生徒の多様性

欲 の 高 本的事項の指導を徹底し､わか 育成と基本的生活習慣の確 段階指導を取り入れ粘り ・基本的生活習 に応じた課題解

揚 、 学 る授業の工夫を行うと共に、 立を図る 強く指導した。 慣や規則遵守意 決の取り組みが

力 の 向 自ら学ぶ意欲を持つ生徒の育 ②個に応じた指導の徹底と ②管理者による授業観察及 識をさらに高め 3.3 各種検定の取得

上 成に努める。 評価法の検討による意欲と 3.1 び公開授業等で学習指導 る指導が必要 他の成果に結び

学力の高揚を図る 法の工夫改善ができた。 ・単位取得に向 ついており、授

教 また、追試方法の変更に けたさらなる指 業改善や取り組

③インクルーシブ教育の観 3.1 より取得意欲の継続につ 導の継続が必要 み 改 善 が 窺 え

点を取り入れた授業改善に なげた。 ・生徒の実態を る。

育 よる学習意欲の向上と学力 ③授業改善の為、AL型授業 踏まえた学習効

向上を図る や特別支援教育に関する 果を高める授業 3.3

校内研修を実施できた。 改善の検討

計

2進路指 自らの進路を主体的に考え、 ①保護者・地域と連携するととも 3.0 ①進路講話や各学級での就 課題： ・行事の取り組

導 の 充 選択・決定できる能力や態度 に、学年会や関係部署と協力し 職ガイダンス等により、 基礎学力の向上、 3.2 みでは、駐車場

画 実 を育成するとともに、生徒が て進路意識を高め進路決定の向 進路意識の向上を図るこ 夢を達成する自 やその他の連携

夢と希望を抱く進路指導の充 上を図る とができた。 己像の明瞭化 も可能である。

実を図る。 ②進路に関する情報提供の充実と 3.1 ②就職ガイドの発行、ﾒｰﾘﾝ 改善策：進路指 3.6 地域連携の一つ

規範意識の向上 ｸﾞｻｰﾋﾞｽによる情報提供 導部体制が継続 と し て 検 討 す

など進路情報提供の充実 する校務分掌に る。

を図ることができた。 留意する

③進路に応じた面接指導や課外講 3.1 ③ｼ就学支援員よる進路相 3.2
座の充実及び上位検定資格取得 談の充実、小論文及び検

の奨励 定対策、PTA等による模

擬面接等進路体制の強化
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3生徒指 生命の尊重や個人の尊厳を ①基本的生活習慣の確立 3.0 ①集会や面談指導による生 課題：勤怠状況 3.6 生徒の課題やニ

導の充実 基本とする中で、他人への思 活習慣の確立を図った。 の改善 ーズにあった学

いやりや寛容な心の育成に努 習指導や生徒指

める。 ②学校安全・交通安全指導の強化 3.0 ②交通安全集会により安全 改善策：就学支 2.9 導の継続・発展

意識向上を図った。 援員の活用と中

退対策担当を中

③中途退学対策の取り組み 3.1 ③中退対策担当を中心に教 心とした勤怠指 3.0

育相談部、学年部、各学 導体制の充実

科が連携した取組を行

い、中退対策及び長欠者

への対策が強化できた。

4保健・ 教育環境の整備に努め、情 ①生徒・職員の健康相談活動の充 3.1 ①学校医や産業医との連携 課題：職員の負

安全及 緒豊かに、健康で明るく楽し 実 を図り生徒・職員の健康 担軽減と長時間 2.8

び 教育 い学園づくりに努める。 相談活動の充実を図るこ 勤務

環境の とができた。

整備 ②教室内外の美化及び清掃の徹底 2.9 ②教室内外の清掃指導の強 改善策：業務の

と学校緑化・環境教育の推進 化と観葉植物等の配置に 見直しと年休取 2.6

より学校緑化・環境整備 得奨励および管

が推進できた。 理者による毎月

③校内設備や学習環境の整備と安 3.0 ③消防設備修繕及び運動場 の勤務状況把握 3.2

全管理並びに危機管理の充実 改修等により施設の充実 継続

を図ることができた。ま

た、危機管理マニュアル

の改訂を行い、安全・危

機管理体制の充実を図る

ことができた。

5豊かな 人間の尊厳に関わる道徳教 ①個性を尊重し、個に応じた教育 3.2 ①教育相談部及び学年部の 課題：ネット上 3.0 いじめを防ぐ手

心 を 育 育の推進と平和・人権教育に の推進 連携により、教育相談体 での悪口、から てを常に講じて

む 教 育 努める。 制の充実を図り、個に応 かいなどから生 しい。

の推進 じた指導を行うことがで じる生徒間のト

きた。 ラブル

②環境に意識を持ち、自他の敬愛 3.1 ②清掃指導等を通し公共物 改善策：いじめ 2.7 校外の清掃活動

とコミュニケーション力と感受 愛護精神を育成に努め 防止講演会、学 取り組んでほし

性の育成 た。 校いじめ防止対 い。
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策基本方針の策

③教育相談活動と人権教育及び平 3.1 ③教育相談部及び学年部の 定とＨＰへのア 2.7
和教育の推進 連携により、教育相談体 ップ及び職員に

制の充実を図ることがで よる共通理解

きた。

6 特 別 活 心身共に健やかでたくましく ①集団活動及び体験的活動を通し 3.1 ①学校行事（中商祭等）を 課題：各科の特 3.1 中商祭を実践的・

動 の 推 生きる生徒の育成を図る。 た、自主的・実践的な態度の 通じた自主的・実践的な 色を活かした 体験的学習の発表

進強化 育成 態度の育成に努めた。 中商祭の開催 の場となるように

②自主的な生徒会活動とホームル 3.0 ②学校行事（中商祭等）を 改善策：中商祭 3.1 工夫してほしい。

ーム活動の活性化 通じた生徒会活動の活性 への各学科の ボウリング部・陸

化を図ることができた。 関わり方を更 上部の活躍が素晴

③部活動の活性化 3.1 ③ボウリング部の新人大会 に見直す。 3.1 らしい。商業系の

団体優勝、陸上部の全国 部活の活躍を期待

大会入賞･九州大会リレ したい。

ー2連覇など部活動の活

躍が目立った。

7 キ ャ リ 望ましい職業観・勤労観及び ①他者の個性を尊重し、自己の 3.1 ①規律ある習慣と集団生活 ・進路適正検査 3.3 ・全国制覇や１級

ア 教 育 の 職業に関する知識や技能を身 個性を発揮しながら、人々とコ での自己役割を自覚し遂行 を刷新し進路決 合格者を輩出した

推進 につけさせ、自己の将来像を ミュニケーション力の育成 する能力を育成 定に貢献できた。 ことが将来感の育

描ける生徒の ②学習・勤労の意義役割を理解 3.1 ②進路情報を収集し、自己 ・体験的学習を 3.3 成につながり、後

育成に努める し、自己選択力の育成 の将来に併せた進路の決定 積極的に取り入 輩たちに良い生徒

③将来の生き方や生活を考え、 2.9 を行う れ商業高校とし 像や進路決定のイ

自己の将来を設計する力の育 ③自他の進路比較や多様な ての専門スキル 3.1 メージを作ること

成 職業・価値観に触れ、将来 の育成した。 ができた。

設計を行う事ができた。

評価 ４ 達成できた ３ ほぼ達成 ２ あまり達成できない １ 達成できない


