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（平成 28 年度策定）
①専門性を追究した教 ①専門性に対する
育活動を充実させる。 目的を持った意欲
②商業と工業の連携に 的な学習活動を推
よる特色ある教育活動 進する。
を実践する。
②商業と工業の連
③学力及び技術技能の 携による学科を超
基礎力を確実に定着さ えた教育活動を充
せる。
実させる。
④学習指導方法の改善 ③④授業改善のテ
を推進する。
ーマを「すべての
授業において、生
徒の活動を取入れ
た授業を実践し、
生徒が自ら学ぶ姿
勢を育成する。」
とする。

具体的な方策
評価の観点
①資格取得や有用な各種 ①資格取得や各種
検定への合格対策講座を 検定の合格者が増
定期的に実施する。
加したか。
②「総合的学習の時間」 ②商業と工業の学
および「課題研究」で学 科を超えた連携事
科を超えた教育活動を充 業を充実すること
実させる。
ができたか。
③④教科会で「授業内に ③④教科全体とし
おける生徒の活動」につ て、共通な取組を
いて検討し、具体的な取 行うことができた
組を実施する。また、研 か。また、テーマ
究授業において、テーマ を取り入れた研究
を踏まえた取組の成果を 授業ができたか。
発表する。

①社会人基礎力と豊か ①生徒個々の日常
な人間性を育む。
的行動や動向を注
②主体性を育み自立し 視し、生徒とのふ
た人間の育成を図る。 れあいを通して基
③教育相談体制の充実 本的な生活習慣や
を図る。
規律、マナーを身
④学校行事や特別活動 につけさせる。
及び部活動の活性化を ②校内外の巡回指
図る。
導等など、地域と
連携しながら、生
徒のマナーの向上
を図る。
③スクールカウン
セラーとの連携に
よる教育相談体制
の充実に努める。
④学校行事や生徒
会活動、部活動に
ついて、新校舎移
転等への対応を計
画的に行う。
④生徒主体の学校
行事を実施すると
ともに、部活動加
入率を上げ各部の
活動の活性化を図
る。

①基本的な生活習慣や規 ①生徒の生活習慣
律、マナーが定着するた の定着のための組
めに、保護者や関係部署 織的な指導ができ
と連携・協力し、声かけ たか。また、挨拶
等の指導を積極的に行 をする生徒が増加
う。
したか。
②遅刻をなくすために、 ②遅刻防止指導を
保護者と連携した生活習 年５回以上実施
慣全般の改善を指導す し、遅刻の回数が
る。
減少したか。
③カウンセラーの来校日 ③毎学期のカウン
について広報し、カウセ セリング日程等の
リング室をより活用しや 広報が行えたか。
すい雰囲気づくりを行 ③生徒の抱える問
う。
題や情報を把握
③生徒の心の悩みをいち し、支援体制が有
早く認識できるよう努 効に機能したか。
め、解決に向けて、職 ④新校舎移転等に
員、保護者、カウンセラ 対応した学校行事
ーと情報交換を密に行 の計画・実施でき
い、教育センター等の連 たか。
携した取組を行う。
④積極的に学校行
④新校舎移転、除却工 事に参加する生徒
事、グラウンド改修等を が増えたか。
想定した学校行事を立案 ④前年度より部活
する。
動加入率が上がっ
④部活動加入率を上げる たか。また、活発
べく、各部の活動を広報 化した部活動が増
する等の方策を立案し、 えたか。
実施する。
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①実際的・体験的学習 ①②商業と工業の ①キャリア教育実践プ

３

学校評価報告書（実施結果）
校

内

評

価

達成状況
①アンケートでは、85%の生徒が、資格取得・各種検定の受検・各種競技会（ワー
プロ、ものづくりコンテスト等）等を受検、または参加し、学習活動を充実させ
ることができたと回答している。①ワープロ競技大会では個人の部で優勝し全国
高等学校ワープロ協議大会に出場した。①簿記では、少人数学習を行うことで意
欲向上と資格取得への効果が上がり合格者が増加した。マーケティング、経済活
動と法では積極的に資格取得に取組み、情報処理では検定試験で一定の成果を上
げることができた。それらは進路実現を見据えた積極的な動機に繋がっている。
①課題研究では、産学連携の試みとして楽天ネットショップでのコラボが実現
し、生徒が考案したギフトセットが販売された。①事前講習会を行った結果、第
一種電気工事士２名、第二種電気工事士７名の合格者を出すことができた。①県
のロボフェスタに参加し、宇宙エレベーター等の課題研究の成果を出展した。①
ものづくりコンテストへの参加生徒で専門技術の大切さと、ものづくりの楽しさ
を教えた。①資格取得では特に、危険物取扱者（乙１～６類）全類取得を目指す
よう指導し、４名の生徒が取得した。
②アンケートでは、79%の生徒が、外部機関（コンビニ、楽天等）と連携した授
業、ものづくりとビジネス（本牧館とのパンの商品開発）等、特色ある教育活動
を実践し充実させることができたと回答している。②課題研究では両科が連携し
「商と工のものづくり」と題し、キーホルダー型の印鑑『革印』を全国産業教育
フェアで発表し好評価を得た。
③④アンケートでは、86%の生徒が、各教科で生徒の主体的な活動（実験、実習、
課題等の発表、グループ学習等）を取り入れた授業が実践され、思考力・判断
力・表現力等の育成につながったと回答している。③④「授業内における生徒の
活動」は各教科で取組を検討し、研究授業では生徒の状況を把握しつつ様々な活
動を取入れた授業を発表することができ、生徒が主体的に学ぶ意欲を高めること
に繋げた。③④授業改善は、グループでの学習を取入れ生徒同士で意見交換の時
間を設定しコミュニケーション能力や課題解決能力を育てることができた。
①アンケートでは、「とてもそう思う」「そう思う」「ややそう思う」を合わ
せて85%の生徒が、服装・頭髪指導や自転車指導、携帯電話教室の実施等の取組
みにより、マナーを守る等の規範意識を持って生活するという態度が育成された
と回答している。①基本的な生活習慣や規律、マナーが定着するよう、毎朝、当
番職員が正門に立ち、登校時の服装指導を含めた朝の声かけを組織的に実施し
た。また、校門指導だけでなく全校集会においても周知徹底を訴えた。
②年間5回定期試験後に、遅刻指導に当たった。概ね、個々の生徒の遅刻回数
は減少しているが、1 学年は遅刻をする生徒数が増え、保護者と連携しつつ指導
をしている現状がある。②校内外の巡回指導等しているが、地域の方々からの自
転車の乗り方についての苦情が多く寄せられた。②年間２度の自転車指導週間で
は登下校における事故防止を全職員で指導した。
③年2 回、いじめアンケートを実施し早期発見・未然防止に努めた。③１年生
を主に携帯電話教室や人権研修を行い、生徒の規範意識を高めることが出来た。
③カウンセリング日程等も広報を確実に行うことにより、相談を受ける生徒も多
くなり、活用しやすいようである。③ケース会議や生徒情報交換会は定着し、授
業担当者間での情報の共有はできた。
④アンケートでは、「とてもそう思う」「そう思う」「ややそう思う」を合わ
せて85%の生徒が、文化祭、体育祭等の学校行事や部活動、各種委員会に積極的
に参加し、主体的に学校生活に取組むようになったと回答している。④体育祭で
は、物品の移転作業を念頭において準備・片づけ作業を行なった。商工祭（文化
祭）については、移転対応費の計上や新校舎移転に伴った会場配置などにより、
概ね円滑に実施することができた。④部活動・同好会への加入率は、5 月1 日現
在の延べ数で53.4％(部員数計369/生徒数691)であった。若干ではあるが、昨年
度より部活動加入率は上昇したものの、年度途中で退部する生徒もみられた。ま
た、近年休部状態にあった美術部が活動を再開し、演劇・合唱同好会が部へ昇格
し、新たに文芸同好会が新設された。

①学科の枠を超え ①アンケートでは、85%の生徒が、各学年に応じた進路ガイダンス、説明会、外

学校関係者評価
課題・改善方策等
①資格取得や各種検定で不合格となっ
た生徒が再チャレンジしようとやる気
を奮起させる環境づくりを強化してい
く。①課題研究の発表に向けた取組み
にビジネスの要素を踏まえた積極的な
活動ができるように指導していく。①
産学連携は様々な機会を与え、より多
くの生徒がチャレンジできる環境を目
指す。①今後も生徒の行動や動向に注
視し安全教育を続けていく。①小中学
生に興味関心を持ってもらう為、商工
祭や産業教育フェア、商工体験教室で
面白い化学実験、体験教室を実施す
る。①漢字検定、数学検定、実用英語
検定はポスター掲示の他、授業内で予
告等、周知方法を改善する。
③④授業研究は、テーマ実施の課題と
して授業に集中させながら活動させる
のが難しい生徒への対応をどのように
工夫するかを検討する。③④授業改善
は、プリントの内容をより充実させ知
識の定着に努め、グループ学習を取入
れ仲間との協力やコミュニケーション
能力を高めるようにし、主体的に活動
する楽しさが伝わるよう工夫する。

（3 月 24 日実施）
（保護者）①アンケートでは、資格取
得・各種検定の受検・各種競技会等を
受検、または参加し、学習活動を充実
させることができたと、68%の保護者が
十分またはほぼ十分できたと回答して
いる。
②アンケートでは、外部機関と連携し
た授業、ものづくりとビジネス等、特
色ある教育活動を実践することについ
て61%の保護者が十分またはほぼ十分で
きたと回答している。
③④アンケートでは、生徒の主体的な
活動を各教科で取り入れた授業の実践
をすることで、思考力・判断力・表現
力等の育成について66%の保護者が十分
またはほぼ十分つながったと回答して
いる。
（学校評議員）①②商業の分野では社
会で必要とされる内容が変化している
ので生徒に目標をしっかり伝えてほし
い。

成果と課題
①補習等の実施により資格取
得や各種検定に意欲的に取組
む生徒は増えているが、不合
格の生徒のやる気を奮起させ
合格に繋げることが課題であ
る。
②「総合的学習の時間」で
は商と工の学科を超え、ハマ
ロン（浜栗）を商品化し校内
販売も盛況であった。
①②実社会で役立つ事務処
理能力やPC スキルを身につけ
ることが商業教育なので、分
かりやすく広報する。
③④各教科で生徒の状況を
把握しつつ具体的に取組み、
テーマを取入れた研究授業が
できた。授業に集中させなが
ら活動させるのが難しい生徒
への対応が課題である。

改善方策等
①より専門性を追究
した平成30 年度実施
の新カリキュラムが
作成され、実施に向
け具体的に検討す
る。
①補習を継続実施
し、資格取得や各種
検定の利点を再確認
させる等の指導をし
合格者の増加を図
る。
②パンの商品化は企
業と連携を強め店頭
販売の実施も検討す
る。
③よりきめ細やかな
教育活動の実現にむ
け１学年を6 クラス8
展開とする。
③④生徒が自ら学ぶ
姿勢を育てる効果的
なアプローチを模索
する。

①②基本的な生活習慣や規律、マナ
ー定着のため、全校集会で授業規範に
ついて話をしたが、まだ生徒個々にま
で浸透していない。１年を通して手応
えはあったものの十分とは言えないの
で根気強く指導をする。
①自転車通学の生徒達の服装につい
ては課題が残った。服装規定等を検
討・改善を行う。頭髪指導・遅刻指導
に関しては根強い指導を積み重ねた
が、さらに改善が必要である。
③カウンセリングでは希望者が多く
出た場合、調整が今後の課題である。
校内だけでなく外部機関との連絡調整
も行なう。③ケース会議や生徒情報交
換会は個々の生徒にどのような統一し
た支援体制をとるのかが今後の課題で
ある。
④商工祭は、近隣店舗への無断駐車
等の対応も課題となる。
④個々の事情で退部する生徒もいる
一方で、顧問が直接指導できる時間を
なかなか確保できないという現状もみ
られる。入部率の向上を図りながら、
入部した部員がその活動を継続できる
よう、今後も全職員の協力を得ながら
部活動の活発化を図っていく。

(保護者）面談や懇談会が一度もな
く、子どもの学校での様子等、全く分
からあう連携と言われても取りようが
ない。面談、懇談会の実施を要望す
る。
①アンケートでは、服装・頭髪指導や
自転車指導、携帯電話教室の取組みに
よって、生徒にルールを守る等の規範
意識を持って生活するという態度につ
いて、71%の保護者が十分またはほぼ十
分育成されたと回答している。
③④アンケートでは、スクールカウン
セラーの活用等生徒への支援体制の確
立等の取組みにより生徒が安心して学
校生活を送ることや生徒主体の学校行
事を実施することで積極的に学校行事
に参加する生徒が増え、また、各部の
活動を広報することで部活動加入率が
上がり活発化した部活動が増えたこと
について、61%の保護者が、十分または
ほぼ十分できたと回答している。しか
し、体育祭等は生徒主体の運営ができ
るように指導してほしいという声もあ
った。
（学校評議員）①社会人基礎力として
コミュニケーション能力が必要だと思
う。会社ではチームで仕事をやること
が多いので、コミュニケーション力を
充実させてほしい。④部活が活性化す
ると、学校も良くなる傾向がある。さ
らに活性化を図ってほしい。
（保護者）①アンケートでは、商業と
工業の連携による学科を超えた教育内
容を充実させ、各学年の状況に応じた
進路ガイダンス、説明会、外部講師や
卒業生による進路講演会等を実施した
ことについて、65%の保護者が十分また
はほぼ十分できたと回答している。

①基本的な生活習慣やマナ
ーが定着するよう、全校集会
を実施し周知徹底を訴えた。
多少の手応えはあったが十分
とは言えない。
②校内外の巡回指導等して
いるが地域の方々からのマナ
ー違反の苦情が後を絶たな
い。
③カウンセリングは受ける
生徒も多く、活用しやすいよ
うである。
③ケース会議や生徒情報交
換会は定着し、授業担当者間
での情報の共有はできてい
る。授業担当者以外との共有
化が課題である。③1・2 学年
の面談週間は実施できなかっ
たが、保護者からの実施要望
もあり検討する。
④学校行事や文化部等の新
校舎移転に伴う物品等の移動
は、教員が中心となり生徒の
協力も得て無事完了した。こ
れにより部活動への愛着や部
員同士の絆が深まった。④若
干部活動加入率は上昇した
が、さらに上昇させる手立て
を考える必要がある。

①②根気強く組織的
な指導を継続する。
また、社会人基礎力
育成にはコミュニケ
ーション力が必需で
あるため、更に向上
させるべく授業や授
業外で取組を強化す
る。
②遅刻指導を継続
し、自転車のルール
違反は自転車指導週
間等で周知徹底させ
る。
③生徒情報交換会は
全教員が参加してい
るので、ケース会議
も授業担当者に限定
せず、全教員に情報
の共有化を図る。③
家庭と学校が協力し
合うために面談を活
用する。
④新校舎での活動
等、広報を充実させ
る。

①外部講師や卒業生による
進路講演会等は生徒の関心が
高く生徒や保護者から好評価
を得ている。
②③インターンシップは希
望制にしたため参加生徒の増
加には至らなかったが、その

①１学年について
は、「ものづくりと
ビジネス」で学科の
枠を超え学年の状況
に合った進路ガイダ
ンスを実施している
が、今後キャリア教

①キャリア教育実践プログラムに従

進 の機会拡大と充実を図 連携を強化し、キ ログラムのもとで、商 た各学年の状況に 部講師や卒業生による進路講演会等が実施され、進路実現に向けての力が育成さ い、引き続き外部講師、卒業生による
ャリア教育の推進 業と工業の連携による あった進路ガイダ れたと回答している。①キャリア教育では多くの外部機関に依頼し商・工の枠を 進路講演等を充実させ、生徒が進路実
路 る。
②勤労観や公共心、社 と生徒の主体的な 学科を超えた教育内容 ンスを実施し、キ 超えた進路ガイダンス、説明会、外部講師や卒業生による進路講演会を実施する 現に向けて視野を広め、自ら行動でき

指 会奉仕の精神を涵養す 活動への支援を通 を充実させ、各学年の状 ャリア教育の推進 ことができた。① 1 学年の「ものづくりとビジネス」では、学科の枠を超え、 る姿勢を身に付けさせていく。①１学
導

総合評価（3 月 31 日実施）

る。
して基礎的・汎用 況に応じた進路ガイダン に繋がったか。 ビジネスマナー、商品開発（パン開発）等のビジネス的な要素と、ボックス作
年の「ものづくりとビジネス」では、
③進路相談体制の充実 的能力と自分の進 ス、説明会、外部講師や ②校外における活 成、ストラップ作成等の技術的要素であるモノづくりを行い、両学科を融合した 学科を超えた学習を通しキャリア教育

視
点

４年間の目標

１年間の目標

（平成 28 年度策定）
路を自分で描き、
・ を図る。
実現しようとする
力を育成する。
支
③進路資料室の充
援
実と支援の促進を
図る。

地
域
等
４ と

の
協
働

学
校
管
５

理
学
校
運
営

①学校運営協議会制度 ①学校運営協議会
を導入し、地域との協 設立の準備を進め
働を図る。
る。
②広報活動を充実させ ②広報活動に今ま
情報の発信を推進す で以上に力を入れ
る。
るとともに、ホー
ムページやポスタ
ー等の情報発信の
内容を充実させ
る。
②年間計画や新校
舎移転などの全体
像を把握しつつ、
広く地域交流を図
る。
②部活動をはじめ
とする生徒の様々
な活動を校内外に
発信する。
①安全安心な学習環境 ①新校舎へ移動す
を維持構築する。
る際の情報を全職
②ミッションに沿った 員で共有し、安全
学校経営の推進を追究 に行うようにす
する。
る。また、移動後
③教育公務員としての の学習環境を速や
規範意識を醸成する。 かに整える。
②ＰＤＣＡサイク
ルを実践する。
③人権等の職員研
修を充実させる。

取

組

の

内

容

具体的な方策
評価の観点
卒業生による進路講演会 動に参加する生徒
等を実施する。
が増加したか。
②インターンシップや ③生徒が自主的に
体験的な活動を通して勤 活用するための整
労観や公共心を養い、自 備ができたか。
分の進路を自分で描き実 ③ＬＨＲや総合的
現しようとする力を育成 な学習の時間を有
する。
効に活用できた
③進路指導（進路相談） か。
のために必要な資料をそ
ろえ、生徒の意識啓発に
つながるよう見やすく配
置し、生徒が自主的に活
用できる環境を作る。
③進路実現のための基
礎学力定着をさせるため
にガイダンスグループと
学年との協力体制を確立
させ、生徒情報の共有を
図り、ＬＨＲや総合的な
学習の時間を有効活用し
ながら就職・進学につい
てきめ細かな指導を行
う。
①設立に向けた準備を始 ①設立の目処がつ
める。
いたか。
②学校説明会を進化・発 ②専門高校の魅力
展させるとともに、新校 や特色を伝える広
舎内見学をスムーズに実 報活動ができた
施する。
か。
②ホームページを一新す ②生徒の企画･運
るとともに速やかな情報 営による学校説明
発信に努める。
会等の広報活動が
②地域交流の行事などへ できたか。
の参加を、学校全体に呼 ②ホームページ等
びかけ、協力をあおぐ。 の情報発信を効果
本校の状況を地域の方々 的、かつ速やかに
に理解していただき、地 行うことができた
域交流を立案する。
か。
②他のグループと連携し ②充実した地域交
広報委員会の活動を深化 流が行えたか。
させることにより、情報 ②広報委員会の情
発信を速やかに行う。 報発信が速やかに
行えたか。
①新校舎への移動準備が ①情報が共有さ
計画的にできるよう、職 れ、新校舎への移
員・生徒に速やかに情報 動が安全に行われ
を提供する。
たか。
①移動後の状況について ①移動後の問題点
確認し、授業等に支障が に速やかに対応で
ないように対応する。 きたか。
①実習棟の除却工事、グ ②ＰＤＣＡサイク
ランド改修の計画を周知 ルを実践できた
徹底させる。
か。
②中間時に１度検証し、 ③職員研修によ
後半に活かす。年度末に り、職員の規範意
１年間を総括する。
識の向上を図れた
③職員の規範等の意識向 か。
上のために、人権・体罰
等の研修を全員参加で行
う。

校

内

評

価

達成状況
学習に取組ことができた。
②③2 学年では、夏季休業中にインターンシップを実施した。昨年と変わらぬ人
数の生徒が参加をし勤労観等を養った。また、キャリアデザインではSPI 対策の
充実や“高校生と社会人の意識の違い”を実感させる業者のロールプレイ型ガイ
ダンスの実施をした他、進路実現に向け業界・業種を理解をさせるため、各自が
進みたい業界を調べ、学年と協力し「業界企業研究レポート発表会」で代表生徒
が学年全員の前で発表した。これらの多角的アプローチにより生徒たちは刺激を
受け合い、自らの進路を描き実現しようとする力を身に付けることができた。
③新校舎に移転し進路相談室・進路閲覧室を教師・生徒共に活動しやすい環境
に整えることができ、生徒達は積極的に活用した。資料は、就職では企業を五十
音順に整列、進学では学科ごとにファイルの色で区別するなど整備することがで
きた。③就職では約900 社からの求人があり、そのためか就職希望者が例年に比
べ増加した。1 次合格の生徒が72％と例年に比べ多く見られた。進学に関して
は、例年同様の指定校を積極的に活用し合格者の増加が見られ、いずれも進路実
現をすることができた。③ＬＨＲや総合的な学習の時間において、進路適性検査
などを実施し、この結果を十分に活用し生徒の適性について十分理解させること
ができた。③２学年のキャリアデザインで使用している進路ノートは生徒の実態
に合わせ、今年度から全面的に改訂された。体系的に展開されているため、教師
からは指導しやすい、生徒からは分かりやすいと好評価であった。

①第1 回評議員会議で学校運営協議会設立の説明をし理解していただいた。
②学校説明会を生徒主体で行い、商工高校の魅力を学校内外に伝えることができ
た。生徒主体の説明会は商工スタイルとして定着している。説明会実行委員だけ
でなく、生徒会や商業部、各科の生徒たちが、協力して会を企画運営する体制が
整い、中学生やその保護者に分かりやすく伝える工夫をすることができた。ま
た、新校舎完成に伴い、見学ルートや説明会を新しいパターンに変更・改良し、
新たな魅力発信に向けて取組んだ。よりよい広報活動ができるよう積極的に行動
し、参加者の方の好評を得たと思われる。②生徒や保護者、地域の方々にとり、
利用しやすいホームページの作成を行った。速やかな情報発信に努め、学校と家
庭や地域が情報の共有を図る環境を作ることができた。②中学校への学校説明会
や全公立展、生徒による中学校訪問等で積極的に広報活動を行った。また、引越
し直後、説明会の開催が難しい中、新校舎の見学ツアーのみ実施した所、400 名
を超える中学生と保護者の来校があり、新校舎を広報することができた。さらに
中学校の先生方対象の学校説明会の他、今年度初めて、塾の担当者対象の学校説
明会を開催した所、好評で、本校をより理解していただくことができた。②ホー
ムページでは更新頻度をあげて情報発信を行うと共に、写真を多く使って視覚的
に理解しやすいようにし、また操作性を工夫した。②左近山自治会の夏祭り・今
井町防災訓練等の地域の行事に参加協力し、交流を行った。吹奏楽部が今井小学
校での音楽フェスティバル参加や今井地域ケアプラザでの訪問演奏等の活動を行
った。②新校舎での広報委員会の活動を深化させるには至らなかった。
①教員対象のアンケートでは、79％の教員が、新校舎への移動に関する情報を共
有し、生徒・教員が新校舎への移動を安全に行い、また、移動後の問題点に速や
かに対応し授業に支障のないように学習環境を整えたと回答している。①新校舎
への移動は無事に終了し、学習活動上の不備を洗い出し、敏速に対応した。①実
習棟の除却工事やグランド改修計画は関係部署への周知を心がけ徹底できた。①
新校舎落成記念としてPTA との共催による保護者対象講演会を開催した。実践的
な内容で、その後の新校舎見学と共に大好評を得た。また、近隣の方対象の新校
舎の見学会も実施し、新しくかつ専門学科ならではの施設設備に興味を持ってい
ただき、好評であった。
②教員対象のアンケートでは、89％の教員がPDCA サイクルを実践し、ミッション
に沿った学校経営の推進を追求したと回答している。②学校評価の1～5 の取組の
内容で、引越のため実施できなかった項目を2 学期に集中して実施する等、具体
的な達成状況や改善がみられた。
③教員対象のアンケートでは、97％の教員が日常点検の実施により危機管理意識
を高めると共にＡＥＤの操作研修や外部講師による人権研修等の事故防止研修を
実施し、教育公務員としての規範意識を高めたと回答している。③人権研修会は
「子供の虐待・ネグレクトの現状と課題」と題し講演会を実施し、聞く機会がな
かった重要な話を聞くことができ非常に参考になり即実行できる具体例も様々あ
ったと好評で、理解を深化させることに繋がった。

学校関係者評価

総合評価（3 月 31 日実施）

課題・改善方策等
に結び付けられるよう検討を進める。
②生徒の就業体験機会であるインタ
ーンシップが失われないよう、工夫を
図る。
③進路実現に向けて資料の充実を図
り、自らが検索し発見につながる場の
提供に努める。コンピュータ等の導入
が今後の課題である。③多くの指定
校・ＡＯ入試等の進学資料や求人資料
が見込まれるので、それら大量の整備
を迅速に行い、生徒の利用に支障をき
たさないよう活用しやすい環境を更に
整える。③2 学年のキャリアデザイン
で使用している進路ノートを更に有効
活用できるように、改善を要する点が
ないか検討する。

（3 月 24 日実施）
②アンケートでは、インターンシップ
（企業や施設等における体験活動）、
清掃等の環境美化活動への参加をする
ことにより、勤労観や公共心、社会奉
仕の精神を育むことについて、60%の保
護者が十分またはほぼ十分できたと回
答している。
③アンケートでは、進路資料室の充実
と支援の促進を図り、ＬＨＲや総合的
な学習の時間に有効に活用しながら就
職・進学についてきめ細かな指導を行
うことについて、58%の保護者が十分ま
たはほぼ十分できたと回答している。
（学校評議員）②インターンシップ
は、学年生徒の1/4 体験で3日実施と
いうのは少ない。体験者を多くし、長
期間の実施にしたほうが効果的である
と思う。

成果と課題
分２学年のキャリアデザイン
では、例年より様々な取組を
実施し、生徒に自らの進路を
描かせ実現に向けての力を育
成した。
③求人数激増の就職と例年
と同じ多くの指定校・AO 入試
等の進学、それら大量の資料
整備と新校舎への移動が重な
ったが、生徒に支障をきたさ
ないよう新しい進路指導室の
整備を迅速に行い活用しやす
い環境に整えた。
③キャリアデザインで使用
する進路ノートは全面改訂さ
れ、進路実現のためより生徒
に合った内容になった。

改善方策等
育の成果の検証を図
る。
②夏季休業の短縮は
今後も継続されるた
め、インターンシッ
プは希望制を考えて
いくが、より多くの
生徒が参加できるよ
う工夫を図る。
③進学資料が分野ご
とに検索できるよう
資料の充実を図る。
また、進路資料室を
生徒がより自主的に
活用するため改善点
はないか検証を継続
する。
③進路ノートがさら
に改善を要する点は
ないか検証する。

①学校運営協議会の設立は近隣の高
校や同じ専門学科の高校との情報交換
をしながら具体的に準備を進めること
が課題となる。
②本年度、学校説明会の参加者が増
加した。この状況を踏まえ、参加者へ
の柔軟な対応が可能な、説明会の在り
方について、さらなる検討改善を行っ
ていく。生徒の企画運営力の向上を目
指して、取り組みたい。
②人々から必要とされている情報を
タイムリーに発信するには、情報発信
の計画をしておく必要がある。事前の
段取りを計画的に行う。②地域交流に
参加する生徒が一部に偏らないよう全
校に向けて協力を仰いでいく。②新校
舎では昇降口や各階に掲示板が設置さ
れているので、来年度はこれらを有効
活用するなど広報委員会の活動活発化
へ方策を検討していく。
①新校舎への移動により、学校行事
において従来とは異なる点があること
を認識し、きめ細かく立案していく。
①実習棟除却工事やグランド改修計画
の周知の徹底が不十分であった。①グ
ランド整備計画や敷地内の整備計画の
完成年度に向け、全職員への情報提供
を欠かさないようにする。
③少しでも気になる事柄はそのまま
にせず、改善策を考え実行し、お互い
の行動を気遣い、声を掛け合う等、今
後も不祥事０をめざしていく。③人権
等の研修は、職員の規範等の意識向上
や知識理解の深化のため、毎年継続し
て実施していく。

（保護者）②アンケートでは、防災訓
練等、地域の行事への教員・生徒の積
極的参加や地域清掃活動の実施によ
り、地域との交流や協働が図られたこ
とについて、45%の保護者が十分または
ほぼ十分できたと回答し、39%がよくわ
からないと回答している。
②アンケートでは、生徒の企画・運営
による中学生対象学校説明会の実施や
効果的かつ速やかなホームページ等の
情報を発信して、広報活動を充実させ
ることについて、61%の保護者が、十分
またはほぼ十分できたと回答してい
る。
（学校評議員）②地域交流は、本来の
目的（夏祭り等）以外にも世代を超え
たコミュニケーション（携帯の使い方
を高齢者に教える等）が取れ、お互い
の距離が縮まるので積極的に参加して
ほしい。
（保護者）①アンケートでは、新校舎
への移動に関する情報を共有し、生
徒・教員が新校舎への移動を安全に行
い、また移動後の問題点に速やかに対
応し、授業に支障のないように学習環
境を整えたことについて、81%の保護者
が十分またはほぼ十分できたと回答し
ている。①安全性を考え、体育館・部
室棟を早く建替えるべきだ。
③アンケートでは、日常点検の実施に
より危機管理意識を高めると共に事故
防止研修を実施し教育公務員としての
規範意識を高めたことについて62%の保
護者が十分、ほぼ十分できたと回答し
ている。
（学校評議員）アンケートの回収率が
低い場合、その結果だけに頼るのは危
険で、検証が必要である。

①第1 回評議員会議で学校
運営協議会設立の説明は行っ
たが設立に向け準備を進める
ことが課題となる。
②生徒主体の学校説明会
は、入学した生徒やその保護
者から好評価であるが、教員
による中学校訪問等では、ま
だまだ専門学科の本校への理
解が不十分であることを実感
した。学習塾対象・中学校の
先生方対象の学校説明会等で
引続き広報する。
②ホームページの一新は好
評価である。
②吹奏楽部の今井小学校で
の音楽祭出場等、地域行事に
関わることで生徒の様々な活
動を校内外に発信した。

①学校運営協議会の
設立は近隣の高校や
同じ専門学科の高校
との情報交換をしな
がら準備を進める。
②来年も学習塾対象
の学校説明会を開催
し参加者を増やす工
夫をし、専門学科の
理解を図る。中学校
の先生方対象の学校
説明会も同様にして
いく。②ホームペー
ジをさらに充実させ
タイムリーな情報提
供を図る。②広報委
員会の活動をより発
信させる。

①新校舎へ移動する際の情報
を全職員で共有し、新校舎へ
の移動が安全に行われた。各
科の生徒等が自分達の科の移
動準備はもとより、人手の必
要な図書室や調理室等の荷造
りを手伝う等協力があり、移
動準備がスムーズに行えた。
②前半を踏まえ後半のＰＤＣ
Ａサイクルの実践も概ね実施
できた。
③事故防止研修を実施し規
範意識の向上はみられたが、
さらに各自の規範意識を高め
るため研修を重ねる。

①来年度も新校舎の
施設設備等に不具合
があれば迅速に対応
していく。
②来年度もＰＤＣＡ
サイクルの実践を丁
寧に実施する。
③少しでも気になる
事柄はそのままにせ
ず、改善策を考え実
行し、お互いの行動
を気遣い、声を掛け
合う等、今後も不祥
事０をめざしてい
く。

