
学校番号　

評価（３月）

評価項目

教務

　授業規律を遵守する。

開始鈴から終了鈴までしっかり授業を行い、確かな学力を習得させる。

　全職員によるカリキュラム・マネジメントの定着を図る。

生徒が落ち着いて学習に取り組める環境整備を行う。

探究的学習活動に取り組み、主体的・対話的で深い学びを充実させる。

　ＩＣＴ機器を有効に活用し、基礎学力の向上を目指す。

具　体　的　方　策

別紙様式（Ｂ４横型）

（４）　生徒の第１希望の進路実現１００％を目指す。そのため早期に希望進路を
　　明確にさせ、３年間を見通したキャリア教育の充実・発展を図る。また、オー
　　プンキャンパス、インターンシップ等の充実に努める。

（５）　各教科の授業や体育的行事、部活動等を通して健康・安全に
　　関する知識と実践力を育成する。

（４）　３年間を見通したキャリア教育指導計画に基づきキャリア教育
　　を推進し、進路実現に向けた指導の充実を図る。

（７）　学年と進路指導部が連携を強めて、年間を見通した進学指導を強化するとと
　　もに、部活動加入率を高めて部活動の活性化を図り、更に魅力ある学校を目指す。

（７）　進学指導の強化と部活動の活性化に積極的に取り組む。
　

（２）　生徒の学力の実態を踏まえた「分かる授業」を展開するために、アクティブ
　　ラーニング型授業やＩＣＴを活用した授業を積極的に取り組み、授業改善を
　　推進する。さらに、宇美商シートや学習時間調査等を活用することで、生徒
　　の主体的な学習の端緒とし、学び続ける姿勢を育てる。

　生徒たちは、落ち着いて授業に
参加している。しかし一方で受け
身の姿勢が強い傾向にあるので、
意欲的に参加する姿勢を仕掛け
の構築が必要である。その一つと
して、すべての教室にプロジェク
ターとPCが設置されことを受け
て、ICTを活用した授業改善を取
り組む。
　
　学校の活性化においては、学校
行事、地域との連携、部活動の各
場面を通して推進を図り、一定の
成果が見られるが、生たちを主役
としてさらに推進する。
　
　入試に関しては、様々な取組に
よって定員割れには至っていない
ものの、ここ数年減少傾向が続い
ている。この傾向を改善することが
急務である。

（１）　心豊かな人間を育成するために、ボランティア活動等の諸活動を積極的
　　に推進する。さらに、道徳教育、人権教育などの取り組みを深化させるととも
　　に、教育相談を組織的に取り組むなどにより、いじめの早期発見に努める。
　　また、高校生活の充実を目的に、部活動の入部率９０％以上を目指す。

（２）　基礎的基本的な学力を定着させ、確かな学力を身に付けさせ
　　る。そのために学力の実態を踏まえた「分かる授業」を実践すると
　　ともに、個に応じた指導の充実に努める。また、主体的に学習に
　　取り組む態度、学び続ける姿勢を養うことで、生徒の一層の学力
　　向上を図る。
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昨年度の成果と課題 年　度　重　点　目　標 具　体　的　目　標

令和２年度　学校自己評価表  （　計画段階　・　実施段階　）

評　価（３月） 次 年 度 の 主 な 課 題

（１）　道徳教育、人権教育をすべての教育活動の中で実践し、自他
　　の生命を大切にする心、他者を思いやる心、いじめをなくす意識
　　を持った生徒を育成する。さらに、規範意識を涵養することで自
　　律心を育む。

（３）　商業の見方・考え方を重視しながら、検定・資格取得については、全商３種目
    以上の１級が取得できる指導に努める。また、そのために必要な指導体制を整え
    るとともに、より高度な検定・資格が取得できる指導に努める。さらに職業人として
    の態度やマナー指導を日常的に行う。その際、自ら考え判断し、行動する生徒を
    育成することを基盤とした指導を行う。

（３）　商業の見方・考え方を重視しながら商業に関する知識・技術
　　・態度     を習得させるため、検定・資格取得の推進を図る。
　　 さらに、職業人としての態度やマナーについて、すべての教育
　活動を通して習得させる。

（６）　地域とともにある学校を目指し、地域と連携した取組を通して
　　地域の将来を担う人材を育成するとともに、積極的な情報発信
　　により中学校、企業、地域等に本校の教育活動に対する理解を
　　求める。

（６）　地域と連携しながら目標やビジョンを共有し、地域と一体となって生徒を育む
      「地域とともにある学校」を推進することにより地域の将来を担う人材を育成す
     る。また、ホームページの随時更新や「宇美商通信」の発行など、積極的な情
     報発信により、中学校、企業、地域等に本校の教育活動に対する理解を促す。

（５）　「がん教育」や「交通安全教室」等によって健康・安全のための知識習得を
　　指導する。また、生涯を通して健康に過ごすことができる体力を育成する。

具　体　的　目　標

ＩＣＴ機器を活用した授業を５０％以上実施する。

公開授業や研究授業を活用し、指導力向上のためのＰＤＣＡサイクル（実践→評価・
検証→改善）を確立する。

授業の始礼前に、教材を準備して席に着くことを励行させる。

学期ごとに教科研修会を計画し、教科の指導法や評価規準について協議し、指導
改善に活かす。

積極的にＩＣＴ機器を活用し、「分かる授業」の展開を目指す。

ＩＣＴ機器を活用した効果的な指導方法を研究し、実践する。



進路指導部と連携し、情報提供を積極的に行う。（生徒・保護者）

部活動・学校行事等の意義を理解させ、生徒会活動なども積極的に参加し、チーム
で動く力（チームワーク）を養成する

部活動への積極的参加（部活動加入率９０％以上）を目指す。

各種ガイダンスや面談等を通して、一人ひとりが納得のいく進路実現を目指す。

放課後課外・土曜進学セミナーを行い、進学希望者の学力向上に努める。

スクールカウンセリングを有効に活用する。外部専門機関との連携を図り問題に対応
する。

校内進路行事（進路別説明会等）の内容を充実させる。

新規企業開拓を推進する。

各学年、各部と連携し、情報の共有を図り、問題に早期に対応する。

地元の企業や大学、専門学校等との連携を深め、地元に貢献できる人材の育成を
目指す。

進路指導

高校や大学を取り巻く社会の状況、大学や企業が求める人物像などの情報を提供
する。

生徒一人ひとりの希望進路の実現をめざす。

進路指導部と学年、教科が連携し、生徒の進路希望を情報共有する。

進路実績のより一層の向上に努める。

キャリア教育を効果的に実施する。

成績不振者に対し考査前学習会を実施する。

家庭状況の把握・保護者との連携を図る。

資格取得に積極的に取り組む環境づくりを行う。

家庭学習課題の提示と点検を行う。

挨拶指導の徹底を図る。（立ち止まっての挨拶）

遅刻・欠席指導の徹底を図る。

ネットモラルの向上を図り、スマートフォンの取扱いとＳＮＳ使用のトラブルをなくす。

社会に出ても通用する身だしなみと言葉遣いの徹底を図る。

生徒会生徒を中心とした学校行事の計画・準備・運営を行う。

各学年との連携を図り、挨拶と身だしなみの指導を徹底する。

部活動を活性化させ、加入率の増加と指導体制の強化を図る。

全職員による登下校指導を実施する。

キャリア教育の充実と、望ましい勤労観・職業観の育成に
努める。

生徒指導

規律を重んじ心豊かな人間を育成する

宇美町社会福祉協議会との連携を図り、ボランティア活動の情報提供を行う。

宇美商生としての規範意識の高揚を図る

交通安全教室を充実させ、自転車運転における事故や怪我を防ぐ。

教育相談体制を充実させ、問題に早期に対応する

基本的生活習慣の確立。規律・規則の定着を図り、自ら
考え判断し行動することができる生徒を育成する。

学習意欲の向上と学習習慣の確立を図る。

進路意識の高揚を図る。

リーダーの養成を図る。

学習時間調査による生徒の実態把握と個人面談を実施する。第１学年



相手の意図を状況に応じて汲み取ることのできる力を育成する。

学校行事などなどの企画・運営に主体的かつ積極的に参加させる。失敗を恐れず、
何事にも「挑戦」する気持ちを持って取り組む姿勢を身に付ける。

進路指導部及び保護者との連携を密にし、類型の特色を生かした進路指導を計画
的に実施する。

人間関係・ネットのマナーについて日頃より指導し、ＳＮＳ等のトラブルを未然に防止
する。

環境や施設を大切にする豊かな心と、環境美化に積極
的に取り組むことができる生徒を育成する。

環境美化コンクールを１・２学期に実施し、環境美化に対する生徒の意識を高める。

分別収集の方法と場所の明確化、ゴミ減量キャンペーンで２０％のゴミ減量化に努め
る。

保健だよりの発行、学校行事に応じた健康維持に必要な資料等の提供を年に８回程
度行う。

心身の健康を自分で管理し、有意義な学校生活を送るこ
とができる生徒を育成する。

保健

各学校行事における救護活動の円滑な実施仁努める。

昼休み時間に換気運動を実施し、風邪などの予防対策に努める。

専門医による性と心の健康相談を年に１回実施する。

保健室の利用状況等を学年・担任・教育相談委員へ月１回行う。

第２学年

　進路意識の高揚を図り、自己の進路実現に資する能力
の育成を行う。

TPOをわきまえた挨拶指導の徹底を図る。（立ち止まってのさわやかな挨拶）他者を
思いやり、感謝する気持ちと、ｺﾐｭﾆｹｼｮﾝ能力の育成を図る。

主体的に学習に取り組む姿勢を育成するため、各教科と連携し家庭学習を促してい
く。

成績上位者を伸ばし、成績不振者をサポートする個に応じた指導を行う。将来の人
生設計を見据え、キャリア教育等の機会を通して進路実現の動機づけを行う。

部活動・生徒会活動を通して、中堅学年として３年を支え、１年を牽引する能力の育
成を図る。

　社会人・職業人として通用する基本的生活習慣の確立
と学力向上を図る。

責任感を持ち、リーダーシップを発揮できる生徒の育成
を行う。

学校行事の意義を理解させ、生徒会とクラス委員を中心に全員参加して成功させる
力（チームワーク）を養成する。

生きる力の涵養のため、また進路実現に資するため、資格取得の推進を図る。

進路指導室の積極的利用と進路情報の提示を行う。

キャリア教育ＨＲを通じて将来の困難に思える場面や状況に対して、負けずに立ち
向かい乗り越える力を身に付ける。

最上級生として、学校・学年を牽引するリーダーの育成を
目指す。

社会から求められる人材の育成と、どんな困難にも自力
で乗り越えようとする生徒の育成を目指す。

自他を尊重し、異なる個性や生き方、考え方を認め責任
を持って行動できる生徒の育成を目指す。

生徒との面談を定期的に実施し、学年、進路指導部で志願先検討会を行い、進路
目標を設定する。

進学先への入学後の中退、就職先への入社後の早期離職などのミスマッチを防ぐた
めにオープンキャンパスや応募前職場見学会を有効に活用する。

「社会人基礎力」（前に踏み出す力・考え抜く力・チームで働く力）を育成する。

自分なりの対処法を考え、気持ちをプラスに変え、行動に移そうとする力を育成す
る。

第３学年

第１進路希望実現を目指し、その先にあるものを見据え
たキャリア教育を実施する。



職員原稿の募集及び編集作業を行い、研修録を発行する。

  分かる授業を展開し、全商検定試験合格者の増
加を目指すとともに、日商簿記検定指導の充実を
図る。 アクティブラーニングやＩＣＴを用いた授業を推進し、教科研修や研究授業をとおして

授業改善を行う。

人権教育ＨＲを企画・実施する。

基本研修や専門研修等を含む校外研修の情報、教育関連の情報・記事等を提供・
紹介する。

社会に出るための準備として、ビジネスの基礎的なスキルを身に付ける。

行事などで体験的な取り組みを通じてコミュニケーション能力や販売戦略を
身に付け、地域交流に努める。

全商、日商など各種検定試験の資格取得に力を入れて取り組み結果を残す。

商業科
総合ビジネス科

  商業高校生として、商業に関する授業や学校行
事などを通して、ビジネスに対する望ましい心構え
や考え方、態度を身に付けさせる。地元企業や地
元自治体と提携し、新たな本校オリジナル商品や
サービスの開発を行い、販売促進を図る。

商業に関する授業や学校行事を通して、生徒の倫理観や創造的な能力を
育てる。

授業で地元企業や地元自治体と提携し、新商品や新サービスの開発を目指す。

新しい発想や販売促進の充実を図り、オリジナル商品のＰＲにつなげる。

  ビジネスマナーを身に付けた人材の育成を図る。
地域社会に貢献し、ビジネス活動のなかで即戦力と
なれるような人材の育成を目指す。

商業高校生として、ルールの定着・身だしなみ・時間厳守の徹底を図る。

ＰＴＡ・同窓会・後援会等の組織との連携を密にし、本校活性化に繋げる。

式典等行事の円滑な企画・運営を行う。
教員と生徒・保護者が一体となり、行事のスムーズな運営をを図る。

式典等への企画は、早期に取り組み、その意義や目的を理解させる。

積極的かつ計画的な広報活動を行う。

ＰＴＡとの連携強化・活性化を図る。
企画広報

学校パンフレットを活用し、本校の特色ある教育活動を周知する。

広報用ポスター、リーフレット等を作成し、多面的な広報活動を行う。

学校生活の「見える化」を図るため、ホームページの更新を積極的に行う。

ＰＴＡの諸活動や行事等への参加を促し学校の活性化を図る。

保護者間のネットワークを活用し、入試倍率の向上に繋げる。

研修

 教職員が最新の専門的知識や高度な指導技術を身に
付け教育活動に当たるために、系統的、発展的研修を企
画・実施する。

複雑化・多様化した課題に対応するため、年５回の職員研修を企画・実施する。ま
た、授業研修（公開授業週間、研究授業週間）を企画・実施する。

ＰＴＡ総会時に合わせて、保護者による授業参観を実施する。

　若年者研修がスムーズに行われるよう指導教員と連携
する。

 自他の人権を大切にする生徒を育成する。

人権教育講演会を企画・実施する。

 主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニング型授
業）、ＩＣＴを活用した授業を推進する。

主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニング型授業）、ＩＣＴを活用した授業に
関する研修を企画・実施する。

一般研修・教科研修・研究授業等について指導教員と連絡・調整を行う。



学校徴収金の長期滞納の発生防止

保護者に対する納入義務を、文書配付や電話連絡を通じて周知していく。

学年との情報共有を図り、連携して納入を促進させる。

各種奨学金等の紹介をし、保護者負担を軽減させ納入促進に努める。

適正かつ迅速な事務の執行

事務

環境保全実行計画の推進

光熱水費について、職員及び生徒の健康に留意したうえで節減を図る。

両面印刷や裏紙印刷を心掛け、印刷用紙の削減に取り組む。

節電や節約の効果を物品等で職員に示すようにする。

電話対応、来客応対等の際に誠意を持って丁寧に対応する。

事務室内で情報を共有し協力体制を整え、円滑な事務処理を行う。

中学校へビジネス情報科の教育活動を積極的にアピー
ルする。

体験入学や説明会、出前授業などで、本校ビジネス情報科のアピールを積極的に
行う。

中学生と保護者にプログラミングやＷｅｂ関連の技術を学べることや国家試験への取
組みに対する理解を図る。

国家資格（ＩＴパスポート試験）はｅ-ラーニングや学習アプリなどを活用させ、合格者
１０名以上を目指す。

全商情報処理検定ビジネス情報部門について、全員が合格を目指す。

全商検定１級３種目以上の取得者を増加させる。（情報処理・簿記・電卓等）

ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報科

ＩＴ時代のビジネスパーソンを目指し、情報技術に関する
基礎知識の習得を目指す。

表計算ソフト・プレゼンテーションソフトの利用技術を習得させるため、ＩＣＴ機器利用
90％以上の授業を行う。

情報処理やプログラミングのアルゴリズムなど、理解しにくい分野については動画等
を利用し、生徒の理解と意欲を深める。

個人情報保護やＩＴを正しく活用するための情報モラルなど、幅広い知識を身につけ
させる。

生徒が学んだ知識を生かし、情報処理に関する資格取
得を主体的に取り組むよう促進する。


