平成２８年度学校評価総括評価表
徳島県立徳島商業高等学校 Ｎｏ１

自
重点課題
１学校運営の充実

重点目標

己
評
評価指標と活動計画

評価指標
(全体レベル)
①職員研修会の実施回数
(1) 教職員研修を充実し，意識改革
6回（6回）
を図るとともに教育観・使命感 ②-1 体験学習の参加者数
の確立に努める。
600名 (677名予定)
(2) 地域の期待や時代の要請を視野
体験入部の参加者数
に入れ，教育環境を整備し，特
400名 (439名予定)
色ある学校づくりに努める。
②-2 ＰＴＡ総会・学年部会への参
(3) 教職員相互の協力体制を築き，
加率
30%（28.3%）
校内組織が有機的に機能する学 PTA清掃活動を実施 年1回(1回)
校運営を推進する。
②-3 学校ホームページの更新回数
およびアクセス数
(詳細レベル)
250 回（243回）
①教職員研修の充実
80,000 アクセス
②本校教育への理解と関心を高める
（70,055アクセス）
ための積極的な働きかけ
②-4 マスコミなどによる学校活動
③教職員間の協力体制の強化
の広報
350 回（343回）
④学校行事の公開
③職員間協力度
90% (98%)

価
評
評価指標の達成度
①職員研修会の実施回数
10回
②-1 体験学習の参加者数
345名
体験入部の参加者数
281名
②-2 ＰＴＡ総会・学年部会への参
加率
25％
PTA清掃活動を生徒合同296名で
8月21日実施。
②-3 学校ホームページの更新回数
およびアクセス数
334回
122,723アクセス
②-4 マスコミなどによる学校活動
の広報
412回

学校関係者評価
学校関係者の意見

価
評定
Ａ

総合評価
Ｂ

（ 所
見 ）
①従来のコンプライアン
① 教職員の資質向上を
ス研修や人権研修，教育相
目指し地道な取り組み
談研修の充実に加えて，新
が実施できている。今
Ｂ
たに交通安全講習会も取り
後とも継続してほしい。
入れることで，研修内容が
豊かになった。また，生徒
の高度な資格取得に対応す
Ａ
るため，本年度も日商簿記
１級の研修や，ＳＰＨ関連
の発表会へ参加することに
より自己研鑽に努めた。
②-1 体験学習を8月上旬に ②-1 専門高校であるた
Ａ
設定し，体験入部と日を分
め，中学生にとっては
けたため，他校との重なり
学校の内容を知る絶好
③ 職員間協力度
100%
Ａ
もあり参加人数が減少し
の機会である。ぜひと
た。しかし例年隘路となっ
も検討していただきた。
④-1 学校行事の新聞掲載回数
④-1 学校行事の新聞掲載回数
ていた駐車場問題が解決さ
15回 (14回)
15回
Ａ
れたことや本校を第１志望
④-2 文化祭来場者 1000名(1254名) ④-2 文化祭来場者 1023名
とする中学生の参加が増え
たかと思われる良い面もあ
⑤-1 各種ボランティア活動参加
⑤-1各種ボランティア活動参加
った。来年度も同様に行い
300名 (310名)
320名
Ａ
たいと考えている。
⑤-2 清掃活動参加
⑤-2清掃活動参加
②-2 PTA総会への参加を促
（地域や校内を含む）
（地域や校内を含む）
すため,ホームページの活
2,000名 (2,010名)
2050名
用や事前の広報に努めた
活動計画
活動計画の実施状況
い。清掃活動や徳商祭への
①各学期毎に職員の研修会を実施し
① 教育委員会からのWebによるコンプライア 保護者参加は活発だった。
職員の資質向上を図る。
ンス研修及び人権研修をはじめ，外部講師 ②-3 職員間で学校ホーム ②-3,4ホームページやマ
②-1 早めに中学校へ周知し，積極
を招き教育相談研修，交通安全講習会を実 ページの更新が定着して
スコミによる広報活動
的な参加を呼びかける。
施することにより，職員の資質向上を図っ きている。また，学校での
は，大変活発である。
②-2 ＰＴＡ総会の日程や学年部会
た。
出来事も定期的にアップさ
今後とも魅力ある学校
の内容の充実を図る。各種案内が
②-1 早めに中学校へ周知し，積極的な参加 れ,アクセス数は大幅に伸
をＰＲしていただきた
確実に保護者に届くようにする。
を呼びかけた。残念ながら，他の学校と重 びている。
い。
②-3 ホームページシステムの積極
なったこともあり，昨年よりも参加人数は ②-4 学校活動は活発であ
的な利用や広報に努める。
減った。
り,広報も充実している。
②-4 ホームページ，マスコミなど
②-2 入学式でPTA総会の日程を文書で配布
③教職員が協力し,教科指 ③ アンケート調査をも
を活用し学校の情報を積極的に広
して案内した。ドイツ交流校生徒のホーム 導や生徒指導,学校行事等
とにした職員間協力度
報する。
ステイ受け入れでは,６家庭の協力を得た。 スムーズに実施できてい
は，高い数値で目標を
③ ホウ・レン・ソウを徹底すると
②-3 ホームページシステムの積極的な利用， る。また,カンボジアとの
達成できており，今後
ともに課単位によるミーティング
広報に努めることができた。先生方も更新 交流については,現地での
ともこの協力体制を維
を行い，業務遂行のための共通理
回数が増加してきている。
工場建設が始まるなど着実
持してもらいたい。
解を深める。
②-4 ホームページ，マスコミなどを活用し に成果を上げている。昨年
④-1 学校行事の取組を積極的にマ
学校の情報を積極的に広報を行っている。 度から連携の始まった沖縄
スコミなどにプレスリリースする。 ③各課とも，必要に応じて勤務時間外であ
水産高校とは,本校の学校
④-2 文化祭の公開を実施し地域や
ってもミーティングを実施し，業務遂行の 設定科目である「観光ビジ
他校生・中学生との交流を図る。
ための共通理解を深めた。
ネス」やＳＰＨの分野で研
ホームページ等で積極的に情報
④-1 学校行事の取組を積極的にマスコミな 究を深めることができた。
を発信する。
どにプレスリリースした。全てが取材対象 ④-1 SPH指定2年目という ④,⑤ 今後とも継続して
⑤-1 地域が元気になる活動，各種
にはならなかったが，概ね取材いただけた。 こともあり,多くの記事が
取り組んでほしい。
ボランティア活動に積極的に取り
④-2 モバイルサイトを始めとする生徒の口 紹介された。徳島での掲載
組む。
コミを含め，積極的な情報提供の成果から， だけでなく,沖縄やカンボ
⑤-2 環境問題に興味関心を持たせ
地域や他校生・中学生との交流を図れた。 ジアでも紹介されたこと
るとともに，自主的に清掃活動を
⑤-1 ほぼ予定通り取り組めた。
は,多くの人に本校をアピ
実施させ，物心両面からの美化活
⑤-2 保健を始め授業の中で環境問題につい ールする良い機会となった
動に努める。
て学習し，生徒集会においても学んだ。
④-2,⑤ 文化祭来場者,各
興味や関心を持たせる事ができた。少しず 種ボランティア活動参加
つではあるがその意識も高まってきている 数,清掃活動参加数,全てに
ように思う。
おいて目標数を上回ること
ができた。
【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成
Ｄ：７０％未満～６０％以上達成
Ｅ：６０％未満達成
Ｄ

次年度への課題と
今後の改善方策
① 今年度取り組んでい
る研修を継続するとと
もに，これからの教師
に求められる資質・能
力を見極めたうえで，
適切な研修を実施する。
また好ましい教育活動
として収集した事例等
の紹介も適宜行う。
来年度は，ＳＰＨ指
定事業の最終年度であ
る。研修を十分活かし
た研究成果を上げられ
るよう努めたい。
②-1 市内の専門校との
日程調整を行い，参加
人数の増加を図りたい。

②-2 引き続き，案内文
書は，生徒に配布し家
庭へ持ち帰るよう指導
する必要がある。来年
度も引き続き,入学式に
おける案内文書を配布
し，総会への参加率ア
ップに繋げたい。

③ 学校の重点目標を実
現していくために，校
務分掌や各学年に計画
力と実行力のある主任
を置き，協働的な組織
体となるよう今後とも
努力する。

④ 専門高校としての特
色ある学校祭を目指し，
さらなる工夫・改善を
図っていきたい。

平成２８年度学校評価総括評価表
徳島県立徳島商業高等学校

自
重点課題
２学習指導の改善

重点目標
(全体レベル)
(1) 生きる力を育むため，基礎・基本
の確実な定着を図り自己教育力を
高める。
(2) 確かな学力の育成を目指し，学習
内容の厳選・創造及び指導方法の
工夫・改善を行う。
(3) 個性の伸長を図り，専門的な知識
・技術を習得させ，スペシャリス
トへの道を拓く。
(詳細レベル)
①授業時数の確保
②授業技術の向上
③各種資格取得の奨励
④自己学習力の育成
⑤実際的・体験的な学習の充実・発
展

己
評
評価指標と活動計画

評価指標
①自習率

１%以下（0.4%)

価
評

学校関係者評価
学校関係者の意見

価

評価指標の達成度
①自習率
0.2%

評定

Ｎｏ２

次年度への課題と
今後の改善方策

総合評価

Ａ
Ｃ
②授業満足度

80% (65%)

③-1 全商検定３種目以上１級合格
者
70名(89名)
③-2 技能奨励賞
80名(97名)
③-3 日商簿記検定２級合格
20名(22名)
③-4 基本情報技術者試験合格
3名(1名)
③-5 ITパスポート試験合格
5名(8名)

④-1 図書館利用者数

7,000名
(6,949名)
④-2 一人あたり貸出冊数 3.3冊
(2.9冊)
④-3 図書館通信の発行回数 12回
(12回)

⑤-1 地域連携活動テーマ数
11テーマ（11テーマ）
⑤-2 ビジネスアイデアコンテスト
参加チーム数
1チーム(1チーム)
企業とのコラボ回数
40回(35回)
⑤-3 市場流通可能な商品開発数
5商品(4商品)
活動計画
① 学校行事の精選を行うほか可能
な限り振り替えを行い,授業時数
を確保する。
②「学力向上」の実現のため生徒の
実態にあった指導及び工夫改善を
行う。
③ 通常・検定前補習を充実させる
ほか個人指導を効果的に実施。
④-1 図書館通信（推薦図書や新着
図書の案内）を充実し，図書委員
によりホームルームでの広報を行
う。
④-2 図書館通信をホームページに
掲載する。月１回新刊図書案内を
昼TCS放送で放送してもらう。
④-3 ビブリオバトル・図書館祭を
開催する。読書啓発ポスター等を
充実させる。

②授業満足度

80%

Ａ

③-1 全商検定３種目以上１級合格
者
46名
③-2 技能奨励賞
57名
③-3 日商簿記検定２級合格 14名

Ｄ
Ｃ
Ｃ

（ 所

③-4 基本情報技術者試験合格

Ｅ
1名

③-5 ITパスポート試験合格

Ｄ
3名

④-1 図書館利用者数
5,001名
④-2 一人あたり貸出冊数 2.2冊
④-3 図書館通信の発行回数 10回
Ｃ
・新着案内図書の冊数
351冊
・寄贈図書
74冊
（以上1/25現在）

見 ）

①可能な限り授業振り替え ① 自習率0.2％という数 ① 業務に偏りがないよ
を実施することで，近年
値はすばらいい。先生 う，また適材適所教員
の自習率は極めて低い数
方の努力に感謝する。 を配置する等，今後と
値に収まっている。しか
管理職を中心に検討す
し一方で体調を崩した教
る。
員の存在があり，何らか
の改善の必要がある。
②若干の改善は見られるも
のの，平日の自宅学習時
間が０の生徒が，全体の
３割を占める状況にある。
引き続き，授業への取り
組み姿勢の改善を通して，
授業内容の理解を促進し，
授業満足度向上へとつな
げたい。

② 生徒の実態に合った
分かりやすい授業を展
開できるよう，工夫・
改善を図っていく。

③早朝補習や検定前１週間 ③ 商資格取得は，商業 ③ 高度資格については，
に放課後補習等を実施し
高校の生徒達にとって 授業や補習だけでは，
検定の合格者増に計画的
大きな目標の１つであ 限界がある。1年次から
⑤-1 地域連携活動テーマ数
Ａ
に取り組んだ。全商検定
ると思う。今後ともき 適切な課題を出すこと
11テーマ
の３種目以上合格者数は
め細かな指導を心掛け により，家庭学習の定
⑤-2 ビジネスアイデアコンテスト
Ａ
昨年度の過去最高からは
資格取得者数の増加を 着を図る。また，強い
参加チーム数
激減したが，全商商業経
目指し頑張っていただ 意欲を持たせるため,１
1チーム
済検定において全科目合
きたい。
年次のオリエンテーシ
企業とのコラボ回数 50 回
Ａ
格者をだすことができた。
ョンや学年会を通して
日商簿記や情報処理関連
資格取得の意義を理解
⑤-3 市場流通可能な商品開発数
Ａ
の高度資格については目
させる。
5商品
標に達することはできな
かったが，情報セキュリ
ティマネジメント試験に
活動計画の実施状況
合格者をだすことができ
① ＳＰＨ研究指定の２年目となり，教員の
た。今後各種資格の取得
長期出張等による授業振り替えが例年以上 に向かって，計画的に学
に多い状況となっている。限られた時間枠 習する環境の整備が望ま
のなかではあるが，可能な限り授業振り替 れる。
えを実施した。
② 昨年度の結果をふまえ，職員それぞれが
授業進度・指導方法の改善に努め，目標値
を達成することができた。
③ 早朝補習を計画的に実施し，簿記検定前
④昨年度に比べて,図書館
④ 利用数者減は，図書 ④ 図書コーナーやポイ
１週間に放課後１時間程度の補習を実施す
利用者数や一人当たりの
室の位置に問題がある ント券の発行等，可能
ることにより，検定に合格する対策を図っ
貸出冊数が1月末現在で
のではないか。空き教 であれば検討したい。
た。３年時における就職試験及び入試への
大きく下回っている。1
室があれば，図書コー 図書館だよりの発行や
対策については個別指導による対応を行っ
年生の｢朝読｣の取り組み
ナー的な部屋を本館の 読書会ビブリオバトル
た。
及び，各教科との連携を
方に設けてみてはどう などの特色ある取り組
図り，図書館の利用を啓
か。また，ポイント券 みを今後も継続したい。
④-1 ｢図書館通信｣は1月まで10回発行。
発していく必要がある。
などを発行し，利用者 新入生に対する図書館
また，｢ビブリオバトル｣
数増に繋げられない
利用オリエンテーショ
④-2 徳島商業HPに4月～1月の10回分｢図書館
や｢図書館祭｣などの活動
か。
ンや図書館祭，お勧め
通信｣を掲載。
が一過性のものとならな
本紹介といった読書委
TCS番組で｢ビブリオバトル｣の結果を放送。
いために，年間複数回実
員活動をさらに活発化
④-3 ｢ビブリオバトル｣は6/22に実施。
施する必要も感じる。
し，全校生徒の図書館
｢図書館祭｣は10/31～11/14開催。
利用促進に努めたい。
本年度のテーマは｢大人になるというこ
と｣で，主権者教育との関連を図った

⑤-1 地域社会や企業等と連携した
教育活動の実施
⑤-2 ビジネスアイデアコンテスト
への参加
課題研究における活動の実施。
企業との連携による学習活動の
実施
⑤-3 地域企業との連携による商品
開発の企画及び実施

⑤-1校外徳商デパートを実施し商業高校生と ⑤-1 校外徳商デパートに
⑤ 実際的・体験的な学
してのプロデュース力をアピールした。 ついて，昨年度から担当
習については，大変良
ビジネス研究部の校内模擬会社ComComを する生徒のクラスを増や
く頑張っている。マス
中心に，地域や企業と連携した活動を積 し，できるだけ多くの生
メディアにも頻繁に取
極的に展開した。徳島県高校生産業教育 徒に地元企業との連携を
り上げられており，活
展や全国産業教育フェア石川大会に参加 体験させ，地域に貢献す
発に活動できている。
し，地域社会や企業等と連携した教育活 る実践力を養うことに繋
今後とも，継続して取
動を積極的に広報した。
げている。企業関係者と
り組んでほしい。
（展開活動）
交渉する能力は，校外徳
・牟岐町との連携
商デパートを通じて確実
・ＪＩＣＡ・徳島県連携事業
に向上している。
・地元企業Webページ作成支援
・被災地支援
・農工商連携６次産業化プロデュース事業
・徳島県中小企業団体青年中央会提携事業
・スタジアム学園祭
・商品開発
⑤-2,3 全国産業教育フェ
・ボランティア活動（インターアクト）
アや徳島県高校生産業教
⑤-2ビジネスアイデアコンテストへ１チーム 育展等に積極的に参加し，
参加し，地域企業から提示された読書離 本校が取り組んでいる多
れに歯止めをかける方策についてのビジ くの教育活動を広報する
ネスアイデアを発表し，優秀賞及び徳島 ことができた。
県中小企業家同友会賞に輝いた。
⑤-3地域企業と連携し，カンボジアの高校生
と商品開発に取り組んだ。11月に実施し
た徳商デパートでは，カンボジアの高校
生とともに販売活動に尽力した。
（開発した商品）
・女川カレーパン
・鬼まんじゅう
・鶏肉と豆腐のつくね
・沖縄の塩，紅芋，黒糖味シュークリーム
・大神実命
・三種の果実
等

【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｅ：６０％未満達成

⑤ ＳＰＨ事業よるホー
ムページ支援活動や徳
商デパートによる商品
開発，農工商連携によ
る６次産業化プロデュ
ース事業による商品開
発活動を活発に展開で
きている。さらなる工
夫・改善を行い商業の
専門高校として特色あ
る学校づくりに努めた
い。

［ 平成２８年度 学力向上実行プラン ］
徳島県立徳島商業高等学校 Ｎｏ２'

自
重点課題
学習指導の改善

重点目標

己
評
評価指標と活動計画

価
評

価

評価指標
評価指標の達成度
評定
（全体レベル）
【全教科共通】
【全教科共通】
(1) 生きる力を育むため，基礎・基本 ・生徒の主体的，能動的な学びを導 ・各教科で学びをアクティブ化する
Ｂ
の確実な定着を図り自己教育力を
く授業を工夫する。
ためグループ学習や調べ学習，デ
高める。
・ＩＣＴや効果的な教授法の導入
ィベート等を導入する試みを実施。
・ICTで画像資料を活用したり，PC
Ｃ
(2) 確かな学力の育成を目指し，学習 (国語)・課題提出率90%以上
やスマホを利用した取組みを導入。
内容の厳選・創造及び指導方法の
・漢字検定受検者180人以上 (国語) 課題提出率は96%，作品応
Ｂ
(地歴)・課題提出率100%
募はほぼ100%・漢字検定２回の受
(3) 個性の伸長を図り，専門的な知識
・アクティブラーニングを年 検者は181名。
・技術を習得させ，スペシャリスト
2回以上実施
(地歴) ノート等課題の提出率は約
Ｂ
への道を拓く
(公民)・課題提出率100%
96%・アクティブラーニングを試み
・ディベート，アクティブラ
たが効果が上がらなかった。地歴
ーニングを年2回以上実施
のA科目での実施は厳しい。
（詳細レベル）
(数学)・課題提出率100%
(公民) 課題提出率99%・アクティ
Ｂ
① 授業時数の確保
・考査，SPI問題で6割正答
ブ ラーニング等実施したが期待す
② 授業技術の向上
(理科)・課題提出率90%以上
る 成果は得られなかった。
③ 各種資格取得の奨励
・定期考査で得点65%以上
(数学) 課題提出率は90～100%・SPI
④ 自己学習力の育成
(保健体育)・救急救命法や妊娠，出
問題では4～5割の正答率であった。 Ｂ
⑤ 実際的・体験的な学習の充実・
産についての講義受講
(理科) 課題提出率90%以上。定期考
発展
・生涯体育につながるよう運
査の得点率ではクラス間で差があ
Ｂ
動の基本技術を習得する。
り60～65%内で推移した。
(芸術)・演奏や作品の発表を2回以 (保健体育) 救急救命法及び妊娠出
Ａ
上行う。
産についての講義を実施。・運動の
・発表では自己評価，相互評 基本技術を習得することができた。
価を取り入れる。
(芸術) 演奏や作品発表を各学期2回
Ｂ
(英語)・課題提出率85%以上
行い，学期末には自己評価を取り
・全商英検３級合格80%
入れることができた。
１，２級合格15%以上 (英語) 課題提出率は85%を越えた。
Ｂ
(家庭)・課題提出100%
・全商英検３級合格率87%。1,2級合
・各種料理コンクールに参加
格率は15%には至らなかった。
2回以上
(家庭) 課題提出は2,3年生とも100%
Ａ
活動計画
活動計画の実施状況
【全教科共通】
【全教科共通】
・生徒の実態に応じた授業法の工夫 ・各教科,講座で様々な授業法の工夫や改善
と研究授業・公開授業等による研鑽 は試みられているが，全体としては相互の情
(国語)・課題，ノートの点検と評価 報交換や協議が十分とは言えない。生徒の実
・漢検の受検準備をサポート 態にあった基礎力の定着を図る適切な方法を
(地歴)・課題，ノートの点検と評価 吟味する必要がある。
・生徒が自己表現できるよう (国語）各種提出物は評価対象として点検す
に指導を充実させる。
ることを習慣づけている。・広報と模擬問題
(公民)・課題，ノートの点検と評価 の配付をこまめに実施。今年度は検定は２回。
・生徒が自己表現できるよう (地歴）机間指導やノート点検を通して個々
に指導を充実させる。
の生徒の学力把握とアドバイスを行った。
(数学)・課題，ノートの点検と評価 (公民）定期的にノートチェックを行い，生
・基礎問題の反復と細やかな 徒の理解度や考えを知ることができた。
指導を行う。
(数学) 課題・ノートの点検は定期テストご
(理科)・課題，ノートの点検と評価 と行った。基礎問題の反復は各授業や朝の小
・生徒の実態把握と，問題の テストを通して実施，指導した。
精選
(理科) 課題は定期考査ごとに回収・点検。
(保健体育)・救命法については欠席 ・教科会で内容の取扱い方や考査問題の精選
者にも後日指導を徹底。
を行った。
・選択種目で自己の課題に応 (保健体育）救命法講議欠席者には，後日指
じた取組みを行わせる。
導を行った。・種目の選択により，それぞれ
(芸術)・個々の生徒の段階に応じた の課題に応じた取り組みを行わせた。
指導を行い，サポート。
(芸術) 演奏課題，作品の点検と評価及び，
(英語)・課題，ノートの点検と評価 個々の生徒の段階に応じた指導を行いサポー
・授業，補習でも検定対策の トすることができた。
指導を行う。
(英語) 授業での提出課題等を点検し，評価
(家庭)・課題の点検と評価
した。
・早朝補習（2,3年生）
，授業（1年生）
・コンクールの紹介と指導体 で問題集等を活用し，英検対策を行った。
制の充実
(家庭) 各種コンクールへの応募を呼びかけ
授業と実践が結びつくようにした。
【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成

学校関係者評価
学校関係者の意見

次年度への課題と
今後の改善方策

総合評価
Ｂ
( 所 見 ）【全教科共通】
・学習にICTやアクティブ
ラーニング等を導入する取
組みは各教科でなされてい
るが，まだ試行の段階であ
る。本校の実態に即した効
果的な方法を各教科を軸に
検討する必要がある。
(国語)提出物等は決められ
た通り出せても，生徒自身
の真剣な学びに結びついて
こないことが問題。個性の
伸長も必要だが，基礎学力
の不足が懸念される。
(地歴)自ら調べ考察したこ
とを発表することができる
よう知識や学力の定着を図
り今後のアクティブラーニ
ングの実践に結びつける。
(公民)課題提出率はほぼ
100%だが，ディベート・ア
クティブラーニングについ
ては，準備不足で成果を上
げることができなかった。
(数学)課題提出率のＨＲ間
のばらつきをなくし，SPI
問題を長期休業中の課題に
したり，実力テスト前に授
業で取り上げたりして正答
率の上昇につなげたい。
(理科)ワークシートの活用
で内容の定着と共に教員の
解説時間の確保ができた。
ワークシートの共有化で考
査問題の精選に役立てたい
(保健体育）救命救急法に
ついて講義を受け学んだ
が，いざ救命患者に直接携
わったときに，正しい行動
がとれるかどうか，実践力
が懸念される。
(芸術)演奏や作品発表は授
業への動機付けになった。
自己評価を次にどのように
つなげていくかが，今後の
課題である。
(英語)課題は授業への動機
付けになり，効果的である。
全商英検は上級受検者への
指導が今後の課題である。
(家庭)県の野菜たっぷりレ
シピコンクールにおいて２
名が入賞した。各種コンク
ールへの参加を勧めていき
たい。また，来年度は，提
出期限が守れるように指導
していきたい。また，全員
提出と決めた課題について
は，根気よく指導していく。

各科目毎に記載されて ・教科会等を通して，課
いる課題を明確に持ち， 題に対する取り組み状
生徒にとって学習効果が 況の情報交換を絶えず
上がるよう今後ともお願 行う。また，授業改善
いしたい。
を推進し，発展的な学
習内容を扱うことによ
り，生徒が質問したり
意見を言うなど主体的
に取り組む授業づくり
に心掛ける。

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

・生徒への学習実態調査
から，自宅学習の時間
ゼロの生徒が１／３で
あることが分かった。
まずは授業に興味関心
を持たせ,集中させるこ
とから取り組めるよう,
授業改善に取り組む。
・ＩＣＴ活用やアクティ
ブラーニング等の導入
は，まだ初期の試行錯
誤の段階であり成果の
実感に乏しい観もある
が，新規に配付された
タブレット端末の活用
等も含めて，今後も前
向きに取り組む。
・生徒の基礎学力向上に
に資する，持続可能な
授業方法を工夫する。
・課題の学習・提出等が
基礎学力を培う実体的
なものとなるよう設定
する。

Ｅ：６０％未満達成

平成２８年度学校評価総括評価表
徳島県立徳島商業高等学校

自
重点課題
３人権教育の徹底

重点目標

己
評
評価指標と活動計画

評価指標
(全体レベル)
①-1 教職員人権研修の実施回数
(1) 人権尊重を基盤とする普遍的な
3回(3回)
視点をすべての学校教育活動に ①-2 校内公開人権学習の実施回数
位置づけた人権教育を推進する。
3回(3回)
(2) これまでの成果を踏まえ，具体
的な人権課題に即した個別的・
普遍的なアプローチによって人 ②人権問題ホームルーム活動の充実
権尊重の理念を深めるとともに， 具体的な個別人権課題に関する人
課題解決に向けた実践的な意欲
権学習（全校および学年別）の
や態度を培う。
実施回数
6回(6回)
(3) 学校，家庭及び地域社会と連携
を図り，生徒の自主的活動を支
援する中で，人権意識の高揚と ③-1 校外の人権問題研修へのPEACH
人権問題を解決する実践力を養
部の参加回数
7回(7回)
う。
③-2 PEACH部員による全校生徒への
研修報告回数
1回(1回)
(詳細レベル)
③-3 女川小学校支援活動実施回数
①教職員の人権意識の高揚を図る研
2回(2回)
修の充実
②生徒の主体的な活動を促すホーム 活動計画
ルーム活動の創造
①-1 全教職員の人権意識高揚に向
③生徒の自主活動の活性化
けた研修会の実施

価
評
評価指標の達成度
①-1 教職員人権研修の実施回数
３ 回
①-2 校内公開人権学習の実施回数
３ 回
②人権問題ホームルーム活動の充実
具体的な個別人権課題に関する人
権学習（全校および学年別）の実
施回数
６回
③-1 校外の人権問題研修へのPEACH
部の参加回数
４回
③-2 PEACH部員による全校生徒への
研修報告回数
１回
③-3 女川小学校支援活動報告実施
回数
３回

価
評定
Ａ

Ａ

Ｂ

活動計画の実施状況
①-1 11月 4日(金） いじめに関する講演会
1月13日(金） 食育・人権講演会
実施・・全職員・生徒対象
①-2 授業づくりや教職員の人権感 ①-2 ２月実施予定（障害者に関するマーク
覚を高揚させるための人権関係の
についての認識と理解を人権部・人権委
資料の作成
員から全クラスへ発信:朝ＳＨＲ時）
②授業研究を深めるための公開人権
ホームルームの実施および事後の ②
全学年事前授業 及び 研究協議実施
研究協議の実施。
③-1「中高生による人権交流事業」
③-1 校外で行われる中高生による
中部ブロック第1,2回生徒部会に参加
人権研修への積極的な参加促進
③-2 ③－１と合わせて実施
③-2 PEACH部員による全校生徒への ③-3 女川小学校児童との交流会（6月）
研修報告の実施
（神戸 アシックス研修施設）
女川小学校児童徳島招待キャンプ（8月）
③-3 女川小学校支援の積極的参加
（鷲敷 野外活動センター）
と支援活動報告
女川小学校訪問交流会（10月）
（宮城県 女川小学校）

【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成

学校関係者評価
学校関係者の意見

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｎｏ３

次年度への課題と
今後の改善方策

総合評価
Ａ
( 所
見 )
①徳島県内で行われた高人 ①② ＨＲ活動などを利
権大会や県人権大会に多
用し，十分に取り組め
くの教職員が参加，研修
ている。今後とも継続
を行った。また，校内で
してほしい。
は人権公開学習を学年ご
とに実施した。
②今年度障害者差別解消法
がスタートしたことを伝
え，まず障害者に関する
様々なマークを提示し認
識させる。
③-1 人権部部員が，中部
③ 女川小学校への支援
ブロック生徒部会に継続
活動は，すばらしい取
参加し,１２月の人権交流 り組みと思う。今後と
集会では，スタッフとし
も頑張って支援してい
て有意義な活動が展開で
ただきたい。
きた
③-3 女川小学校との交流
は震災後継続的に行って
いる「さざなみ太鼓のユ
ニフォームＴシャツプレ
ゼント」の他，修学旅行
時の交流，共同商品開発
などを通じて活発になっ
ている。今年度は，徳商
デパートにおいて「女川
カレーパン」を販売する
ことができた。また，復
興都市から観光を学ぶこ
とでこれからの徳島の観
光にも生かしていくこと
ができる。
Ｅ：６０％未満達成

①ＨＲ活動などを使用
し，今後も継続していき
たい。
学校行事の中で講演会
がかなり多く，授業や検
定前の学習に支障を感じ
た。今後各課でコラボし
て講演を開催していくこ
とも検討していきたい。
②来年度は，「障害者差
別解消法」について，Ｈ
Ｒ活動を通して深めてい
きたい。
②生徒主体の活動による
人権教育は大変効果的だ
と感じている。朝のＳＨ
Ｒ時など利用して，クラ
ス内での発表をしていき
たい。
③現在，人権部（PEACH）
の活動部員数が少ないた
め，校外活動への参加が
厳しい。積極的な勧誘を
行い，部員数の増加を図
れるかどうかが今後の課
題である。

平成２８年度学校評価総括評価表
徳島県立徳島商業高等学校 Ｎｏ４

自
重点課題
４生徒指導の徹底

重点目標
(全体レベル)
(1)全教職員の共通理解のもとに，家
庭との連携を密にし，信頼感に満
ちた生徒指導を推進する。
(2)基本的生活習慣を確立させ，道
徳・規範意識を高め，責任を重ん
じる態度の育成に努める。
(3)部活動を奨励し，連帯感や愛校
心を培い，社会人として望ましい
資質・態度を育成する。
(詳細レベル)
①商業高校生としての美しい振る舞
いの育成
②基本的生活習慣の確立
③規範意識と道徳的考え方を深化さ
せ,いじめのない豊かな人間関係
を醸成。
④部活動を通した人心身の調和のと
れた生徒の育成及びあらゆる機会
でリーダーシップを発揮できる生
徒の育成

己
評
評価指標と活動計画

価
評

評価指標
①-1 生徒指導理解率
教職員 100%(100%)
生徒
95%(100%)
①-2 身だしなみ達成率
100%(100%)
①-3 あいさつ実施率 100%(100%)
②-1 皆勤賞の取得率
50%(46%)
精皆勤賞の取得率 70%(72.5%)
②-2 遅刻率
1%以下(0.64%)

評価指標の達成度
①-1 生徒指導理解率
教職員 100%
生徒 100%
①-2 身だしなみ達成率100%
①-3 あいさつ実施率
96%

③校則等の遵守意識率

③校則等の遵守意識率 100%

95%(98%)

④-1
④-2
④-3
④-4
④-5
④-6
施
④-7

１年生の入部率 100%（100%）
部活動加入率
90%
（92.8%)
壮行会の開催
4回（4回）
体験入部の開催
1回（1回）
顧問会議の開催
5回（5回）
地域や中学生との交流会の実
20部活動（10部活動）
全国大会・四国大会出場部数
20部活動（15部活動）
活動計画
①-1 あらゆる機会を通して，美し
い振る舞いが社会人として必要な
資質であることに気づかせる
①-2 全職員による身だしなみ指導
を徹底し，生徒の意識を深化させ
る。
①-3 あらゆる場面で，好感の持て
るさわやかなあいさつが交わせる
ように指導する。
②-1 家庭と連携し基本的生活習慣
の育成を促すとともに，登校指導
や月間の遅刻回数が２回を上回ら
ないように目標を設定し，時を守
ることに対する意識を高めさせ
る。
②-2 遅刻累積の多い生徒に対して，
保護者を交えて面談を実施する。
③ 面談等で生徒の実態を把握し,学
年団・各課の連携のもと日常的に
指導する。
④-1 １年生の部活動全員加入を目
指す。
④-2 部活動加入の継続を図る。
④-3 四国・全国大会に向けて壮行
会を開き士気を高める。
④-4 部員確保のために体験入部や
学校紹介，そして各部で練習会や
講習会を開催し交流を図る。
④-5 必要に応じて顧問会議を開催
し，各部との連携を図り統一した
指導体制の確立を目指す。
④-6 部活動単位で必要に応じて積
極的に地域や中学生との交流会を
実施する。
④-7 四国・全国大会の出場に向け
て活動をさらに活性化する。

②-1 皆勤賞
②-2 遅刻率

42%(1月31日現在）
71%(1月31日現在）
0.4%(1月12日現在）

学校関係者評価
学校関係者の意見

価
評定

次年度への課題と
今後の改善方策

総合評価

Ａ

Ａ

( 所

見 )

Ｂ
Ａ

④-1 1年生の入部率
100%
④-2 活動加入率
93.5%
④-3 壮行会の開催
３回
④-4 体験入部の開催
１回
Ｂ
④-5 顧問会議の開催
５回
④-6 地域や中学生との交流会の実
施
19部活動
④-7 全国大会・四国大会出場部数
22部活動
活動計画の実施状況
①-1 ＨＲ活動や各種の集会をとおして，商
業高校に学ぶ生徒としてより良い社会人
となるための基本的な考え方について指
導し，理解を促した。
①-2 各学期および学校行事など機会を捉え
て全学年の指導を徹底した。
身だしなみ指導実施回数 (6回)
①-3 登下校指導やＨＲなどをとおしてさわ
やかな挨拶をかわすよう指導した。
②-1 保護者への連絡を密にするなど連携を
図った。また，少数であるが遅刻を重ねる
生徒がおり，家庭と学年主任･担任が今後
の対策を協議した。
②-2 遅刻指導については，月３回以上遅刻
した生徒に対し，遅刻指導を行った。次年
度に向け各学年主任と効果的な指導方法に
ついて協議をしている。

①身だしなみ・挨拶等はき ①③ 徳商生の挨拶は， ①③ 卒業式や学校祭等
っちりできており，来客
大変すばらしい。卒業
の行事の際，来校者か
者からも高い評価を得て
式での挨拶・振る舞い
ら礼儀正しいとお褒め
いる。今後とも徹底する
が，しっかりと出来て
の言葉を数多くいただ
とともに，美しい振る舞
おり感激した。やらせ
いた。しかし，今年度
いのできる人間育成に努
られているのではな
も交通マナーの悪さが
める。
く，自然に身に付いて
原因で，外部の方から
いる振る舞いと感じ
お叱りの電話を受けて
た。今後とも指導をよ
いる。一 部の生徒と
② 皆勤・精勤率は，昨年
ろしくお願いしたい。
考えられるが，学校内
度を上回ることはできな
外を問わず規範意識の
かったが，遅刻率は大幅
向上を図る必要があ
に向上し成果を上げた。
る。引き続き，ＨＲ活
今後とも校門前指導等を
動やＳＨＲ時を利用
徹底していく。
し，人として望ましい
振る舞いや行動につい
て考えさせる時間を持
つ。また，保護者との
連携を図り，個々の生
③ 学校全体に高い遵守意
徒に応じたきめ細かい
識が備わっている。今後
指導を行う。
とも，学年集会・ホーム
ルーム活動・授業・部活
② 今後とも皆勤・精勤
動等学校生活のあらゆる
率の向上に努める。自
機会を通して，集団生活
己の健康管理の重要性
や社会生活を送るために
を認識させ，絶えず注
必要な礼節やマナーを身
意を喚起する指導を徹
に付けさせる。また，各
底させたい。
学年と連携し，生徒の状
況把握に努め，啓発活動
③ 商業高校生としての
を定期的に行う必要があ
自覚を持ち，学校生活
る。
のあらゆる機会を通し
て，社会で通用するよ
うな礼節・マナーを身
に付けさせる。

③ あらゆる教育活動をとおして道徳的な考
え方や規範意識を育むよう，指導を重ねた。 ④1年生の入部率100%は本
④ 部活動は大変活発で ④ 部活動の成績は，学
駐輪場の清掃時や各クラスの指導の場にお
年度も達成することが出来
ある思う。全国大会・
校全体としての連帯感
いて啓発した。
た。部活動ごとに中学生と
四国大会出場の部も増
や愛校心を培うことに
の交流会を計画し行った
加している。今後とも
繋がってくる。より一
④-1 ２部に又がり入部している者を含めて， が，天候不良のため日程的
継続して頑張ってほし
層四国・全国大会等の
全員加入を果たした。
に難しい部活動もあった。
い。
成績が伴なうよう取り
④-2 何名かは退部しているが，ほぼ継続で
組んでいきたい。
きていた。
④-3 実施できた。
④-4 台風の影響のため，一部の部活動を除
き，実施できた。
④-5 各部が意見交流をし，指導体制の共通
理解を図った。
④-6 ほとんどの部が地域や中学生との交流
を図った。
④-7 成功している部の指導法を学び，四国
・全国大会への出場数の増加に努めてい
る。

【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｅ：６０％未満達成

平成２８度学校評価総括評価表
徳島県立徳島商業高等学校

重点課題
５進路指導の充実

あが
評価指標と活動計画

評

評価指標
評価指標の達成度
①対教師ガイダンス・研修会実施回 ①対教師ガイダンス・研修会実施回
数
22回（21回）
数
15回実施

(全体レベル)
(1)自己の特性を理解させ，自らの在
り方・生き方を考えさせる進路指
導の充実を図る。
(2)望ましい勤労観・職業観を育成し，
生徒の希望・能力・適性に応じた ②校内進路説明会・相談会実施回数 ②校内進路説明会・相談会実施回数
進路の実現を図る。
47回（46回）
38回実施
(3)進路開拓を推進し，進路先の確保
に努める。
③進路資料室の利用クラス
③進路資料室の利用クラス
36ｸﾗｽ（35ｸﾗｽ）
延べ41ｸﾗｽ
(詳細レベル)
①進路指導のガイドライン設定と教
職員への周知
④進路実現に向けての生徒の達成感 ④進路実現に向けての生徒の達成感
②進路説明会の開催と進路相談の計
90%（87.4%)
91.1%
画的な実施
進路決定に対する満足度
進路決定に対する満足度 94.1%
③進路情報の迅速・確実な提供
96% (95.4%)
④個別指導の充実
⑤個性・能力の伸長と適切な進路サ
ポート
⑤始業前レッスン実施率
⑤始業前レッスン実施率
⑥求人獲得と職場開拓
100%（100%)
１学期 実施率100%
⑥-1 訪問企業数
195社
（192社） ⑥-1 訪問企業数
168社
新規求人開拓数 25社（25社）
新規求人開拓数
6社
会社見学 47社 生徒85名
⑥-2 就職内定率
100%（100%) ⑥-2 就職内定率
99%

価
評定

次年度への課題と
今後の改善方策

総合評価

Ｂ
Ｂ
Ｂ
(

所

見 )

Ｂ
①３年生学年団への必要な ①②③④⑤ 生徒・保護 ①②③ 就職課・進学課
情報提供および生徒状況
者と もに卒業後の進路 が中心となり，生徒が
の把握と連携は的確に行
につ いては，大変関心 早い時期から目標を定
うことができた。
が高 い。進学・就職と め，しっかりとした実
１・２年生の段階的な進
もに生徒の希望が叶え
力をつけられるようよ
路指導のあり方を今後は
られるよう全力で取り
り一層進路指導の充実
強化させる必要がある。
組んでいただきたい。
を図っていく。

Ｂ

Ａ

②生徒への説明会・相談
会はガイダンス行事およ
び授業での進路室利用を
さらに充実させたい。

Ｂ
Ｂ

④ 生徒に最新の進路情
報を提供することを心
掛ける。また，担任・
学年主任・進路指導課
の連携を強化し，絶え
ず情報交換を行うこと
により，個々の生徒の
希望や適性を正確に把
握するよう努める。
進学では，能力があっ
ても比較的容易に入学
できる入試を受験し，
早期に進路決定してし
まう傾向がある。生徒
の能力に合った適切な
情報提供を行うことに
より，１ランク上を目
指した進学意欲の高揚
や学習意欲の向上を今
後も図っていく必要が
ある。

③進路室利用は大変増え
た。特に２年生の意識
向上が顕著であった。

活動計画
活動計画の実施状況
①各学年と就職課・進学課との情報 ①3年生担任と就職についての流れと求人の
交換会を実施
説明・情報交換会を実施した。
教師対象の進路研修会・勉強会の
3年担任と進学指定校推薦についての説明
企画・実施
会を実施した。
就職・進学調査書作成方法の研修会を実施
②校内進路説明会・相談会を計画的
に実施
②校内進路ガイダンス・求人説明会・指定校
外部講師による就職講演会の実施
推薦説明会などを15回実施した。
③利用しやすい進路資料室作りの
7/13・7/28に就職講演会を実施した。
実施
生徒・担任・保護者への迅速かつ ③就職。進学情報誌の配布や校外で実施され
正確な情報伝達
る進学説明会の案内などをこまめに実施し
④進路実現に向けて生徒の意識付け
た。
をするガイダンスを実施
④4月～9月の間，週に1回就職・進学に分か
れて進路ガイダンスを実施して，意識向上
⑤早朝補習の実施
に努めた。
⑥-1 求人獲得とミスマッチ防止を
図るための企業訪問を実施

学校関係者評価
学校関係者の意見

Ｎｏ５

⑤6月より早朝補習を実施。1月末まで実施予
定

⑥-2 進路指導における最重要課題
⑥5月より就職担当教員企業訪問，現在168社
に位置づけ，本校の教育活動の全
訪問。
体を通じて展開
生徒の会社見学を47社実施。

④進路実現満足度を上げ
るために,ミスマッチ防
止の事前研究体制をさら
に整えること,また,他流
されて安易に進路を決め
ることがないよう,目的
意識を持たせる教育が必
要である。
⑤補習を通して,適切な時
期に適切な指導を行うこ
とを継続させたい。
⑥企業訪問・新規開拓の
人員確保に検討の余地が
ある。生徒の会社見学は,
ミスマッチ防止の点にお
いて大変有効であった。
就職内定については,学
校・生徒・保護者・関係
諸機関との連携を取りな
がら,今後も１００％を
目指したい。

⑤ 今年度，部活動と検
定取得の両立や指導体
制の充実を図る観点か
ら，朝補習を再検討し
た。生徒が，従来に比
べより一層集中して取
り組めており，今後と
も継続していきたい。
⑥ 生徒の希望と適性を
見極めた適切な進路指
導に心掛けたい。

入学後からの系統的な
進路指導体制のさらなる
充実に向けて取り組むこ
とが必要である。進路希
望調査と面談の充実や,
早期からの進路研究への
意識付けを各学年団と連
携を取りながら進めた
い。
【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｅ：６０％未満達成

平成２８年度学校評価総括評価表
徳島県立徳島商業高等学校

自
重点課題
６情報化・国際化へ
の対応

重点目標
(全体レベル)
(1)施設・設備の充実を図り，情報活
用能力と情報モラルの育成を図
る。
(2)校務のＩＣＴ化を推進し，教職員
間での情報共有とホームページの
充実を図る。
(3)自国の文化を正しく認識し，異文
化との相互理解を深め，国際社会
に生きる資質を養う。

己
評
評価指標と活動計画

価
評

学校関係者評価
学校関係者の意見

価

評価指標
評価指標の達成度
評定
①クリアデスク実施率 90%（85%） ①クリアデスク
90 %
セキュリティポリシー遵守率
セキュリティポリシー遵守率
100%
（100%）
100%
（100%） Ａ

Ａ

Ａ

( 所

③国際交流活動回数

Ａ

①クリアデスクが十分では
教員もいるが，概ねできて
いる。

(詳細レベル)
活動計画
①ＩＣＴ環境整備の推進と情報モラ ①-1 情報セキュリティポリシーに
ルの育成
のっとり，情報の漏洩防止を図る。
②ＩＣＴの活用により校務の効率化
と情報の共有化
①-2 校内情報セキュリティの強化
③自国の文化及び異文化への理解
に向けたシステムの再構成を企画
する。
①-3 クリアデスク推進日を設け，
机上の整理,情報資産の取り扱い
向上を図る。
②-1 職員用サーバを活用し，校務
の効率化と情報の共有化を推進す
る。
②-2 職員用サーバの効率的運用に
向けた再構成を企画する。
③カンボジア・・・生徒の渡航2回
生徒受入1回
ドイツ・・・・・生徒受入1回

70回

活動計画の実施状況
①-1 情報セキュリティーポリシーを改訂し
情報の漏洩防止につながっている。
①-2 校内情報セキュリティの向上のためパ
スワードの強化などセキュリティ強化を
図っている。
①-3 クリアデスクの呼びかけを実施し，
情報資産の取り扱い向上につながった。
②-1 職員用サーバの活用は職員全体に浸
透してきている。
②-2 職員用サーバの更なる効率的運用に
向けた準備を行っている。
③カンボジア・・・生徒の渡航2回
生徒受入1回
ドイツ・・・・・生徒受入1回
アフリカ・・・・バスツアー1回
ＪＩＣＡ連携・・徳商デパート2回

【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成

次年度への課題と
今後の改善方策

総合評価

②サーバシステムの利用状況
②サーバシステムの利用状況
共有フォルダの利用度 100%(100%) 共有フォルダの利用度 100%
共有書式の利用度
100%(100%） 共有書式の利用度
100%
65回(60回) ③国際交流活動回数

Ｎｏ６

見 )

②全教員がＩＣＴの活用を
できている。また，ウイル
ス発生なども一件もなく，
セキュリティを保つことが
できている。

①② 今後も機会ある毎
に，繰り返し注意を喚
起し，情報漏洩防止に
努めたい。
② 今後ともICTを有効活
用することにより，校
務の効率化を図ってい
ただきたい。

③国際交流は，ドイツ・カ ③ マスコミでも報道さ ③ ドイツとの交流に関
ンボジアともに深まってい れており，素晴らしい
しては，昨年度断念せ
る。カンボジア交流におい 取り組みであると思う。 ざるを得なかった。し
ては，本校との連携がもと 国際化の進展に対応す
かし，今年度１週間程
で，学校長や徳島県教育長 べく，今後とも宜しく
度の日程でドイツ生徒
が現地を訪問し，加工工場 お願いしたい。
を引き受けることがで
鍬入れ式を実施した。
き，交流深めることが
できた。
ドイツとの国際交流
は，毎年の実施が極め
て難しく，予算確保が
依然として課題である。
予算確保ができている
カンボジアとの交流は，
引き続き活発に実施し，
広い視野を持ち異文化
を理解するとともに異
文化を尊重する態度や
能力のを持った生徒を
育成していきたい。
Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｅ：６０％未満達成

平成２８年度学校評価総括評価表
徳島県立徳島商業高等学校 Ｎｏ７

自
重点課題
７健康・安全・防災
環境・主権者教育
の推進

重点目標

己
評
評価指標と活動計画

評価指標
(全体レベル)
①-1 食に関するアンケート調査
(1)生涯にわたって心身共に健康であ
年１回（1回）
るための基礎的な身体作りや食習 ①-2 ３年生を対象として卒業前に
慣を身につける。（食育）
「1人暮らしのための料理講習会」
(2)自他の生命を尊重し，健康の保持
を実施する。
年１回（1回）
増進と安全・防災意識の高揚を図
文化祭のときに食に関する展示を
る。
行う。
(3)整理・清掃・整頓・清潔(４S)を徹 ①-3保健だよりの発行 12回(10回)
底して環境美化に努め，奉仕する ①-4 ホームルーム活動 年1回(1回）
態度や公共心を養う。
①-5 飲酒・喫煙・薬物乱用防止授
(4)学校版環境ＩＳＯ認定校として実
業の実施
年1回(1回）
践を推進し，環境問題への関心を ①-6 保健室利用者数 (相談対応含
高める。
む)
年800名(492名)
(5)有権者として，自らの判断で適切 ①-7 心肺蘇生法講習会
1回
（1回）
に権利を行使できる政治的教養を ①-8 ライフプラン講演会 1回
（1回）
身につける。
②防災啓発活動の実施 年2回(2回)
(詳細レベル)
③清掃状況の点検と改善 年6回
①健康教育の充実
(6回)
②安全・防災意識の高揚と実践力の
育成
④-1 ゴミ分別処理の点検常時指導
⑤主権者教育の充実
（常時）
④-2 節電・節水の推進を図る。
毎月の使用量を廊下に掲示（常時）
⑤主権者であることの意識醸成率
100%
活動計画
①-1 生徒の食習慣の実態を把握し
食と健康，食に関する自己管理実
践能力を育成する。
①-2 食の自立に関する啓発活動を
行う。
①-3 健康に関する情報発信を行う。
(職員生徒への配布及びホームペ
ージ掲載）
①-4 生徒の課題である健康問題を
取り扱い，生活の改善を図る。
①-5 1年生で喫煙・飲酒・薬物乱用
防止授業を行う。
①-6 健康・安全に関する意識を高
め，けがの予防やメンタルヘルス
を保つ取り組みを行う。
①-7 講習を通じて救命についての
意識，実践力を育成する。
①-8 不妊や不育の問題を踏まえ，
ライフプランについての講演会を
実施する。
②防災クラブ（生徒会・家庭クラ
ブ)が中心となり，全校生徒を対
象として啓発活動を行う。
③環境委員が清掃状況チェックを
行い，自己評価し改善に生かす。
④-1 環境委員がゴミ分別状況調査
を行う。
④-2 環境委員会を中心に節電・節
水を呼びかける。
⑤ホームルーム活動や主権者教育に
関する資料の配付等により，自ら
がより良い国家を作り上げる主権
者であることを気づかせ意識を深
化させる。

価
評
評価指標の達成度
①-1 食に関するアンケート調査
１回
①-2 ３年生を対象として「1人暮ら
しのための料理講習回」講習会を12
月に実施。文化祭のときに食に関す
る展示を実施し，現代の食と環境問
題を考える機会となった．
①-3 保健だより発行年
12回
①-4 ホームルーム活動年 年1回
①-5 薬物乱用防止授業
年1回

価
評定

④-1 ゴミ分別処理の点検常時指導
（常時）
④-2 節電・節水の推進を図るため
毎月の使用量を各教室に掲示した

次年度への課題と
今後の改善方策

総合評価

Ａ

Ｂ

Ｂ
（ 所

①-6 保健室利用者（相談対応含む）
743名(1/26現在)
①-7 心肺蘇生法講習会
1回
①-8 ライフプラン講演会
1回
②防災啓発活動の実施 9月1日
防災アピールを実施。
③清掃状況の点検と改善 年６回

学校関係者評価
学校関係者の意見

Ｂ
Ａ

Ｂ

見 ）

①-1 食に関するアンケー ① 概ね目標値を達成で
トを実施，アレルギー等
きている。引き続き適
の確認を行い，３年生は
切な指導・取り組みを
調理実習等授業に生かし
お願いしたい。
２年生では修学旅行の食
事に生かすことができた。
①-2 ３年生１６名が集ま
り，野菜をたくさん使っ ② 災害時に備え，生徒
た料理を学んだ。
・職員に防災意識を高
フードデザインを選択し
めることは大変重要で
ている生徒が中心となっ
ある。今後とも継続し
て環境を考えた持続可能
て取り組んでほしい
な食生活について展示，
啓発を行った。
①-3～8 生徒が抱える健康
課題に対して，関係機関
と連携しながら，各種講
演会や授業等を実施し，
適切に対応した。

⑤主権者であることの意識醸成率
Ｄ
65%
活動計画の実施状況
③環境チェックを行うこと
③ 清掃が良く行き届い
①-1 生徒の食習慣の実態を把握し，食に関す
で教室環境を確認するこ
ている。引き続き校内
る自己管理実践能力を育成するように調理実
とができ，不備な点を修
美化に向け頑張ってほ
習に生かした。
正することができた。
しい。
①-2人権教育と食育の合同講演会を行い啓発
した。
①-3 健康に関する情報発信を行った。
(職員生徒への配布及びホームページ掲載）
①-4 ホームルーム別には実施せず，11/9に
講師を招き，全校生徒を対象に，心の健康
教育講演会を実施した。
①-5 1年生で喫煙・飲酒・薬物乱用 防止授
業を行った。
④-1,2
①-6 保健指導を通して，健康・安全に関す
ゴミの分別，節電・節水
る意識を高め，けがの予防やメンタルヘ
を各クラスで呼びかける
ルスを保つ取り組みを行った。
機会を設けた。身近なク
①-7 １学年を対象とし，２月に保健の授業
ラスメイトが呼びかける
で実施する。
ことによって気付くとこ
①-8 12/2に講師を招き，全学年を対象に,
ろがあったと思う。しか
ライフプランについての講演会を実施した。 し，電気・水道のの使用
②9月1日防災の日に全校生徒を対象に防災ア
量は数ヶ月分まとめてわ
ピールを行った。
かるので意識が定着する
のは難しいと思った。
③④-1環境委員が清掃状況チェックを行い自
己評価し改善に生かす。2学期以降は，毎月 ⑤全学年において，主権者 ⑤ 選挙権年齢が満18歳
行った。
としての意識を高めること
以上に引き下げられた
④-2電気・水道の使用量を教室掲示し節電・ にに努めたが，年間を通し
ことに伴い，どのよう
節水を呼びかけた。
て計画的に進めることがで
な教育を学校で行って
きず成果を上げることがで
いるか。
⑤ホームルームや全体集会において，主権者 きなかった。
意識を高め，副読本やリーフレットで啓発
活動を行った。

【 備 考 評価における「評定」の基準】Ａ：１００％達成 Ｂ：８０％以上達成 Ｃ：８０ ％未満～７０％以上達成

Ｄ：７０％未満～６０％以上達成

Ｅ：６０％未満達成

① 引き続き，きめ細や
かな指導を徹底して実
施する必要がある。

② 南海トラフ地震に備
えるため，防災意識の
高揚と実践力の育成は
重要課題である。様々
な機会を通して効果的
な教育活動を実施する。
また,大規模災害対策
は，地域全体の組織的
な体制作りが必要であ
る。これまで以上に地
域関係機関との連携をk
強化していきたい。
③④ 毎日の清掃や行事
実施による大掃除を徹
底して行い，今後とも
環境美化に努める。

⑤ 有権者として身に付
けるべき政治的な教養を
育むことが，学校に求め
られている。年間計画を
立て，課題を多面的・多
角的に考え，自分なりの
考えをつくっていく力を
身に付けられる機会を多
く持てるよう検討してい
く必要がある。

