(別紙様式)

(A3 判横）

平成２８年度
目指す学校像

学校自己評価システムシート(県立深谷商業高等学校

本校の輝かしい歴史と伝統の上に立ち「至誠・士魂商才」の校訓のもと，「中学生が，
あこがれを持って目指す学校」，
「企業から信頼される生徒を育てる学校」，
「地域に貢献
し，支援される学校」，「生徒，教職員が生き生きと活動する学校」を目指す。

達
成

１ 商業に関する知識と技術をバランスよく備えた人材を育成する。
２ 関係機関との連携を図り，開かれた学校づくりを推進する。
達 成 目 標
３ 専攻科の特性を生かした進路指導の充実を図る。
４ 生活指導を充実させ精神の修養を図る。
※重点目標は 3 つ以上の設定も可。重点目標に対応した評価項目(年度達成目標を意味する)は複数設定可。
※番号欄は重点目標の番号と対応させる。評価項目に対応した｢具体的方策，方策の評価指標｣を設定。
学
年

度

番号

現状と課題

評価項目
・年間計画にもとづいて，
各 科 目 の 授 業 が 実施 さ
れているか。

１

・新たな教育課程に基づき
授業が展開され簿記会計お
よび情報処理に関する実践
的な知識や技術をバランス
よく学習し，資格取得と実
践教育の調和を図った授業
を行っている。

２

３

・学校目標の実現に向け，
より充実した学習内容とな
るよう，授業内容・方法の
工夫・改善をさらに進める
必要がある。
・高校との連携・接続によ
り，学校理解の進展を図る
ため，長期休業中等の特別
講義や部活動指導に協力し
ている。
・育友会組織との連携を図
り，保護者や学生の意見を
反映させる必要がある。特
に，授業改善・進路実現に
関する声を反映し，開かれ
た学校づくりを一層推進す
る必要がある。
・日々の学習活動を踏まえ，
会計分野及び情報分野の知
識を活かした進路指導（就
職指導）を行っている。
・多方面にわたる就職先を
より多く確保するため，ハ
ローワークとの連携を深め
ている。
・修了時に全員の進路が決
定できるよう，一層努力す
る取組みが必要である。
・社会に出る前の準備教育
として，基礎的なビジネス
マナーを身に付けるための
取組みを行っている。

４

・行動力を高め，充実した
日常生活を送らせるため
に，健康増進や体力向上に
も取り組む必要がある。

目

校

自

己

評

度

ほぼ達成

(8 割以上)

B

概ね達成

(6 割以上)

C

変化の兆し (4 割以上)

D

不十分

方策の評価指標

・校内における挨拶の励行を図る。 ・学生が充実した学校生活を送
・職員や講師とのコミュニケーシ
っているか。
（全般に関する評
ョンの際に，接遇マナーを身
価指標として）
につけさせる機会を確保する。
・生活全般を通じ，健康的な生活， ・必要な場面では，接遇マナー
環境美化を意識する機会を設け
を意識した行動や，適切な言
る。
葉遣いを行っているか。
・体力向上と健康管理に対する意
識づけとして，運動の機会を設
・清潔で，明るく，秩序ある生
ける。
活環境が維持されているか。
・学生が運動する機会への協力
は行われたか。

生徒

３

名

事務局(教職員)

５

名

(4 割未満)

学
年

・各科目の目標と授業計画の設定 ・より実践的・実務的な指導内容
を行い，授業を進める。
にもとづいた授業実施の状況
・授業科目において，学生の期待
する内容を把握し授業を実施す ・学生からの授業評価および
・学生の期待する質の高い
るとともに，取得可能な資格に
授業科目に関連する資格取得
授業を実施できたか。
挑戦させる。
の状況
・日常的や長期休業の際に，実務
・教科指導力の向上のため，
の現状を把握する研修を行う。
・研修実施の有無
実務での活用事例等の研 ・発問や対話による授業展開，新
究は行われているか。
聞紙面等を利用した時事的課題 ・学習の取組みに関するアンケー
を授業に取り入れ，学生自らが
ト調査結果
・学生が積極的に授業に参
参加し考える授業を展開する。
加できているか。
・高校との連携を図ること ・高校において，部活協力や特別 ・年間を通じ，高校への協力を
はできたか。
講義などを実施する。
行ったか。
・学校見学会や説明会の開催，高 ・学校訪問などの広報活動は，
・育友会との連携により，
等学校への訪問など，広報活動
例年以上に行われたか。
保護者の意見を反映させ
を行う。
・育友会からの要望を取り入れ
る機会は設けられたか。 ・育友会総会などの機会に，役員
た教育活動は行われたか。
や会員からの意見や要望を積極 ・ホームページの更新は適切に
・学生の現状，本校に対す
的に聞く機会を設ける。
行われたか。
るニーズや期待を適切に ・入試情報など，ホームページの ・学生からの要望を聞く機会を
把握し，対応することは
更新を適切に行う。
設けたか，また工夫・改善を
できたか。
・学生の要望を取り入れる機会を
図ったか。
作る。
・学習活動と連動した進路
・学習内容が活かせる業種や職種 ・校内進路ガイダンスによる適
指導が行われているか。
の情報提供を図る。
切な情報提供の有無
・就職ガイダンスを適切に実施し， ・就職試験に向けた指導の有無，
・就職活動の取組みについ
就職試験で求められる事柄を個
ハローワークとの連携，求人
て適切な進路指導が行わ
々の学生の状況に応じ指導を行
情報に基づく指導の有無
れているか。
う。
・企業見学会やセミナーへの参
・企業見学会や就職セミナーに
加機会の確保と支援の有無
・学生の進路実現を果たす
積極的に参加させる。
・就職希望者全員への面接指導
ことはできたか。
・就職試験に向け，面接指導を積
の実施状況
極的に行う。
・学校生活全般を通じて，
基本的なマナーやルール
を身につけさせる教育は
行われているか。
・健康管理の重要性に対す
意 識 付 け を 図 る こと は
できたか。
・学校行事や健康増進に機
会を設けることはできた
か。

A

※学校関係者評価実施日とは，最終回の学校評価懇
話会を開催し，学校自己評価を踏まえて評価を受け
た日とする。
出席者
学校関係者
３
名

価

標
具体的方策

情報会計専攻科)

度

評

評価項目の達成状況
・会計分野・情報分野とも分野
毎の目標、授業計画にもとづい
て適切に授業を実施した。
・授業内容の理解度の確認とし
て受験した検定試験では，日商
簿記２級に２年生が 80％合格，
３級に 1 年生が 100％合格し
た。医事コンピュータ技能検定
では、2 年生が 2 級に 80％，1
年生が 3 級に 100％合格した。
・各分野の学習では，実務学習
をベースとして授業を展開し，
実力養成を図ることができた。
・高校との連携は，部活動協力
など可能な範囲で実施した。
・説明会，学校訪問の機会を例
年以上に確保したが，入学者の
増加には結びつかなかった。
・育友会総会での保護者からの
意見に対応した学校運営を行
った。
・学生の期待にある程度は応え
られたと思うが，十分な期待と
いう意味では改善する余地が
ある。
・学習活動と連動した進路分野
に進路決定者の多くが結びつ
いている。
・ガイダンス，進路情報提供，
面接指導，個別面談などを積極
的に行った。
・現在，5 名中 4 名が進路決定
している。未定者も進路決定に
向けて活動し，支援を継続して
行っている。修了までには全員
の決定を目指したい。
・挨拶の励行，時間を守る，責
任を果たすなど基本的な生活
習慣が身に付いている。
・年間を通じて欠席者もほとん
どなく，健康で学習活動・学校
生活に取り組むことができた。
・日頃から環境美化の意義を理
解して学校生活を送っている。
・活力ある学校生活を送るため
には，体力の向上に関する取り
組みが不足している。

価(２月１日 現在)
達成度

校

関

係

者

評

価

実施日 平成 29 年 2 月 17 日

次年度への課題と改善策

学校関係者からの意見・要望・評価等

・教育課程の改変により情報分野
の単位時間を増大させるため，科
目間の連携と実施内容の明確化
が求められる。職員間の連携をよ
り推進して対応を図りたい。

今後とも，専攻科としての存在意義を発揮し，
実力養成と実戦力の育成に努めていただきたい。
検定取得についても成果をあげており，引き続
き頑張って欲しい。

Ａ
・専門科目学習未経験者にも理解
可能な指導方法の研究を図り，学
習への関心を高める努力をする
必要がある。
・学生の期待に応える努力を通
じ、学校の魅力向上を図りたい。
高校との連携は、可能な範囲で実
施したい。
Ｂ

A

・保護者の意見を取り入れる機会
を一層拡大し，よりよい学校運営
を目指すことが求められる。

・早期からの就職活動に着手し，
就職に向き合う心構えを作る必
要がある。
・本年同様，ハローワークとの連
携を推進し，就職情報や求人開拓
の機会を確保する。
・学生が進路に向き合う際に求め
られるメンタル面の強化と進路
準備の努力の大切さを理解させ
る。
・現行の良い所を継続して実施す
ることで，社会人になるための基
礎力を養成する。

Ｂ

生徒募集に向け，一層努力していただきたい。
学生や保護者の声を大切に，開かれた学校づく
りに取り組んで欲しい。

・主体的・積極的に行動すること
で活力ある学校生活を送れるよ
うにする。
・学生との対話を重視し，教員も
率先して学生との活動に関わり
を持つ。

進路決定について，学校での学習が活かされて
いる点が評価できる。
在籍する学生の全員が進路決定できるよう，充
実した進路指導および支援に努めて欲しい。

学習面だけでなく，生活面の取組みは大切であ
る。社会人となる基礎教育として，継続して欲し
い。

