
 

 

         令和３年度 富山商業高等学校アクションプラン ―１― 

重点項目  学習活動 

重点課題  教科指導の充実と確かな学力の向上 

現  状 ・生徒の学習意欲や学習理解度に差が見受けられる。そのため、各教科において指導内容や指導方法の改善を図るととも

に、生徒に意欲をもって授業に取り組ませ、確かな学力を身に付けさせることが必要である。 

達成目標 ①指導力の向上を意識した授業改善 ②課題解決力を身に付けさせる 

他の教員の授業を、各学期３回以上参観する。  

生徒の学習に対する取り組み方や授業内容の理解

度、満足度に関する状況調査をアンケート方式で行

う。授業内容の理解度８０％以上 

目標達成度評価表により、年３回以上評価基準に照らし

合わせ自分を振り返る。 

自己評価シートで項目ごとにチェック。課題解決力６項

目で、Ｓ・Ａ評価が全体の５０％以上 

方  策 ・各学期に互見授業週間（年３回）を定め、各週間

に他の授業を各３回以上参観する。 

・参観者は、互見授業シートを記入し、授業者及び

自らの授業改善に資する。 

・各科目学習アンケートを取り、生徒の授業への取

り組み具合を確認する。 

・期末考査(年３回)後に、「課題解決力」６項目(コミュニ

ケーション能力、自主性、協調性、粘り強く挑戦する心、

創造性、確かな学力)について、現在のレベルをチェッ

クし、評価の具体的根拠を記入し、提出。 

 

 

達 成 度 

互見授業評価シート回収率 
 １学期 ９５％ ２学期 ９９％ 
 ３学期 ９５％ 
教科別学習アンケート 
今年度より全教科・科目で実施。 
 
 
 

富商ブランド自己評価シート課題解決力 
 １学期  →  ２学期 

コミ能力 ６８％ → ７１％ ＋３ 
自主性  ６６％ → ７３％ ＋７ 
協調性  ７１％ → ７８％ ＋７ 
挑戦心  ６３％ → ６８％ ＋５ 
創造性  ５１％ → ６０％ ＋９ 
確学力  ４０％ → ４９％ ＋９ 

具体的な 
取組状況 

・互見授業は、１、２学期には、積極的に互見授業を行い、1 科目は他教科を見ていただき、多くの意見が

もらえるようになった。 

・学習アンケートは、今年度より全教科で実施し、個人の得手不得手を各担当が意識していく材料としてい

る。 

・自己評価については、１学期では「確かな学力」について、５０％をきっていたが、２学期では「確かな

学力」についても４９％越えとなり、２学期の授業時数確保がこの結果に結びついている。３学期では、

さらにポイント数が上昇することが期待される。 

評  価 Ｂ 
・２学期の互見授業９５％越え、学習アンケートを全教科実施、自己評価は６項目中５項目で６０％

越えがみられた。 

学校関係
者の意見 

・ＩＣＴを利用した授業など、互見授業を通して授業改善を図ることは必要なことである。 

・現在のレベルを把握するためにも、自己評価アンケートは今後も継続して実施してほしい。 

次年度へ
向けての
課  題 

・新年度からは新しい観点別評価が加わり、またＩＣＴ利用の促進など授業改革が求められる。これまでの

互見授業にさらにお互いを研鑽していくシステム作りが必要となる。 

・学習アンケートについても、新しい学習指導要領となり、アンケートの中身を精選していく必要がある。 

・自己評価については、今後も継続していきたい。 

＜評価基準＞ Ａ：達成した Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：やや不十分だった Ｄ：不十分だった 

 

 

 



 

         令和３年度 富山商業高等学校アクションプラン ―２― 

重点項目  特別活動 

重点課題  部活動の活性化と競技力の向上 

現  状 ・本校は運動部１７、文化部１１の計２８部が設置されており、全員部活動制である。 

・運動部・文化部ともに多くの部が、県大会優勝や全国大会入賞を目指して熱心に部活動に取り 

組んでいる。昨年度はコロナウイルス感染症のため、全国大会や予選大会が軒並み中止となったため、全国

大会出場者は２６名（３．１％）、北信越大会出場者は９５名（１１．５％）であった。参考までに、一昨

年度は全国大会出場者が２４４名（３０％）で目標を達成、北信越大会出場者 

が３２３名（３９％）で目標をほぼ達成できている。 

・部活動個人目標カードを用いて各個人の目標を立てさせた。昨年度はコロナウイルス感染症のため、個人目

標カードの記入は行わなかったため、評価はできていないが、一昨年度は６０％以上の達成度であった。 

達成目標 ①部活動の個人目標達成度 

（個人目標達成者数÷全校生徒数×１００） 

 ②全国大会・北信越大会出場生徒の割合 

（大会出場者の延べ人数÷全校生徒数×１００） 

 ６０％以上 全国１５％以上  北信越４０％以上 

方  策 ・３年間使用の部活動個人目標カードを作る。各年度で目標を立て、達成するための方策を考えさせ、

結果目標が達成できたかどうかを振り返らせる。そして、次年度に向けて「心身の健康・人間関係能

力・責任感・創造性・チャレンジ精神・リーダーシップ・フォロワーシップ」を意識させながら反省

等を記入させ、生徒の部活動に取り組む意識を高める。 

・各部活動を円滑に運営するために、適宜、部顧問会議やキャプテン会議を開き、諸問題について検討

し、改善を図る。 

達 成 度 

① ４月に立てた目標（競技成績、検定、人間
性等）を達成できたかどうか、１２月～１
月にかけて調査した。その結果、「達成で
きた」「まあまあ達成できた」と答えた人
の合計は３年が７６．７％と、一昨年度よ
り約５ポイント上昇した。全学年では、６
９．９％と目標を達成した。 

② 全国大会出場者  ２６０名（３２．８％） 
北信越大会出場者 ３７０名（４６．７％） 
 
※いずれものべ人数だが、目標を達成した。 
 
 
 

具体的な 
取組状況 

① 部活動の個人目標達成度は、一昨年度よりも上がっている。（昨年度は調査無し）昨年度は新型コ

ロナウイルス感染症のため、十分な活動ができなかったが、今年度はある程度満足のいく活動が

できたことが、ポイント上昇の理由と考えられる。 

② 今年度は、２８部中半数の１４部が全国大会出場を果たした。中でも陸上競技部、ワープロ部に

おいては全国大会優勝や入賞を果たし、全校生徒の励みになる活躍があった。 

評  価 A 

① 部活動は、生徒が本校入学を決めた大きな理由である。その部活動の取り組みが満足に

近いものであったことは喜ばしいことである。 

② コロナ禍のため、部活動ができない期間もあったが、それぞれが活動を工夫したことで、

目標を達成できたと考えられる。 

学校関係
者の意見 

部活動の個人目標達成度が上がっていることは喜ばしいことではある。学業との両立を図ることも

大事である。 

次年度へ
向けての
課  題 

部活動において、適切な成績目標を設定することは必要だが、大事なことは鍛錬の成果を学校生活

全般に波及させることだと考える。今後は、どのように行動が変容したかを調査することも考えてい

きたい。 

＜評価基準＞ Ａ：達成した Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：やや不十分だった Ｄ：不十分だった 

 

 



 

達 成 度 

・ＳＮＳの不適切使用による他人を中傷するトラブルは発生しなかった。 
 
・「携帯電話、スマートフォン利用マナー」違反が１６件あり（前年１３件）、規範意識の 醸成が
不十分であった。 

具体的な 
取組状況 

１ 「携帯電話、スマートフォン利用マナーの紹介」 

 ・生徒が「スマホの使い方やルール」について考え、授業での実習（広告と販売促進）としてポス

ターを作成し、生徒玄関に貼付した。 

 

２ スマホ安全教室（１学年） 

 ・外部講師を招聘し、コロナ禍における規範意識を高める取り組みを実施した。 

 ・各学期毎に「スマホの使い方やルール」についてプリントを配布した。 

評  価 Ｂ 
・「携帯電話、スマートフォン」の利用による、いじめ等の重大事案はなかったものの、利

用マナー違反が昨年より多かった。 

学校関係
者の意見 

ＳＮＳの利用について規範意識を高めることも大事ではあるが、使うことを前提として危険性や可

能性を議論して正しく使うことを考えさせることも大事である。 

次年度へ
向けての
課  題 

・「携帯電話、スマートフォン」の利用による、いじめ等の重大事案が発生しない取り組みを生徒主

体で実践する。 

・スマートフォンの不適切な使用による、深刻ないじめ問題を発展させないように、「ＳＮＳ利用上

の規範意識」の醸成を徹底する。 

・「携帯電話、スマートフォンの利用マナー」を徹底し、重大な事案を引き起こさせない。 

＜評価基準＞ Ａ：達成した Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：やや不十分だった Ｄ：不十分だった 

 

 

 

 

         令和３年度 富山商業高等学校アクションプラン ―３― 

重点項目 学校生活 

重点課題 「ＳＮＳ利用上の規範意識」の向上 

現  状 ・生徒は県内全域から通学し、他校に比べると広い地域からの生徒で構成されているため、入学当初、

集団に溶け込めず、孤立しがちな生徒が見られる。 

・悪ふざけやちょっとした悪戯のつもりが人間関係を壊したり、人を傷つけたりすることに気付いてい

ない、又は軽く考えている生徒がいる。 

・ほとんどの生徒が携帯電話、スマートフォンを所持していることから、ＳＮＳの不適切使用による問

題が発生している。 

達成目標 「ＳＮＳ利用上の規範意識」の醸成 

ＳＮＳの不適切使用によるトラブル発生件数 ０件 

方  策 ・生徒に呼びかけ「携帯電話、スマートフォン利用マナー」のポスターを作成し、「ＳＮＳによるトラ

ブル撲滅運動」を実施する。 

・５月のＰＴＡ総会や学年別懇談会を活用し、保護者に対し「ＳＮＳによるトラブル撲滅」への協力を

要請する。 

・７、１２月にスマホ安全教室を開催し、ＳＮＳの利用マナー向上に努める。 



 

         平成３年度 富山商業高等学校アクションプラン ―４― 

重点項目   進路支援 

重点課題 

・社会情勢や職業についての幅広い理解とともに職業観・勤労観を育み、一方で自己理解を深めさせ、

生徒一人一人が能力や適性に応じた進路選択ができるよう支援する。 

・自分の考えや思いを的確に表現できる文章記述力を系統立てて指導する。 

・個に応じた組織的・計画的な取り組みを通して、より効果的な進路支援を行う。 

現  状 

・職業観・勤労観に関する意識が希薄な生徒について、進路希望の確立が遅れがちである。 

・自己理解ができていない生徒には、適性や能力に見合わない進路選択をする場合がある。 

・昨今、アドミッションポリシーとの合致度や学業成績、外部検定の基準の変化、高卒求人の幅が広くな

っているなどの一方で、自己理解が深まっていない場合に、安易な進路選択が中途退学や早期離職など

につながる可能性がある。 

達成目標 

①小論文模試の評価 ②生徒の進路満足度（卒業時） 

「説得力」「構成力」等の評価向上 ９５％以上 

方  策 

・小論文を書くことで社会的関心を喚起し、 

 マニュアル化した考え方から離れ、将来 

への目的意識を明確にさせる方策を実施 

する。 

・国語科と協力して国語の授業を活用し、小論文

記述力を学年進行で向上させる方策を実施す

る。 

・1，2年は年間3回、3年は年1回の小論文模試を

実施し、外部講師によるガイダンスを受講させ

る。 

・小論文模試では、「説得力」「構成力」等の評価

の向上を目指す。 

・早めに自己の将来を主体的に考えさせ、能力・適性

にあった進路選択を行うよう指導する。 

・生徒の進路志望状況をできるだけ具体的に把握する

とともに、家庭との連携を図るため、進路選択に必

要な適切な情報を提供できるよう資料の充実を図

る。 

・進路実現を目指す生徒に対して、全教員による面接

指導や個別学力補充の場を提供する。 

・３年時に進路希望について大きな変更がある生徒

については、十分な話し合いをするとともに、保護

者との連絡を緊密に行い後悔のない進路選択を行

わせる。 

達 成 度 
継続指導で各進路に応じた志望理由を完成させることで

実質を伴った生徒の充実感にもつながった。 
９８．１％ 

具体的な 
取組状況 

・学期毎に小論文模試を設定、模試実施にあたって

の事前学習を通して生徒全員が小論文の書き方を

確認し、記述練習を行った。 

・論理的思考力を身に付けさせ、社会問題へのアプ

ローチや意識づけを図るため、新聞記事を使ったワ

ークシート教材を活用した。時事問題への関心や分

析力を高め、自己の意見の明確化を図った。 

・満足度調査において、満足73.3％、まあまあ満足

24.8％という結果から、概ね98.1％が満足してい

るとした。 

・小論文指導、面接指導等の個別指導に対してはおお

むね全教職員で対応した。 

・受験報告書、実際の試験問題等を進路指導室に提出

させ、次年度以降の指導に活用しやすいようにして

いる。 

評  価 Ａ 

・教職員が一体となって面接や小論文など個々の生徒への手厚い指導をおこなった。 

結果、前年度同様コロナ禍にありながら希望者全員の就職内定を得ることができた。進学に

おいても、８名の国公立大学合格をはじめ多くの成果をあげることができた。生徒の進路満

足度は、昨年度よりやや下がったものの高い数値であった。今後も多様化する生徒の進路希

望の実現に向けて一層のサポートをしていきたい。 

学校関係
者の意見 

進路については、３学年になってから考えるのではなく、１学年から考える必要があり、進路講話 

や分野別説明会など機会をとらえて早めに取り組んでいく必要がある。 

次年度へ
向けての
課  題 

・就職・進学の受験報告書や過去の入試問題等のデータベース化など、進路実現に向けた情報提供を

より効率的に行えるようにすること。 

・進路ガイダンスや小論文指導などのいっそうの連携を深め、進路実現に向けての生徒の意識をさら

に高めること。 

＜評価基準＞ Ａ：達成した Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：やや不十分だった Ｄ：不十分だった 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価基準＞ Ａ：達成した Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：やや不十分だった Ｄ：不十分だった 

 

         令和３年度 富山商業高等学校アクションプラン ―５― 

重点項目   学習活動 

重点課題   １ 授業の充実   ２ 検定・資格取得の向上 

現  状 

全商検定 １級３種目以上合格者 

令和元年度  ５６名（約２０％）、令和２年度  ５９名（約２１％） 

全商検定 簿記２級合格者 

令和元年度 １４９名（約５３％）、令和２年度 １２６名（約４５％） 

達成目標 

１ 授業の充実 ２ 検定・資格取得の向上 

生徒の授業満足度 
８０％以上 

全商検定１級３種目以上合格１００名以上 

全商簿記２級合格     １４４名以上（約６０％） 

＜令和３年度1学年１学級減により６クラスにて計算＞ 

方  策 

・学年共通の確認テストを行い、学年での学習進度の統一や指導の連携を図る。 

・定期的に確認テストを行い、生徒の学習における未理解箇所を早期に発見し対応を行う。 

・授業を充実させることにより、生徒の学習意欲を喚起する。 

・基礎・基本の着実な定着を図るとともに、生徒の能力を最大限に伸ばすための学習指導 

体制を充実する。 

・生徒が苦手とする箇所を重点的に解説する。 

・教員間による授業の指導及び研究を行い、教員の指導力向上を図る。 

・１月に行われる検定については、補習授業を行い、学力の向上を目指す。 

達 成 度 

１ 授業の充実 ２ 検定・資格取得の向上 

〇令和2年度90.9％ 

１学年：92.4％ 

2学年：85.4％ 

3学年：95.0％ 

〇令和3年度92.0％ 

１学年：89.7％ 

2学年：88.6％ 

3学年：96.3％ 

１ 全商検定１級３種目以上合格（第三学年） 

〇令和２年度 ５９名 

3種目（36名）・4種目（12名）・5種目（8名）・6種目（3名） 

〇令和３年度 １３３名  

3種目（83名）・4種目（23名）・5種目（16名）・6種目（8名） 

・7種目（2名）・8種目（1名） 

２ 全商簿記２級合格 

令和３年度 ９０名（約３８％） 

具体的な 
取組状況 

・学年統一確認テストによる、生徒の学習進捗状況の確認と指導。 

・検定試験直前期に７限目を設け、約３週間検定合格に向けた指導を実施。 

・検定試験直前期の放課後、希望者へ特別補習を実施。 

・積極的な公開授業による、教員の指導力向上。 

・学習支援サービスを試行し、検定学習サポートと自宅学習を促進。 

・地域や企業、教育機関等、外部と連携した授業の拡大と充実。 

評  価 Ｂ 

生徒授業満足度は目標を達成し、さらに昨年度を上回ることができた。全商検定１級３種目以

上合格についても高い目標を大幅に上回り、昨年の合格率より約2.3倍増加させた。しかし、

全商簿記２級については合格率が低下したため、さらなる工夫や改善に取り組む考えである。 

学校関係者
の意見 検定取得の目標に日商をいれるなど多種多様な検定取得を目指してほしい。 

次年度へ向
けての課 

 題 

・主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

・「創造力を引き出す」デザイン思考を用いた探究的な学びの授業研究。 

・３年間を通した探究学習、キャリア教育の具体的取り組み。 

・課題研究の内容とシステムの再構築。 

・地域や企業、教育機関等、外部と連携した授業の拡大、充実の促進。 

・生徒が商業の可能性や面白みを理解し、商業を学ぶことの楽しさを知るための取り組み。 

・商業を学び活かしていくための基盤である生徒の基礎的学力向上。 

・生徒一人一台貸与のタブレットを利用した、授業や自宅学習での活用。 
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 重点項目   学習活動 

 重点課題   「模擬株式会社 TOMI SHOP」を通して体験学習の充実 

 現  状 仕入先研修体験学習や「模擬株式会社TOMI SHOP」の運営を起業家教育や進路学習に役立てている。 

 達成目標 

① 社会人基礎力「3つの能力／12の能力要素」 
②「模擬株式会社 TOMI SHOP」の満足度 

 （お客様・生徒） 

自己の3段階評価 

レベル3 40％以上 レベル2以上 70％以上 

   お客様 満足以上の割合95％以上 

   生徒  満足以上の割合90％以上 

 

 

 

 

 

 方  策 

(1)模擬株式会社「TOMI SHOP」（起業家の育成） 

 ・模擬株式会社を設立し、会社組織で店舗経営や販売活動を行う。 

 ・「株主総会」において営業報告、決算報告、利益処分を行う。 

(2)「TOMI SHOP特別授業」の充実 

「TOMI SHOP特別授業」を実施し、「TOMI SHOP」に向けて必要な知識と心構えを生徒に理解

させる。複数回の授業を実施し、生徒の変化を把握して取り組みに生かす。 

(3)社会人基礎力自己評価「プログレスシート」 

「TOMI SHOP」の活動を通して「プログレスシート」を記入させ、社会人基礎力の意識付け、記

録および振り返りを実施し、成長の確認を行う。 

(4)キャリアガイダンスの実施 

地元経済団体との連携により、勤労観、職業観を育成し、問題解決能力を育て、地域社会に貢

献できる職業人の育成を目指すとともに、キャリア教育の充実を図る。 

達 成 度 

＜レベル3の評価＞ 
12項目中 5項目 40％以上（達成） 
12項目中 5項目 30％以上（未達成） 
12項目中 2項目 20％以上（未達成） 
＜レベル2以上の評価＞ 
12項目中12項目 70％以上（未達成） 

＜お客様＞ 
満足以上の割合 88.9％（未達成） 
・大満足  25.8％ ・満足 63.1％ 

 ・少々不満 10.7％ ・不満  0.4％ 
＜生徒＞ 
満足以上の割合 91.4％（達成） 
 ・大変満足 32.6％ ・満足 58.8％ 
 ・少し不満  8.1％ ・不満  0.5％ 

具体的な 
取組状況 

①社会人基礎力の評価について（評価方法：営業の事前・事後にて自己評価） 

・昨年度までの評価結果から、特に伸ばしにくい「考え抜く力（課題発見力、計画力、創造力）」の

向上に力を入れて指導。 

・全校統一HRにて、お客様からの要望等を事前に予想し、その対応策を考察。 

・評価方法は、TOMI SHOP営業の事前・事後に自己評価（Google Forms にて入力） 

②模擬株式会社「TOMI SHOP」の満足度について（お客様アンケートを実施） 

・創立総会や開店式、係別会議などにて、本部役員（生徒代表）から企業理念や今期の目標を常に意

識したプレゼンテーションや伝達を実施。 

・TOMI SHOP HRにて、販売計画等の立案を実施。その際、担当教員だけでなく本部役員（生徒代表）

が入り、企業理念や今期の目標を意識しながらアドバイス等を実施。 

・営業当日には、お客様の反応やご意見をもとにクラス内で話し合いを行い、随時改善に取り組む。 

評  価 Ｂ 
例年よりも制限のある限定された状況のなかで、思うような活動を設定することが難しく、

目標が達成できない部分があった。 

学校関係者
の意見 

社会人基礎力の評価について、学年によって求めることや受けとり方が違うので、１～３年まで同

じ目標ではなくて、学年ごとに目標を設定するのもいいのではないか。 

次年度へ向
けての課 

 題 

状況や環境は大きく変化をしているが、だからこそ向上させられる生徒の力はあると感じる。また、

変化の激しい現代だからこそ、その変化について身をもって経験をしながら力を向上させることが必

要不可欠ではないか。その意識を持ち、これからの教育活動を設定していく。 

＜評価基準＞ Ａ：達成した Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：やや不十分だった Ｄ：不十分だった 
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 重点項目   特別活動 

 重点課題   読書の楽しさに出会い、本や雑誌を活用して探究する姿勢を学ぶ 

 現  状 ・授業での来館や雑誌の利用を中心に来館者が増えている。これを推進するために、読書の動機付けとな

る工夫や蔵書の充実を図ることが必要である。 

・昨年度の生徒１人当たりの貸出図書冊数は年度末において３.３冊に伸びた。さらに、年間１冊も

本を借りていない生徒は今年度も０％であった。 

・今後は「探究的学習」「人生を豊かにする読書」を推進し、授業その他で活用しやすい図書館をめ

ざしていきたい。 

 

 達成目標 ① 1冊以上借りた生徒の割合 ② 授業で活用された図書の調査 

９９％（４月～１月） 通年 

 方  策 
・入学後の早い時期に図書館利用オリエンテーションを実施し、生徒図書委員会を立ち上げる。 

・生徒の貸し出しを促すため、授業等で図書館施設利用の機会を多く設け、図書館に親しんでもらうことで、

本の貸し出しにつなげるように働きかける。 

・より多くの生徒に図書館利用を促すような企画展示を、館内や廊下において積極的に行う。 

・図書や雑誌の購入にあたり、生徒や教員の希望を多く取り入れ、利用を促進する。 

・授業で図書館を利用された先生方、生徒の協力を得て、活用された図書を調査したものを参考に、調べ学

習用の蔵書の充実に努める。 

・国語科、地歴公民科をはじめ各教科と連携して、読書感想文や小論文、レポート作成の際の図書館の活用

方法や新聞の活用の仕方について理解を促し、図書館のさらなる利用を図る。 

達 成 度 1冊以上本を借りた生徒の割合は１００％ 
担当者、生徒の協力を得て、授業中に利用さ
れた図書の調査をすることができた。 

具体的な 
取組状況 

・１年生に対しては、オリエンテーション期間中に図書の貸し出し、返却の仕方を体験させた。１学

期の特別授業の期間に、読書感想文の書き方指導をして、夏休みが読書期間となるよう一人２～３

冊の図書の貸し出しと貸出期間１ヶ月の特別延長を行った。 

・ジャンル・テーマに沿って企画コーナーを設け、生徒が手に取りやすいようレイアウトを工夫した。 

・図書館で授業を行った生徒、担当者に、活用した本の調査を行った。 

【成果と問題点】 

・冊数を決めて本を借りさせる方法は、読書習慣のない生徒にとっては、図書館で本を探すという体

験が読書へのきっかけになったが、生徒自身の主体的な動機ではないために、読まないまま放置し

た本が返却されず、１年以上の長期の延滞者を出している。 

・今年度、生徒全員にタブレットが貸与された影響で、図書館での授業が大幅に減った。 

・企画コーナーの本を手に取る生徒が多く、貸し出し数も伸びた。 

評  価 Ａ １冊以上本を借りた生徒の割合が１００％と目標を上回った。 

学校関係
者の意見 

読書をすることは良いことだが、現在は情報を得る手段がたくさんある。図書館の役割や存在意義、

また貸出冊数という指標がいいのか考えていかなければならない。 

次年度へ
向けての
課  題 

本を借りる生徒の割合を高めるには、生徒、先生方に求められる良書をしっかり選定する必要があ

り、有用な図書の情報収集や生徒、職員に対する調査等をすべきだと感じる。また、図書館が気軽に

立ち寄れて、憩いを感じられる魅力的な場所になるよう企画展示などを工夫するべきだ。 

＜評価基準＞ Ａ：達成した Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：やや不十分だった Ｄ：不十分だった 

 

 

 



 

達 成 度 

 
① 医療機関への受診率  １２％ 

昨年１０％より上昇 

 
②・１学期５月カウンセリング研修会 
・２学期12月カウンセリング研修会 
半期ごとに研修会の実施ができた 

具体的な 
取組状況 

・１学期に予定されていた生徒の各種検診を、感染症対策に配慮して全て実施することができた。１

学期保護者会には、全検診の受診結果のお知らせ等を配布した。 
今後の健康管理と、維持増進のために、自身の体調に関心を持ち、コロナ禍での感染予防に努める
よう指導を行った。 

・本校スクールカウンセラーを講師として、１回目カウンセリングの基礎「子どもの声を聴く心に寄
り添う」について、２回目発達障害「発達の特性を抱える子供たち」と題して、 

全教職員対象に研修会を実施できた。 

具体的な生徒対応についても質問が出て、事後の教職員アンケートでは、継続して研修会を開いて

ほしいという意見が多くあった。 

評  価 C 

・保健室へ提出された医療機関受診率は、受診科により違いがあるが1年生11.7％、 

２年生12%、３年生は12%と目標とした75%を大きく下回っている。 

９月の夏休みの延長があったにも関わらず、コロナ禍で病院等への治療そのものを控える傾

向があったためと考えられる。しかし、自身の健康管理を意識させるよう指導啓発していき

たい。 

・教職員自身の学びを高めるために研修会を継続していきたい。 

学校関係者
の意見 

医療機関の受診は大切であるが、未然予防も大切である。病気が発生する前にそれをどう抑えてい

くかを考えさせることが大事である。 

次年度へ向
けての課題 

・来年度も感染症対策を念頭に置きながら、生徒の各種検診計画を立て実施できるようにする。生徒

が自身の健康管理できるように、医療機関への受診を指導していきたい。 

・全教職員向けの研修会を、多様な生徒に対してきめ細やかな生徒対応ができるため 

に研修会を計画し、実施する。 

＜評価基準＞ Ａ：達成した Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：やや不十分だった Ｄ：不十分だった 
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重点項目   学校生活 

重点課題 

・健康診断の結果に基づく、疾病異常者の医療機関等での再検査や治療等の保健指導の徹底を 

図る。 

・教職員間で生徒理解を十分に図り、不登校、学校不適応、人間関係等の心理的な原因による体調不良等へ

の対応や、相談、カウンセリング、専門医への繋ぎなど充実を図る。 

現  状 ・齲歯等治療率は約3割程度で、自己の健康管理に対して、意識がまだまだ低い。 

・様々な心理的な問題を抱え、不登校や保健室登校となる生徒がおり、教職員の生徒理解のための教育

相談スキルの向上が欠かせない現状である。 

達成目標 ① 健康診断後の治療率 ② 半期ごとに研修会の実施 

７５％ 年２回 

方  策 ・健康診断の結果を本人及び保護者へ伝え、医療機関での再検査や治療等を確実に行ってもらえるよう

に、担任学年等と協力して実施する。 

・研修会を通じて、生徒理解のスキルアップをめざす。また、不登校、学校不適応、心理的な原因によ

る体調不良等の生徒対応を円滑に行うため、担任や顧問、学年主任、保健厚生部、保護者が連携して

問題解決に取り組み、スクールカウンセラーや医師などの専門家の効果的な活用を図りながら、確実

な問題の解決にあたる。 



 

 

達 成 度 

今年度はコロナ感染拡大防止のため、３学年の
み当日参加、１，２学年は資料事前配布による審
議形式での承認を得た。承認、委任状を含め９１．
６％のであった。 

行事は３月１１日実施予定である。 

具体的な 
取組状況 

・今年度もコロナ感染拡大防止のため、予定されていた行事の中止が多かったが、事業の連絡や情報

配信については、迅速かつ丁寧を心掛けて実施した。 

・ＰＴＡ総会は感染拡大防止のため、参加者を限定し縮小開催の対策をとった。 

・ＰＴＡ視察研修は感染対策をしながら少人数での視察を実施した。 

・ＰＴＡ職業紹介講座は、ＰＴＡ役員及び進路指導部と連携し１４講座を開設予定であり、３月１１

日に実施する。 

 

評  価 Ｂ コロナ禍で中止せざるを得ない行事もあったが、実施行事はおおむね達成した。 

学校関係
者の意見 コロナ禍で実施できる行事が減ってきている。コロナ禍の中で実施できる行事を検討してほしい。 

次年度へ
向けての
課  題 

・ＰＴＡ主催行事には、教育活動の理解や進路意識への関心に関わる部分が多いため、継続して要望

を取り入れ、理解度・満足度を意識した行事の実施に努めたい。 

・今年度のように参加が困難なため実施できない行事について、新たな実施形態も検討していきたい。 

＜評価基準＞ Ａ：達成した Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：やや不十分だった Ｄ：不十分だ 
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重点項目   その他 

重点課題   ＰＴＡ活動への関心を高め、自主的・積極的な参加を推進する 

現  状 ・ＰＴＡ総会への出席率は、３学年の進路説明会を同時開催することで５０％を超える水準となってい

たが、昨年度は感染拡大防止のため実施されなかった。変更連絡など学校ホームページ等を活用して

情報発信を行うことで状況の理解に努めた。今後も積極的に活用したい。 

・本校独自のＰＴＡ事業として行っているＰＴＡ視察研修や食堂利用体験の満足度は９０％を超える水

準で、参加者も増加している。また、３年前よりＰＴＡによる生徒への職業紹介講座を実施している。 

達成目標 ① ＰＴＡ定期総会時の説明による学校の 

教育方針に対する理解度 

② ＰＴＡ視察研修事業・ＰＴＡによる職業紹介講

座の満足度 

９０％以上 ９０％以上 

方 策 ・ＰＴＡ定期総会の土曜日実施と１・２年生の授業参観・３年生の進路説明会・学年別懇談会の同日実

施を継続し、保護者の日程的な負担を軽減することで、保護者が参加しやすくなる環境を整える。 

・ＰＴＡ定期総会時の学校長・進路指導部長・生徒指導部長による学校全体の概況説明、学年別懇談会

での指導方針を説明してもらうことで、本校の教育方針に対する理解度をより深める機会とする。 

・ＰＴＡ視察研修先の事前アンケートと実施後の事後アンケートを継続実施し、その内容を踏まえて、より

魅力ある研修会となるよう計画を立案する。また、２年生対象に行うＰＴＡによる職業紹介講座について

は、生徒の希望に沿う職業人を招聘し、なるべくミスマッチの無い講座選択を実現する。 

・ＰＴＡ事業について多くの会員の参加を得られるように、行事内容を配布物とメール配信両方で行う。 

・機会ある毎に情報メール受信の登録を促し、多くの保護者に情報配信できる体制を整える。 


