
         令和２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５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。 

・定期考査の最終日(年５回)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 中止 ２学期 ９８％ 
教科別学習アンケート 
「内容理解度」５、４評価 
１年１学期８４％ ２学期８１％ 
２年１学期６５％ ２学期７３％ 
３年１学期８８％ ２学期８９％  

３学期９１％ 

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 ６２％ → ６６％ ＋４ 
自主性  ６１％ → ６５％ ＋４ 
協調性  ７１％ → ７３％ ＋２ 
挑戦心  ６０％ → ６６％ ＋６ 
創造性  ４４％ → ５０％ ＋６ 
確学力  ３９％ → ４３％ ＋４ 

具体的な 
取組状況 

・互見授業は、１学期はコロナ感染予防のため、中止とした。２学期は、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、１学期の「内容理解」では、コロナ感染予防のための臨時休業の影響が

出るかと心配されたが、特に 1年生では理解度が８０％を超えた。授業日数の減少に伴い、

範囲が狭まったためとみられる。その分、２学期で減少した。 

 ２年生については、１学期より２学期の理解度が深まっている 

・３年生は、３学期までアンケート済みで、９０％越えを到達できた 

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

が、２学期では「創造性」が５０％に届き、「確かな学力」についても４０％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。 

評  価 Ｂ 
互見授業は９０％越え、学習アンケート「内容理解度」は１、３年８０％越え、自 

己評価は６項目中５項目で５０％越えがみられた。 

学校関係
者の意見 

互見授業や学習アンケートを通して授業改善を図ることは大切である。生徒の興味・関心 

を高め、確かな学力を身に付けさせるためのも継続していくことが必要である。 

次年度へ
向けての
課  題 

・互見授業は、今年度他教科の授業を積極的に見ていただき、教科間相互の授業の工夫につ 

なげられるように今後も取り組みを深めていきたい。 

・学習アンケートについては、コロナ感染予防のため行事が減少したことが、内容理解度に

つながったようである。通常の行事に戻った時に、この数字を維持または向上させる方策

を考えていかねばならない。 

・自己評価では、「創造性」が５０％を超え、コロナ下の中自分で考えて取り組もうとする生

徒が増加したと思われる。また「確かな学力」についても昨年より７ポイント増加してお

り、学習時間の確保が授業を中心に行われたためと考えられる。今後、行事と授業を両立

させるための方策をしっかりと立てなければならない。 

＜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２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た。 

・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。年度末の目標達成度は、昨年度と 

ほぼ同じ６６％で目標を達成できた。 

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、結

果目標が達成できたか。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、

選手の意識を高める。 

・部活動の一層の活性化を図るため、各部におけるトレーニング講習会や技術講習会の充実を

目指す。特に競技力向上に努める。 

・ストレス無く部活動を行うために、部活動の環境整備に努める。 

達 成 度 

４月から５月までの休校や全国大会につ
ながる大会が軒並み中止になったため、個
人目標の設定が困難だと判断し、今年度は
個人目標カードの記入は行わなかった。 

全国大会出場者   ２６名（ 3.1%） 
北信越大会出場者  ９５名（11.5%） 

具体的な 
取組状況 

２・３年生は３月から５月まで休校で自主練習しかできなかった。１年生は部活動登録が

６月９日であった。また、部活動が始まってからも、コロナ感染対策で例年と同じような活動

は行いにくい状況であった。 

評  価 Ｃ 

①は個人目標カードの記入を行わなかったため評価不能。 

②は昨年度、国民体育大会以降の全国大会出場者は約１００名（吹奏楽部７５名）で、

北信越大会出場者は約８０名であった。また、昨年と同様には行われない大会もあっ

たので、よく健闘していると考えられる。 

学校関係
者の意見 

部活動個人目標カードを作成することは、目標に向かって努力するモチベーションにな

る。学習との両立を図りながら取り組ませることが必要である。 

次年度へ
向けての
課  題 

コロナ感染対策の方法も確立されてきた。コロナ感染対策以外にも自分の体調を管理し、

個人目標を立てさせ、部活動の活性化と競技力の向上に努めていきたい。 

＜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 

 



具体的な 
取組状況 

・６月より施錠忘れ生徒に注意喚起チラシを配布した。 

・春の自転車定期点検を実施し、故障箇所の修繕および施錠意識を高めた。 

・「かぎかけ防犯コンテスト」は中止となったが、全校で防犯意識の向上に取り組んだ。 

・コロナ禍における規範意識を高める取り組み 

「スマホの使い方」  スマホ安全教室（１、３学年） 

「生活や行動のあり方」性教育講話（２学年）薬物乱用防止教室（３学年） 

「他者を思いやる心」 いじめ調査と防止（全学年） 

・生徒が「自転車施錠」や「スマホの使用ルール」に関する注意喚起ポスターを作成し、生

徒自ら規範意識を高める行動をした。 

評  価 Ｂ 

・生徒の自転車施錠率１００％は達成できなかった。 

今年度学校で発生した自転車盗難数は０件。（平成３０年度８件、令和元年度１件） 

・「自転車の施錠徹底」による規範意識の向上が醸成され、学校内での盗難事件も

発生しなかった。 

学校関係
者の意見 

「スマホの使い方」「生活や行動のあり方」「他者を思いやる心」等、生徒の規範意識が高

まるような取り組みを今後も継続して行ってほしい。 

次年度へ
向けての
課  題 

・自転車施錠率１００％を目指すため、生徒一人ひとりの意識向上に努める。 

・些細な声掛けであるが、積極的生徒指導を推進することとなるので、教職員と生徒が同じ

目標に向かって行動できる体制を強化する。 

・「自転車の施錠徹底」をきっかけとして、生徒の規範意識を育み、全校生徒の生活マナー

を向上させる。 

＜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 

 

         令和２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 「自転車の施錠徹底」による規範意識の向上 

現  状 ・毎年のように本校や最寄り駅の駐輪場において、自転車の施錠忘れによる盗難事件が発生し

ている。 

・昨年の施錠徹底運動の取り組みにより、自転車通学者の約５%の生徒が、普段から自転車を

施錠する習慣がないことが判明し指導した。 

・自己責任に欠け、何事も自分本位に解釈し、公共物を粗末に扱い、公共のルールを逸脱して

いる生徒が存在する。 

達成目標 「自転車の施錠徹底」による規範意識の醸成 

生徒の自転車施錠率 １００％ 

方  策 
・４月より施錠忘れ生徒に注意喚起チラシを配布する。 

・春、秋の自転車定期点検で故障箇所を修繕し、施錠する意識を高める。 

・５月に交通安全教室を開催し、自転車のマナーとともに防犯意識を高める。 

・「かぎかけ防犯コンテスト」に応募し、全校で防犯意識の向上に取り組む。 

・規範意識を高めることで、公共物を大切に扱い、思いやりの精神を育む。 



         平成２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、大学等の募集人員や受験倍率の変化、求人数が増加して就職希望先の選択の幅が広くな

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。 
９８．５％ 

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。 

・２年生は論理的思考力を身に付けさせ、社会

的問題への意識づけとそれに対する自己の意

見の明確化を図った。１年生は新聞記事なども

使い、情報収集、分析力の養成を図っている。 

・満足度調査において、満足 74.9％、まあまあ

満足 23.6％という結果から、概ね 98.5％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、コロナ禍にありながら例年並みの就職内定を得ることができ、また進学にお 

いても、１０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、昨年度よりも３ポイント以上高い値となった。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 

今後は小論文指導が重要になってくる。生徒の多様な進路希望に対応できる進路支援を 

していかなければならない。 

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をより早い時期から行い、進路実現に向けての生徒の意

識づけを高めること。 

＜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 

 



達 成 度 

〇総合的満足度 
全学年：90.9%、１学年：92.4%、２学年：85.4%、３学年：95.0% 
〇満足度の3つの観点 
全学年：内容89.1%、生徒自身の取り組み81.6%、将来への役立ち90.7% 
１学年：内容90.5%、生徒自身の取り組み82.5%、将来への役立ち93.5% 
２学年：内容83.1%、生徒自身の取り組み70.8%、将来への役立ち82.4% 
３学年：内容93.5%、生徒自身の取り組み91.6%、将来への役立ち96.2% 

具体的な 
取組状況 

・学年統一で確認テストを行うなど、生徒の学習の進捗状況を確認し指導を行った。 

・公開授業も積極的に行うなど指導力向上に努めた。 

・１月には７限目補習及び希望者への特別補習を実施した。 

評  価 A 

・全学年での総合的満足度では 90.9%であり、全体として目標の 80％を達成するこ

とができた。 

・２学年においても高い満足度が得られるよう努めたい。 

学校関係
者の意見 

検定に対する取り組みを一層推進し継続する中で、授業満足度を高めるとともに検定合 

格率を高めるためのきめ細かい指導を検討してほしい。 

次年度へ
向けての
課  題 

２学年では進路実現に重要となる各種検定 1級合格を目指すため、生徒にとっては重要で 

あるとともに最も苦しい学年である。この２学年においても高い満足度が得られるよう努め

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２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  生徒の授業満足度 

現  状 

これまでは商業科として検定合格率を重点課題としてきた。しかし、商業教育は実学であ

り、生涯にわたって学び続けるものであることから、高校での検定合格だけにとどまらず、

商業高校３年間で生徒が何を学んだのか、それを将来生かしていくことができるのかが大切

であり、また学び活用し続ける姿勢を身に付けることが重要である。これにより、本年度は

初めて生徒の授業満足度に重点を置き、商業教育を再検討、再構築していきたい。 

達成目標 

生徒の授業満足度 ８０％以上 

 １学年：情報処理、２学年：マーケティング、財務会計Ⅰ、プログラミング 
３学年：総合実践 

方  策 

・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 
コロナウイルス感染症拡大予防のため、本年度の生徒販売実習模擬株式会社「TOMI SH

OP」は中止したので、目標達成を評価する場面が設定できなかった。 

具体的な 
取組状況 

(1)に関して 
・創立総会は６月末に実施。第 20 期としての経営目標などを発表し、このような社会情勢
だからこそ、「TOMI SHOP」としてできる社会貢献を目指すことを掲げた。 

・株主総会は２月に実施。次期社長を選任し、来年度開催に向けての意欲を述べた。 
(2)に関して 
・各学年で、課題解決を目的とした全６回の特別授業を実施。来年度の開催に向けて、様々
な案を思考した。 

(3)に関して 
・「TOMI SHOP」の活動が中止となったため、評価機会を設定できず。 
(4)に関して 
・昨年度より回数を減らし、全２回で実施。「生き方」「在り方」から「働き方」を考えるこ
とにより、生徒が「自身の創りたい将来」に目を向ける機会となった。 

評  価 Ｃ 
・感染症拡大予防のために中止をしたが、それに代わる教育機会を全校生徒に対し
て設定することができなかった。 

学校関係
者の意見 

キャリア教育の点からも「TOMI SHOP」の取り組みは非常に大切である。本年度は残念 

ながら中止となったが、コロナ禍の状況でも実施できる方法を検討しほしい。 

次年度へ
向けての
課  題 

本年度の状況が変わらないと仮定し、そのなかで実施できる学びを企画・実行し、全校生
徒の学びの機会を保障しなければならない。 

＜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 
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重点項目  学習活動 

重点課題 模擬株式会社「TOMI SHOP」を通した体験学習の充実 

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  

Ａ４０％以上 Ｂ７０％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。 
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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。それを維持すると共に、読書の動機付

けとなる工夫をす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２.５５冊に伸びた。さらに、年間

１冊も本を借りていない生徒は０％になった。今後は「探究的学習」「人生を豊かにする読

書」を推進する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 図書館企画展示数 

９８％（４月～１月） ５回以上 

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より多く取り入れ、利用を促進する。 

・授業で図書館を利用された先生方に協力を得て、調べ学習用の蔵書の充実に努め、図書館の

有用性を高める。 

・国語科、地歴公民科をはじめ各教科と連携し、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、図書館をＰＲし、さらなる利用を

図る。 

達 成 度 
① １冊以上借りた生徒の割合 １００％ 

（4月～1月） 
② 図書館企画展示数 ５回以上実施  

具体的な 
取組状況 

・休校後の早い時期に図書館オリエンテーションを実施した。また、授業との連携で本の利

用を促した。 

・校内選書や図書館行事で読書に関する生徒の興味関心を高めた。また、通年企画展示、図

書館行事企画展示、季節企画展示、教科連携企画展示など 10の企画展示を行った。 

評  価 A 

・国語科や地歴公民科と連携することで、全校生徒に 1 冊以上本を貸し出すことがで

きた。また、生徒１人平均の貸し出し冊数は３．３冊となり、昨年同時期２．５５

冊を上回る冊数となった。 

・「先生おすすめの本」等の通年企画、「教養講座に関連した法律本」等の図書館行

事にあわせた企画、「クリスマス」等の季節企画、「家庭科：手作り本」展示、な

ど各種企画展示によって、本に出会う機会を多く持てるように工夫した。 

学校関係
者の意見 

各教科と連携したり、企画展示を行ったりする取り組みを今後も継続して、読書への関 

心・意欲をさらに高めていってほしい。 

次年度へ
向けての
課  題 

・生徒が自ら「読書したい」と思う姿を育てるためにはどのようにしたらよいのか、を考え

る必要がある。 

・授業との連携を進め「主体的・対話的で深い学び」をサポートできるように、本や資料を

揃え、情報機器活用環境も整えていく必要がある。 

・企画展示や雑誌をきっかけに図書館の利用を促すことができるよう、さらに工夫する必要

がある。 

＜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 

 



達 成 度 ① 医療機関への受診率  １０％ ② 半期ごとに研修会の実施  年１回 

具体的な 
取組状況 

・休校開け前日に本校スクールカウンセラーを講師として「日常をとりもどしていくため

に」と題し、全教職員対象に研修会を行った。誰もが経験したことがない不安の高い

中、教職員は生徒を落ち着いて迎える心構えが持てた。 

・１学期に予定されていた生徒の各種検診は、２学期に時期をずらしての実施となった。 

全ての検診を感染症対策に配慮して実施することができた。２学期保護者会までには、

全検診の受診結果のお知らせを配布した。 

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１３．

３％、 

２生８．７%、３年生８%と目標とした８０%を大きく下回った。 

休校期間等で各検診の実施が遅れ、検診結果のお知らせを渡す時期が遅れたことも

影響したと考えられる。また、コロナ禍で病院等への治療そのものを控える傾向も

あったためとも考えられるが、自身の健康管理を意識させるよう啓発、指導してい

きたい。 

研修会については、スクールカウンセラーを講師に３月実施した。 

学校関係者
の意見 

コロナ禍で医療機関への受診率は低かったが、生徒が自身の健康管理を意識するような 

取り組みを今後も継続してほしい。 

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、生徒の各種検診を実施出来るように計画を立て

たい。 

・全教職員向けの研修会は、研修場所を考慮して体育館とする等、日時設定も難しい。今年

度は、スクールカウンセラーを交えた少人数でのケース会議等は、回数を重ねて実施して

いる。来年度も、きめ細やかな生徒対応のために研修会を実施できるように計画する。 

＜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 医療機関への受診率 ② 半期ごとに研修会の実施 

８０％ 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、書

面審議形式での承認を得た。承認９６．９ 
％の回収であった。 

ＰＴＡ職業紹介講座の生徒アンケートの結
果９８．５％の満足度であった。 

具体的な 
取組状況 

・今年度は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総会は休校期間であったため、急遽書面審議形式変更して対応した。 

・ＰＴＡ視察研修、「ＴＯＭＩＳＨＯＰ」協力については中止となったが、１１月中旬に
実施したＴＯＭＩＳＨＯ ＨＯＵＲにて、ＰＴＡ執行部に会場整理の協力を要請し、ＰＴ
Ａ活動の参加と活動の理解を深めた。 

・ＰＴＡ職業紹介講座では、ＰＴＡ役員及び進路指導部と連携し１４講座を開設した。多
彩な講師陣の講義により進路選択の視野を広げる機会となった。 

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：不十分だった 
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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

なっている。今後もより多くの会員に出席してもらうことで学校教育に対する理解を深める

機会にしたい。 

・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。 


