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学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （ 県立大宮商業高等学校

定時制課程 ）

地域とともに未来を切り拓く、心豊かでたくましい生徒を育成する

※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。
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コミュニケーション能力の育成により、チャレンジ精神に溢れたたくましい人財をつくる
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事務局(教職員)

名
名
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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。
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授業改善により、生徒の主体性を育み、学習習慣の確立と学力を定着させる
キャリア教育の充実により、生徒の進路意識を高め、進路実現を支援する
地域・保護者・外部団体との連携強化と教育活動の効果的な情報発信により、愛され信頼される学校をつく

現状と課題

校
度

評価項目

自

目

己

評

標
具体的方策

価

学
年 度 評 価（ ２月１日 現在 ）

方策の評価指標

評価項目の達成状況

<現状>
○少人数のため、対話的な授業展開に
より、学びやすい環境にある。
○主体的に学ぶことができる生徒は少
ない。
<課題>
○「主体的・対話的で深い学び」とな
る授業実践の工夫が必要である。
○義務教育段階で不登校を経験してい
る生徒が多いため、基礎学力の定着、
検定試験合格率向上の具体策が必要で
ある。

○生徒に「主体的に学ぶ ①生徒の到達度に応じた学習支援が ①各学期における欠点保有率が昨年
基礎学力の定着、検定試験合
方法」を学習させ、基礎 行えるよう、教職員全体で生徒の情 度に比べ減少したか。(各学期１０％ 格者数の増加について、ほぼ目
学力を定着させる。
報を共有し、基礎学力を定着させ
以下であったか。)
標が達成できた。
る。
①２学期末の欠点保有率は昨年
○各種検定試験への参加
②アンケートにおける授業満足度が 度より若干減少。（R1：13.2%、
者数及び合格者数を増加 ②日々の授業において、ＢＹＯＤを 年間を通して９０％以上であった
R2：12.7%）
させる。
含めたＩＣＴを積極的に活用し、生 か。
②アンケートにおいて、授業満
徒が主体的に学ぶ機会を設定する。
足度は７月が71.4%、12月が
③図書館での授業が倍増したか。
82.8%
③自ら問題解決に取り組むために図
③漢字検定準2級1名、3級2名
書館の利用を倍増させる。
④図書貸出数が倍増したか。
（R1：準2級1名、3級1名、4級以
下3名）合格。英語検定3級1名合
④実施される主な検定試験の一部を ⑤検定試験の受験者や合格者が昨年 格。簿記実務検定総合1級1名、3
一覧にして掲示し、各種検定試験の 度と比較して増加したか。
級1名合格。簿記能力検定1級
積極的な受験を促す。
「原価計算・工業簿記」1名合
格。簿記能力検定1級「商業簿
記・会計学」1名合格。
<現状>
○定期的に進路活動を行 ①定期的に進路だよりを発行する。 ①年間１０回以上の情報発信をした
進路活動への意識を向上、進
○主体的に進路活動を行う生徒とそう わせ、低学年から進路意
か。
路決定率の向上について、概ね
でない生徒の差がある。
識を向上させる。
②新聞や情報誌を提供する。
目標が達成できた。
○進路決定率があがり、卒業時にはほ
②生徒の進路に関する意識が向上し ①年間を通して進路だよりを発
進路を決定している。
○自主的、自発的に進路 ③４年間を見通した進路指導のため たか。
行。（2月1日現在４回）
<課題>
活動を行わせる。
にＬＨＲでのキャリアパスポートの
○低学年の生徒の進路意識が低い。
活用と進路に関する行事を行う。
③外部の人材を活用した新たな進路 ②毎月１回の進路ＬＨＲ及び各
〇情報不足により、進路の決定時期が 〇働き方改革をより推進
行事を実施できたか。
学期当初と各学期末にキャリア
遅い傾向にある。
する。
④外部の人材を活かした進路行事を
パスポートを活用。
○進路指導に要する時間が長い。
企画し、実施する。
④超過勤務をすること無く指導を行
えたか。
③進路決定率83.3%。（3月16日
⑤短時間で効率のよい進路指導を実
現在）
践する。
<現状>
○ホームページのアクセス数が伸びて
いる。
○学校見学の問い合わせや参加者数の
増減はない。
<課題>
○本校志願者数を確保する必要があ
る。
○新型コロナウイルス感染症の拡大防
止に努めながら、新しい形での行事の
開催、保護者や地域との連携を模索す
る必要がある。

〇ホームページの更新頻 ①各関係分掌を中心に、ＨＰへの掲 ①ホームページの更新数、アクセス
度を増やし、アクセス数 載記事を増加する。
数が昨年度と比べて増加したか。
を更に伸ばす。
②学校案内、生徒会だよりを活用
②学校見学希望者が昨年度より増加
○志願者数を増加させ
し、中学生に対して本校の取組をＰ したか。
る。
Ｒする。
③志願者が昨年度より増加したか。
○保護者や地域と連携で ③保護者との連携を深めるために、
きる機会を増やす。
授業参観や行事参観の機会をつく
④保護者の来校機会を年間５回以上
る。
設定したか。

<現状>
○生徒は、概ね落ち着いた学校生活を
送っている。
○立哨指導、巡回指導で生徒とのコ
ミュニケーションを深めている。
○長期欠席者は少ない。
<課題>
○生徒が抱える悩みが多様化してお
り、生徒が相談しやすい体制を確立す
る必要がある。

〇生徒への積極的な声が ①日々の立哨指導や巡回指導を継続 ①転学者数及び退学者数が昨年度よ
けや信頼関係づくりを行 し、生徒理解を深める。
り減少したか。
う。
②新型コロナウイルス感染症の感染 ②登校前の健康観察入力状況が９
〇安心・安全な学校生活 拡大防止のため、登校前の健康観察 ０％以上であるか。
が送れる環境を作り、不 入力、換気、消毒、黙食を徹底す
登校（長期欠席）を未然 る。
③長期欠席者数が昨年度より減少し
に防止する。
たか。
③不安を抱える生徒の情報を共有
し、必要に応じて外部機関とも連携 ④スクールカウンセラーの及びス
をする。
クールソーシャルワーカーの活用で
改善が見られた生徒がいたか。
④スクールカウンセラー及びスクー
ルソーシャルワーカーの効果的な対
応のために来校日を周知する。

ホームページの更新数、アク
セス数の増加、志願者数の増加
について、概ね目標が達成でき
た。
①各行事や進路状況について
ホームページ更新回数の増加
（平均週５回以上）及び、新着
情報案内、各種資料のまとめ
等、レイアウトの工夫を実施。

達成度

次年度への課題と改善策
・補習や個別指導を充実させるこ
とにより、各学期における欠点保
有率の減少だけでなく、成績優秀
者数を増加させる。

Ａ

・商業関係の検定以外にも、漢字
検定や英語検定の受験者数を増加
させるため、検定試験のアナウン
ス方法を再検討し、生徒の意識を
向上させる。

・キャリアパスポートの導入によ
り、生徒の進路意識が向上してい
るかを次年度以降も継続して検証
し、キャリアパスポートの活用方
法や活用時期について再検討する
必要がある。

Ｂ

・進路決定率100%を目指し、就職
支援アドバイザーと進路指導部、
担任がこれまで以上に連携をし、
適切な情報共有がなされるよう工
夫が必要である。

③長期欠席者数は昨年度と同数
(12月31日現在3名)。スクールカ
ウンセラーを定期的に活用（毎
月1回）することで、不登校傾向
の生徒の支援を実施。

Ａ

係

者

評

価

令和４年２月２１日

学校関係者からの意見・要望・評価等
・生徒が興味を持つような資格に関して普
通科及び商業科に関わらず情報を提供し、
より多くの生徒が資格取得に挑戦できるよ
う、引き続き丁寧な対応をしていただきた
い。
・授業満足度がさらに上がるよう、授業改
善を進めていただきたい。
・卒業生が学習サポーターであることは生
徒にとってとても有意義であり、ぜひ継続
していただきたい。
・今年度、補習の機会が増え、とてもあり
がたい。ぜひ継続していただきたい。

・進路への意識を高めるため、先輩の話な
ど、マンツーマンで身近な人に相談できる
機会をもてるよう検討していただきたい。
・低学年は進路を身近にとらえることが難
しいだろうが、引き続き細やかなサポート
が行っていただきたい。
・体験型の講演会や生徒同士で話し合いの
場がもてるような講演会が行えるよう検討
していただきたい。

・ホームページは写真が多く、とてもよ
い。ホームページを活用した作品発表など
も検討していただきたい。
・全日制と合同の文化祭や、劇団四季の観
劇など、今年度初めての試みがホームペー
ジに掲載されていた。引き続き生徒に様々
な経験ができるよう取り組んでいただきた
い。
・ホームページだけでなく、ＳＮＳを活用
した学校案内について検討していただきた
い。
・立哨指導時の地域への挨拶運動はとても
ありがたい。継続していただきたい。

・今年度はスクールカウンセラー
が授業中の生徒の様子を観察する
時間を確保できなかった。教員と
カウンセラーの面談を授業時間以
外に設定するなどの改善が必要で
ある。

・生徒一人ひとりの不安を受け止めている
など、丁寧な対応が長期欠席者減少からも
見てとれる。引き続きの対応を期待した
い。
・スクールカウンセラーの活用は効果的で
あり継続していただきたい。
・スクールカウンセラーの来校日を各教室
に掲示することやポスターを作成すること
を検討していただきたい。
・インターネットを活用したカウンセリン
グなどについても検討していただきたい。

②学校説明会の参加者数は昨年
④ボランティア活動等で生徒を地域 ⑤地域の行事に参加した生徒がいた 度の同時期とほぼ同数。（12月
の行事に参加させる。
か。
31日現在10名）

②登校前の健康観察入力は良
好。黙食・換気等の感染防止対
策も良好。

関

・ホームページの更新頻度は向上
したが、アクセス数の増加にはつ
ながらなかった。生徒の日頃の活
動を今まで以上に掲載するなどの
工夫が必要である。

Ｂ

生徒との信頼関係作りや、登
校支援について、ほぼ目標が達
成できた。
①中途退学者は1月31日現在6
名。

校
実 施 日

・引き続き新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止を徹底し、生
徒、保護者が安心して登校できる
環境を整える。

