本年度（平成３０年度）の学校評価
本年度の
重点目標

項目（担当）
防災・減災
ＰＴＡ活動
（総務部）

学習指導
（教務部）

・キャリア教育の一層の充実
・授業力の向上と確かな学力の定着
・望ましい学習習慣、生活習慣の確立
・帰属意識と自己有用感の涵養
・教職員が健康的に教育活動に従事できる環境の整備
重点目標
防災・減災教育に
向けたリーダーの
育成
ＰＴＡ（家庭）と
の連携強化

具体的方策

留意事項

各クラスの生活委員を活 ・万一の場合を想定した、自分の命を守る方策や
用した「防災便り」を発 避難、および要救助（救護）者に対し 積極的
行する。
に援助できるようにする。
本校の学校行事を家庭へア ・「ＨＰ」や「きずなネット」によって本校の教
ピールし、積極的な参加と 育活動を積極的にアピールする。
活動を促す。
・明るく楽しいＰＴＡ活動を推進して、家庭や地
域に愛される学校づくりに努める。

学習習慣の確立と 基礎学力の定着を図る。
基礎学力の養成

家庭学習の充実を図る。

・普通科目と商業科目の基礎学力をバランスよく
定着する授業を展開する。
・個々の生徒の学力に応じた適切な指導をする。
・研究授業などを通して、充実した授業ができる
ようにする。
・各学年と協力し、家庭学習の意識向上に努め
る。
・毎日の予習や復習を前提とした授業への転換を
図る。
・課題や小テストを定期的に課すなど、家庭での
学習時間を作り出す。

生徒指導
（生徒指導部）

愛校心溢れる行動
で地域から長く愛
される学校づくり
自転車の交通事故
防止

本校の魅力を伝え、愛校 ・帰属意識を高め、集団の一員として校則を守り
心を醸成する。
より良い学校となるように自ら考え行動に移せ
る生徒を育てる。
全生徒対象に講習会を開 ・安全教育を推進し、交通事故に遭わないように
くなど、交通事故予防指 予防運転を心がけるように指導をする。
導を徹底する。
・運転の際のマナーをきちんと理解し、周囲への
思いやり運転のできる生徒を育てる。
いじめの未然防止 全校集会で、いじめ問題を ・いじめ問題について主体的に考え、自分自身に関
と早期発見
主体的に考える機会を設け わる問題と捉えられる生徒づくりをする。
る。
「いじめアンケート」を定 ・教育相談部や保健厚生部、学年などと連携して学
期的に行う。
校全体でいじめの早期発見・早期対応に努める。

生徒会活動
（生徒会部）

キャリア教育に基 学校行事を通して、キャリ ・キャリアを積むことを念頭に、主体性を育む場
づく生徒会行事の ア教育を充実させ、生徒の であることを強く意識して、学校行事の一層の
最適な実施
主体性を伸ばす。
充実を図る。
・生徒の状況を調査し、問題点の集約・再検討を
重ねることで各行事を逐次改善する。
活発な部活動を運営する。 ・休養日の設定など健全な部活動運営を模索し、
本校のガイドラインを検討する。
・生徒の安心と安全を確保するために、生徒会費
のあり方について検討を重ねる。
・保護者の学校理解が深まるように、「きずなネ
ット」を有効活用し「届ける」情報公開を継続
する。

教育相談
（教育相談部）

教職員の連携とス 関係部署との連携及び支
クールカウンセラ 援体制を充実させる。
ーやスクールソー
シャルワーカーの
効果的活用

保健・清掃指導
（保健厚生部）

健康的な生徒の育 う歯・歯周疾患の早期発 ・う歯・歯周疾患等の「所見有り」（歯科検診よ
成と快適な環境づ 見・治療や予防教育を行 り）の生徒を対象に、早期治療と歯磨きの指導
くり
う。
を実施する。
・地域の歯科医院での定期検診を勧めることで歯
周疾患の予防を図る。
・「歯科治療報告書」の 100%の提出を目指す。
学校管理下でのけがの減 ・スポーツ振興センターの請求状況を報告する。
少と重症化を防ぐ。
・「熱中症予防」「心肺蘇生法（ＡＥＤの使用方
法を含む）」の講座を通じて、緊急時やけがの
発生時に的確に行動する力をつけさせる。
環境整備の更なる充実を ・ゴミ発生の抑制（リデュース）、再使用（リユ
図る。
ース）、再資源化（リサイクル）への取り組み
を学校全体に働きかける。

進路指導
（進路指導部）

キャリア教育の一
層の充実による望
ましい勤労観・職
業観の育成
進路実現に向けた
支援の強化と事後
指導の充実

図書館活動
（図書部）

・問題を抱える生徒の早期発見・情報収集とその
支援のあり方を検討する。
・生徒の情報を適切に共有し、他の関係部署やス
クールカウンセラー、さらに必要に応じてスク
ールソーシャルワーカーや医療機関などと連携
して支援にあたる。
スクールカウンセラーや外 ・特別支援教育の研修の機会を設ける。
部の専門機関を活用した教 ・学校教育全般において、スクールカウンセラー
員研修（ケーススタディを や外部の専門家・機関などによる支援の充実を
含む）の機会を設ける。
図る。

学年に応じたガイダンス ・ガイダンスを事後指導にも役立てる。
をさらに充実させる。
・外部講師による指導で具体的な指導・支援が期
待できる。
各教科や分掌などと連携 ・各教科へキャリア教育の視点から、授業などの
する。
様々な場面での指導を協力依頼する。
分野別の入社・入学前教 ・生徒それぞれの進路に応じた事後指導をさらに
育を拡充させる。
拡充させ、卒業後の生活の充実化を図る。

教科・学年と連携 各教科、学年と連携して図 ・授業等で図書館を有効に利用してもらえるよう
した図書館利用の 書館の利用を促進するとと に働きかける。
充実
もに、生徒にとって親しみ ・図書館便りや昇降口展示等による広報活動を更
やすい図書館作りを心がけ に推し進める。
る。
・各教科から購入希望図書を提出してもらい、教
科との連携を強める。
・生徒図書委員の活動を充実させ、生徒に親しみ
やすい図書館作りを目指す。

情報管理・情報発信 個人情報の適切な ホームページを使って常に ・各分掌に働きかけ、学校行事やその他の情報を積
（教育情報部）
管理
学校の最新情報を伝える。 極的に提供してもらい、ＨＰに掲載する。
・本校の魅力を積極的に伝えることを心がける。
個人情報に関するコンプラ ・愛知県情報セキュリティポリシーに基づき、教
イアンスを徹底させる。
職員の暗号化・パスワード設定を徹底する。
・個人情報の取り扱いに関して、電子データ以外
もセキュリティ意識を高める働きかけを継続す
る。
校務支援システム 校務支援システムを整備 ・校務支援システムを利用した指導要録の作成に関
を利用した指導要 し、校務の効率化や合理化 して、安定した運用を目指す。また、現職教育で
録の作成
を図る。
操作方法などを説明する機会を多く設ける。

商業教育
（商業科）

高校卒業時に大学
生と同等のビジネ
ススキルを身に付
けるための指導の
充実

様々なビジネスシ
ーンに対応できる
ビジネスリーダー
の育成
総合ビジネス科

情報処理活用能力
の育成

情報処理科

国際ビジネス科

経理科

教育課程研究指定校の研 ・各学科、重点目標に沿った育成すべき人材像を
究内容となっている「課 明確化する。
題研究」の指導体制を確 ・求める資質・能力と一貫性のある観点別評価規
立する。
準および評価方法を教員間で共有化する。
・授業改善と新たな授業モデルを探求するため先
進大学への視察を行い、報告・提案により教員
間でその内容を共有する。
主体的な学びの授業展開を ・授業の中で課題（テーマ）を与え、異なる意見
して、創造力や問題発見能 や考え方を受け入れながら、協同的に取組ませ
力及びコミュニケーション る。
能力を養う。
・顧客や社会に対する視点で様々な課題を見つ
け、アイディア企画や商品開発を通して改善策
を考えられる指導をする。
理論を学び、実践を繰り ・短大やインターンシップ、各授業を通して、仕
返し、ビジネスマナーを 事に直結した基本的なビジネススキルを身に付
身につける。
けさせる。
・「わかる」「知っている」で終わることなく、
「できる」まで引き上げ、理論と実践が両立で
きるようにする。
データをわかりやすく分 ・ケーススタディ等を取り入れ、データの持つ意
析・整理して発信する力 味を深く理解することで、情報を整理・発信す
を養う。
る力を養うように指導する。
・情報モラルについて考え、適切に情報を扱う力
を涵養させる。
情報処理の知識の定着を ・外部講師の活用など高度資格の取得体制を整え
図る。
る。
・習熟度別授業を展開して、きめ細かな学習指導
を行い、知識を定着させる。
国際理解教育を充実する。 ・異文化と自国文化を学ぶ授業を展開する。

グローバル社会で
活躍できる人材育 コミュニケーション能力を ・インターンシップを活用し、ワンランク上のビ
成
育成する。
ジネススキルが身につく指導を重ねる。
・ＰＤＣＡサイクルを意識した指導を行う。
英語の活用能力を育成す ・英語科教員との連携体制を強化する。
る。
・英語検定受験に向けた指導体制を整える。
・研修制度を利用し、指導力の向上を図る。
簿記会計活用能力 基礎的な簿記会計の知識 ・新しい検定試験範囲の情報を教員間で共有す
の育成
が身につく指導をする。
る。
・専門学校での勉強会へ積極的に参加する。
・適切な授業プリントや教材等を精選し担当者間
で共有する。
実務での活用を意識した ・授業と実務の乖離を埋めるため、企業での簿記
授業改善を行う。
会計の活用法を研究する。
・アクティブ・ラーニングや言語活動を取り入れ
実践する。
高度資格の受験を促す。

・長期休業中を利用し、集中講義を行う。
・若手教員の指導力向上のため、研修体制を整え
る。

第１学年
(１年学年会)

第２学年
(２年学年会)

第３学年
(３年学年会)

社会人基礎力の育 基本的生活習慣を確立す ・挨拶を励行させる。
成
る。
・５分前行動を徹底させる。
・学習の習慣化と「できる」喜びを通して成功体
験を増やす。
・自らを成長させるために、自分で成長目標を立
てさせ、それを意識しながらあらゆることにチ
ャレンジさせる。
コミュニケーション力を ・自らの考えを持ち、それを周囲に伝える能力を
養う。
培う。
・集団で活動する機会を増やし、チームで働く大
切さを知る。
学びに向かう力を 学びを中心に据えた基本 ・学びのつながりや成果を可視化し、自分の変化
鍛える。
的な生活習慣の確立を図 や成長を自覚化できる仕組みをつくる。
る（自主的に学ぶ力を鍛 ・生徒が互いに学び合う（「真似び」合う）関係
え上げる土台づくり）。
をより深めさせる。
・担任団で協力し合い、深い学びを目指す学級づ
くりをする。
社会性や規範意識を伴っ ・自分の伝えたいことを自由に伝え合える場をつ
た自律心、他者を思いや くり、自分のみならず他人の気持ちにつながり
る 豊 か な 人 間 性 を 培 う を持たせる。
（強い意志で自己を律す ・相手目線を心掛けさせるとともに、他人のこと
る心磨き）。
を自分ごととして考えられる指導をする。
・言葉がけと個別指導を通して、全体と個への働
きかけを密に行う。
進路目標の達成

担任・進路指導部等と連
携を取り、各個人の進路
目標（必要事項）を明確
にし、実現のためのサポ
ートをする。
社会が求める人物 前に踏み出す力・考え抜
の育成
く力・チームで働く力を
育成する。また、「なり
たい自分」の目標を定め
る。

・各生徒が主体的に目標設定できるよう面談及び
助言を随時行う。
・進路閲覧室及び図書館の有効活用を推進する。
・担任会を活用し、生徒の現状を把握する。
・年間の目標を定め、それを達成するための月間
目標を作成させる（主体性の育成）。
・ＰＤＣＡサイクルを活用し、月目標に向け毎週
自分自身を見つめ直し、次のステップへの指導
をする（課題発見力・実行力の育成）。

