
様式第１号 

令和４年度 学校経営計画書 
 

学校番号 64 学 校 名 県立袋井商業高等学校 校 長 名 山 本 耕 司 

 
１ 目指す学校像 
(1) 教育目標 

   校訓「責任・秩序・礼儀」のもと、以下のような人材を育成する。 
① 地域社会・地域経済の有為な形成者・継承者となるような人材の育成 
② 心身ともにたくましく、「知・徳・体」のバランスが取れた人材の育成 

 
(2) 目標具現化の柱 

ア 【商業教育の活性化】袋商ショップを中核とした商業教育の充実 

イ 【学びを楽しむ心の涵養】基礎学力の定着と探究的な学びの両立、ICT 活用、観点別評価と指導

改善の両立、読書の推進 

ウ 【社会人基礎力の獲得】基本的生活習慣、ビジネスマナー、前に踏み出す力・考え抜く力・チ

ームで働く力の育成 

エ 【多様な生徒への対応】進路指導の個別最適化、教育相談体制の充実 

オ 【地域との連携・協働】地域の課題解決や魅力発信に関わり、信頼される学校づくりの推進 

カ 【自己有用感の育成】部活動、学校行事、ボランティア活動の活性化 

キ 【今日的な課題への対応】プロフェッショナルへの道の取組、働き方改革の推進、安全な環境

の整備 

ク 【創立 100 周年事業の準備】学校の伝統と未来を見つめた記念事業の準備 
 
２ 本年度の取組（重点目標はゴシック体で記載） 

  取組目標 達成方法（取組手段） 成果目標 担当部署 

ア 

商業の学びと実践との融合 

商業科目の授業での学んだ

ことを袋商ショップで実践

する。 

授業で学んだことが袋商シ

ョップで役に立ったと感じ

る生徒 95%以上。 

商業科 

袋商ショップの充実 

1 学年 4 クラス体制と時代の

流れに適応した袋商ショッ

プへの改善 

創立100周年に向けた袋商シ

ョップの運営方法改善策の

立案。第 20 回袋商ショップ

で一部を試行する。 

ショップ課 

商業科 

商業検定合格者・資格取得者

の増加（中上位層の学力伸

長） 

・検定受験の推奨 

・授業、課外授業、部活動に

よる検定対策の充実 

・1 年生の簿記、情報処理、

電卓検定合格率全て 90%以上 

・卒業までに１級を取得する

生徒 50%以上 

商業科 

商業系部

活動 

イ 
生徒の能力を引き出す授業

の実践 

・授業の UD 化推進 

・探究的な学びに向けた授業

改善 

・1 人１台端末（BYOD）の導

入  

・板書、プリント等、授業の

UD化を実践している教員90%

以上 

・日常的な ICT 機器活用又は

対話型・探究型活動を取り入

れた授業を行っている教員

50%以上 

・授業に満足している生徒

80%以上 

教務課 

全教員 
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基礎学力の定着 
・学びの基礎診断に基づく学

力の把握と学び直しの実践 

・学びの基礎診断結果 GTZ の

D3 の生徒０人 

教務課 

各学年 

観点別評価の実践と評価 

・評価規準に基づいた観点別

評価の実践 

・研修や教科会による評価方

法、指導方法の改善と工夫 

・評価規準に即した観点別評

価を実施した教員 100% 

・評価方法・指導方法につい

て検討した教員 100% 

教務課 

全教員 

読書活動の推進 
・朝の読書、読書感想文 

・図書室の整備、読書の勧め 

・年間で６冊以上の読書をし

た生徒 75%以上 
図書広報課 

ウ 

基本的な生活習慣の確立 

・毎月の出欠統計の見える化

による欠席数等の削減 

・規則正しい生活習慣の指導 

・欠席年間 6 回以上の生徒

10%以下 

・朝食摂取率 90%以上 

教務課 

保健課 

ビジネスマナー(BM)指導の

徹底と改善 

・袋商ショップ社員としての

身だしなみ、礼儀、マナー指

導 

・指導基準の見直し 

・規範意識・ビジネスマナー

の育成を意識した指導を行

っている教員 100% 

・学年主任会を隔月開催し、

指導基準を統一 

・必要があれば指導基準の変

更実施 

生徒課 

全教員 

創造力と協働力の育成 ・探究的な活動の活性化 

・シヅクリ PROJECT に参加し

た生徒の満足度 80％以上 

・探究（提案）型プログラム

への生徒派遣・参加奨励 

商業科 

生徒課 

エ 

希望する進路の実現 

・学年に応じた進路指導の充

実 

・学年と進路課との連携 

・２年終了時までに進路希望

「未定」０人 

・進路選択が適切にサポート

されていると考える生徒 80%

以上 

進路課 

多様な生徒の支援及び特別

支援教育の充実 

・職員研修の充実 

・外部機関、専門家との連携 

・３分間カウンセリング実施

率 95%以上 

・SC 相談件数年間 20 件以上 

・スラックス型制服の UD 化、

制服エンブレム・ソックスの

見直し 

保健課 

生徒課 

オ 

地域連携・貢献・協働の強化 

・部活動等による地域貢献 

・地域防災の担い手としての

自覚の育成 

・１部活動１ボランティアの

実践 100% 

・地域防災訓練に参加した生

徒 90%以上 

生徒課 

総務課 

地域に根ざし開かれた学校

づくり 

・広報活動の更なる強化 

・保護者・外部人材等による

教育活動への参加 

・学校 HP を平日毎日更新 

・SNS 等による情報発信 

・通年掲示可能な学校宣伝ポ

スター新規作成 

・学校行事等の運営に参加し

た保護者のべ 120 人以上 

図書広報課 

総務課 
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カ 
部活動と学校行事の一層の

活性化 

・部活動での目標を持って主

体的に活動に取り組む生徒

の育成 

・生徒主体で達成感のある行

事運営 

・部活動に積極的に参加して

いる生徒 80%以上 

・学校行事に積極的に参加し

ている生徒 80%以上 

生徒課 

各学年 

キ 

安全と環境に配慮した教育

環境の整備 

・基本的感染症対策の徹底 

・不良個所の早期改善、計画

的な修繕・改修 

・SDGｓの実践 

・マスク、換気、密回避の徹

底 

・定期的な校内点検と迅速な

対応 

・電気・ガス・水道使用量 5%

削減、ごみ処分量 5%削減 

保健課 

事務部 

人権教育の一層の推進 

・いじめアンケート実施、い

じめ早期発見・早期対応体制

の点検 

・人権教育の推進 

・いじめアンケートでいじ

めの可能性がある回答への

聞取り実施 100% 

・いじめが疑われる事案を

認知後、対応の遅れ０件 

生徒課 

いじめ防止

対策委員会 

働き方改革に対する組織的

取組 

・部活動指導における外部人

材の活用 

・やめる・へらす・かえる

の実践 

・職員安全衛生委員会の活

性化、ストレスチェック事

業を更に活用 

・外部人材活用により教員

に負担軽減の実感がある 

・やめる・へらす・かえる

を活用した業務改善５件以

上 

・職員安全衛生委員会やス

トレスチェック事業を活用

した職場環境等の改善 

全職員 

ク 創立100周年記念事業の準備 

同窓会と連携した記念誌作

成、式典や記念事業等の企

画・準備 

・準備委員会の各部会で業務

進行・準備委員会の実務会の

開催３回以上 

・記念誌の進捗 70%以上 

・式典構成、記念事業の内容

決定 

100 周年記

念事業準

備委員会 

（記入上の留意点） 

 １(1)(2)の欄は、単に校訓や抽象的な理念にとどまらず、学校の特色を明解に表現すること。また、具体的な重点項目

が外部の方にもわかりやすいよう、工夫して記載すること。 


