
令和３年度　兵庫県立浜坂高等学校　学校評価
学校教育目標 本年度の重点目標

評価基準　５：十分達成（１００％）　４：概ね達成（８０％程度）　３：変化の兆し（６０％程度）　２：やや不十分（４０％程度）　１：不十分・目標、方策の見直し　　　　
項目別評

価 総合評価

4.5

4.2

4.1

4.3

4.4

・地域や企業とのつながり合いは、今後の新温泉町
にとっても大切です。可能性のネタを蒔いていくこと
に繋がります。お互いに利用できることは利用し教
育活動に生かしてほしい。
・大変、良い関係が築けている中で、教育が進めら
れていることを感じています。今後もともにあゆみ、
頼られる教育集団にあり続けてください。

・学校通信12号の発行とホー
ムページの更新に努め、効率
的なメール活用を進める。中
高連携の強化を図り、連携事
業を学期に1回以上行う。
・町役場と連携し、地域人材育
成のための人材発掘と学校配
置への方策を模索する。

①地域と触れ合
い、地域を元気
にし、地域を愛す
る生徒を育てる
活動を行う

②PTA との円滑
な交流を推進す
る。

・PTA の各委員会に参加し、
学校経営の一助とする。
・学校行事への協力依頼
・年 2 回の PTA 会報を発行
する。

・コロナ禍において、地域行事や施設訪問など
の制限を受ける中、PTAとできうる限りの協力が
できた。
・年２回のPTA会報の発行を円滑に行うことがで
き、コロナ禍ではあるがPTA活動を推進すること
ができた。

・BＹＯＤ導入に向けて、活用
形態等の研修を年3回実施す
る。
ＩＣＴ機器活用等について、中
学校と情報交換を行う機会を
設け、隙間のない教育を実現
する。
・大学との高大連携を年2回以
上行い、コミュニケーション能
力や発進力の向上を目指し、
地域人材の育成に繋げる。

評価項目

・GAROONを活用し、朝の打ち合わせの時間短
縮と情報共有の効率化を進めた。（掲示板内で
の調査・統計処理も実施し職務の効率化を図っ
た）
・モチベーションアップ調査」を学期に１回実施し
た。意識調査結果を職員に周知し、具体的な
「弱み」のブラッシュアップと改善に向けて取り組
んている。

・コミュニケーションワークショップを芸術文化観
光専門職大学及び町と連携し実施した。
・Google for educationについての職員研修を実
施した。また芸術文化観光専門職大学の学術
情報センターと連携したコンテンツ運用の指標
について検討を重ね連携を強化した。

4.1

・新型コロナの影響での制約も多々あったが、中学校との松林ク
リーン作戦など地域との交流に尽力していた。
・コロナ禍において、地域行事への参加数は減っていると思うが、そ
れでも行事は多いと感じる。
・専門部に関わらず全職員で協力できる体制をより一層強く構築し
ていく。
・麒麟獅子舞継承活動は、専門部から外して事業を行う。

・BYODの研修はよかったと思うが、結局、来年、いつパソコンが来
て、どのように活用していくのかがあまり見えない。
・全教員での共有が難しい。
・ClassiとGoogleWorkspaceで共通し、今後使用するツールの選定を
３学期中に決定する必要がある。

（７）積極的な情報発信（４）体験活動や地域貢献活動の充実
（５）多様な進路希望の実現
（６）国際理解教育の推進（グローバルリーダーの育成）

（１）学習意欲の向上
（２）基礎基本の定着と活用力の養成
（３）コミュニケーション能力の向上

取り組みへの意見 学校関係者評価

・広報活動にしても、教職員の業務効率化にしても
ICTの活用は避けられない。ねらいを持って何のた
めに、何をしたくてICTを活用するのかを検討してい
かないと、単にかたちだけを導入することにとどま
り、効果があまり得られないことになってしまう。
・会議の効率化・充実化は、準備が大事である。当
該会議は何のために開催されるのか（何を決めるの
か等）を明確にしておく必要がある。
・保護者や地域、中学生等に対して大いに情報発信
するのはよいが、受け手の反応も確認する必要もあ
る。一方通行にならないように、受け手のニーズや
感想を次号に活かしてほしい。
・BYODは授業のありようが大きく変わることになるは
ずだが、導入するだけが目的ではなく、BYODの活用
を通じて学びの質を向上させることであり、内容や場
面を見極めて端末の活用をすべきである。
・地域との連携は、これからの浜高にとって最も大切
なことととらえている。活発な浜高からの発信は多く
の地域住民の目に留まっている。今後も小規模高な
らではの地域とともになる学校教育を進めてほしい。
・中高連携、さらに密にお願いしたい。町教育委員会
との良好な関係性を生かし、深め進路や生活志津に
生かしてほしい。
・教職員が目標や課題を共有し、一体感をもって取
組を進めていることを評価している。先生方も自信を
もって教官してほしい。

校訓に基づき、学校生活全般に「勤勉」性を求め、生徒の自治・自立的な活動を通して「創造」力を養い、学ぶ者にふさわしい「禮儀」を身に
つけさせる。自ら「学ぶ力、考える力、表現する力、行動する力、学び続ける力」を身につける。さらに、発問する力を育てる。

取り組みの成果 改善策

③教職員の育成
と学習指導の充
実を図る。

②働きがいのあ
る学校づくりを推
進する。

4.3

①学校の広報、
魅力発信の為の
地域連携を図
る。

学
校
運
営

目標・方策等

・校内ＬＡＮ、県内ＷＡＮのＩＣＴ
の活用により、会議・朝礼等の
ペーパーレス化と時短化を行
う。
・「モチベーションアップ実態調
査」を学期に1回実施し、職場
環境の課題を把握し、解決へ
の取組を進める。

領域

・開催される地域行事への参
加（祭りやイベント）、各種施設
訪問、浜っ子アート展、サン
ビーチ＆松林クリーン作戦、麒
麟獅子舞継承活動などを行
う。

・保護者・地域への情報発信のため、４月に生
徒の肖像権調査（写真許諾調査）を全学年を
対象に行い、早期にどのレベルまで発信が可
能かを調査し、全職員で共有する。
・中高連携の改革期として今年度は交流のあ
り方を研究調整してきたが、精査と具体的な交
流活動を研究し、運用を進める。

・GoogleWorkspaceなど利用して、会議録の情
報共有をできるようにソフト面を構築する。
・モチベーションアップ調査を意識調査に留め
ず、実効性のある内容と意識改革の指針とす
る内容を研究し運用する。

・生徒の実情にもっと目を向けた取組を次年度
計画的に行う。
・各教科で、ICTをどのように授業に活用できる
かを報告書形式や、公開授業などで共有する
機会をつくる。
・新入生のGoogleアカウントの早期発行を進
め、通常の学習ツールとして運用できる環境を
構築することで、Googleプラットフォームを有効
活用する。

・学校通信を年間１３回発行予定し、近隣の中
学校及び町教育委員会、公共施設へ掲示を行
い、地域の方への啓発活動を進めることで、本
校の活動を広めた。
・中高長連絡協議会を定期開催し、情報交換を
行なった。新たに「サンビーチクリーン作戦」の
合同実施、中学校への「訪問授業」の実施、オ
ンデマンド動画配信による「オープンスクール
（授業公開）」を新たに行なった。
・「学校支援員」の校内配置について支援提案
し、町と実現に向けて調整を進めている。

・新しい生活様式を意識したアップデートした
「ふるさと貢献活動」の実施のために、今後リ
モートや動画配信なども積極的に運用を行う。
・「ふるさと貢献活動」を学校全体の取り組みと
して、全職員が意識し、役割を細分化し、専門
部の垣根のない体制を構築する計画を立て
る。

・コロナ禍において、地域行事や施設訪問など
の制限を受ける中、積極的に教職員も生徒も活
動を行った。

・保護者へのメール配信など活用できていた。
・メール活用により連絡不備の事態がなくなり、学年への苦情も少な
くなった。
・町役場から人材をいただけるなら、ありがたいです。
・学校通信や校長室だよりがあってよかった。
・活動写真の選定に苦労した。生徒の肖像権の調査を事前に周知
徹底を図るべきだった。

・朝礼がGaroonに移行でき、朝礼がスムーズになった。
・生徒に寄り添った考えではなく、保護者や地域の人など周りの評
価を気にしすぎかなと思うことがあった。
・ガルーンに書いてあることも話されているので、あまり短縮になって
ないように感じる。
・モチベーションアップはもう少し取組があっても良いかもしれませ
ん。
・会議は会議室よりも職員室の方が快適です。
・ペーパーレス化による時短は達成したが、職員会議の際、会議資
料の変更や修正を加え、実際の行事の運用面におけるメモなどをど
のようにして共有していくかが課題である。
・どうしても会議内容が上滑りしている。

・新型コロナの影響での制約も多々あったが、例年に近い活動もし
ていただいた。
・PTAの補助費の規定を見直していただけたのはありがたかった。

・新型コロナウイルスの影響での制約の中、生
徒が最大限かつ最適に活動できるように、職
員の意見を拾い、PTAとの連携を今まで以上
に密にできるよう事前に報告・連絡・相談・確
認を徹底する。

総
務
部

総
務
部
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価 総合評価評価項目

（７）積極的な情報発信（４）体験活動や地域貢献活動の充実
（５）多様な進路希望の実現
（６）国際理解教育の推進（グローバルリーダーの育成）

（１）学習意欲の向上
（２）基礎基本の定着と活用力の養成
（３）コミュニケーション能力の向上

取り組みへの意見 学校関係者評価

校訓に基づき、学校生活全般に「勤勉」性を求め、生徒の自治・自立的な活動を通して「創造」力を養い、学ぶ者にふさわしい「禮儀」を身に
つけさせる。自ら「学ぶ力、考える力、表現する力、行動する力、学び続ける力」を身につける。さらに、発問する力を育てる。

取り組みの成果 改善策目標・方策等領域

4.2

3.8

3.8

3.8

4.7

・高校での防災教育に期待しています。体験や体験
談に勝るものはありません。小中学校の取組を継続
発展させてい行くことが、さらに生徒自身の「生きて
働く力」になっていくものと信じます。

・IT化社会であっても、図書館の活用が活発になれ
ばよいと感じます。

・各種研修に教員の参加が多くなかったとしても、参
加できなかった教員への情報提供を行い、研修での
学びを広め、共有されたい。
・通級指導の導入など、高校における特別支援教育
は新たな局面に入っている。特定の教員が担当する
だけではすまないので、生徒に関する情報のみなら
ず、その指導方法についても教員で共有していかね
ばならない。

⑥ ICT機器とソフ
トウェアの管理を
徹底する。

③防災訓練を通
して、防災対策・
防災意識の向上
を図る。

・年間少なくとも2回の防災訓
練を実施する。
・防災・災害対応マニュアルと
避難所マニュアルの職員への
周知を図る研修会の実施。
・地域の一員として、町防災計
画のもと、新温泉町との連携
を図る。

・コロナ禍での行事縮小により、年間１回の防災
訓練を実施した。
・学校の現状に即した「防災マニュアル」に一部
改変をすることができた。

④ 学習環境の
整備、校舎内外
の美化に努め
る。

・適切な時期に研修を企画・運
営する。
・本や掲示物など図書館のレ
イアウトを工夫したり、図書だ
よりを発行したり、生徒のより
充実した図書館利用を促す。
・美化保健委員会の活性化を
図り、学期２回程度の美化活
動を行う。
・安全点検を定期的に実施す
る。

・もっと計画的に、各分掌が各種研修を行う機
会を作るよう総務部と連携して動くことを進め
る。
・図書・美化の活動は活発にでき、安全点検も
定期的実施できた。

⑤人権教育を通
して、生徒の人
権意識を高め、
集団への帰属意
識の向上を図
る。

・校内・地域の研修会・講演会
への参加数を増やし、人権意
識を高める。
・講演会を開催するとともに人
権ＨＲ、研修会を実施する。
・各教科において平素の授業
より人権意識を高める教育の
実践

・人権HRを学期に１回ずつ行い、またPTAと連
携して人権講演会を実施することができた。

①安全管理・保
健管理を推進
し、健康管理意
識の向上を図
る。

・救急法講習会、献血ボラン
ティア、保健だより発行、美化
保健委員会の活動などを積極
的に行う

・今年度は生徒リーダー講習会を前期・後期と2
回実施ができた。
・生徒美化保健委員会の美化活動も定期的に
実施ができた。
・献血ボランティアの他、薬物乱用防止教室、精
神保健講座、コロナ授業等も計画。実施でき
た。
・職員研修としての食物アレルギー（エピペン）
研修も実施した。

4.1

・アースにも来ていただき、実際に高台への避難訓練ができ、良かっ
た。
・年度ごとに高台避難と、垂直避難と交互に出来るとよいと思う。
・職員の係についても、実際に動いて確認できれば、さらに良いと思
う。
・校外へ避難する避難訓練は、生徒の意識も高まり、良いと思いま
す。
・今年は細かいところまで配慮された避難訓練で良かった。
・火災訓練は毎年、その他の地震・津波などの防災訓練は、３年間
で様々な訓練・研修が行えるように実施するのがいいのでしょうか？
また、防災HRや各教科の特性を生かした防災の授業を実施し、
様々な視点を生徒職員ともに共有する必要があるように思った。

・もっと教職員が動きやすい「防災訓練」「防災
マニュアル」に適宜アップデートする。
・生徒に意識を持たせる必要があるため、生
徒に直接指示する学年に訓練内容の意図や
動きをイメ―ジさせる必要がある。
・例年とは違う工夫があったので、それだけ
に、丁寧に説明を行い、円滑な実施を意思疎
通を図る。
・3年間で一巡するように防災避難訓練の計画
を立案する。
・防災HRや授業をする年間計画を企画・立案
する。

・美化保健員会の美化活動は計画的に実施できた。
・安全点検は、1回しか実施していない。
・学習環境がよくなったとはあまり思わない。灯油の配給などの冷暖
房、壁の落書きや黒ずみなど改善点は多数ある。生徒が快適、か
つ、汚したくないと思える環境をつくりたい。
・タブレットPC、教員パソコン、ipadなどの運用の充実、職員室内の
設備の整理と周知徹底を職員の意見を取り入れつつ、今後も設備
面における働きやすい環境を事務室と連携し、アップデートすべき。

保
健
部

総
務
部

総
務
部

4.6

・職員パソコンやタブレットの
管理を徹底する。
・職員や生徒に適切な運用を
促す。

・使用簿を管理し、職員室内に機器を設置した
ため、おおむね活用できている。

・生徒が安心・安全な学校生活が行えるよう
に、安全点検を6月と10月に確実に行う。
・タブレットPC、教員パソコン、ipadなどの運用
の充実、職員室内の設備の整理と周知徹底を
職員の意見を取り入れつつ研修会を実施す
る。また今後も設備面における働きやすい環
境を事務室と連携し、アップデートしていく。

・地域への人権研修会などにも参加していた。研修内容を職員へ還
元できればもっと良い。
・人間関係のトラブルが多くみられている現状を考えると、HRでもっ
と重点的に取り組んでもいいと思う。
・人権HRの内容が工夫されており、おもしろかった。
・地域の研修会、講習会への参加数を増やす必要がある。

・全職員が年間５回の地域の研修会・講習会
への参加するように割り振る。
・職員研修として、人権研修会の内容還元を
行う機会を設ける。

・生徒だけでなく、職員に対しての救急法研修・危機管理研修を計
画・実施したい。また職員研修の参加人数が少ないので、声かけ等
改善も必要。

・生徒リーダー講習会や、美化保健委員会の
活動は継続する。生徒が主体的になる方法を
工夫する。
・職員向けの危機管理研修を計画・実施する。
先生方の参加しやすい時期を検討する。

・タブレット等だけに限らず、様々な機器の管理も必要だと思う。
・生徒のタブレット使用は、適切でないところもあると思います。

・タブレット等だけに限らず、様々な機器の使
用簿（管理簿）を作成し、記入してもらう。
・原則、生徒への貸し出し・返却を使用職員が
行うようにする。



令和３年度　兵庫県立浜坂高等学校　学校評価
学校教育目標 本年度の重点目標

評価基準　５：十分達成（１００％）　４：概ね達成（８０％程度）　３：変化の兆し（６０％程度）　２：やや不十分（４０％程度）　１：不十分・目標、方策の見直し　　　　
項目別評

価 総合評価評価項目

（７）積極的な情報発信（４）体験活動や地域貢献活動の充実
（５）多様な進路希望の実現
（６）国際理解教育の推進（グローバルリーダーの育成）

（１）学習意欲の向上
（２）基礎基本の定着と活用力の養成
（３）コミュニケーション能力の向上

取り組みへの意見 学校関係者評価

校訓に基づき、学校生活全般に「勤勉」性を求め、生徒の自治・自立的な活動を通して「創造」力を養い、学ぶ者にふさわしい「禮儀」を身に
つけさせる。自ら「学ぶ力、考える力、表現する力、行動する力、学び続ける力」を身につける。さらに、発問する力を育てる。

取り組みの成果 改善策目標・方策等領域

4.4

4.0

3.9

3.7

・授業公開はよい取り組みであるが、何を見ている
かが問われる。当該授業が何をねらいとし、終末に
はそれが達成されたのか、生徒につけさせたい力の
育成に資するものになっていたのかを教員間で検証
しなければならないと思われる。
・新学習指導要領の開始に伴い、新しい指導が続々
と課せられていく中にあって、学校としての研修（研
究）体制が問われる。

・他教科の授業を参観することは価値があると思う。
他のs年生の個性は自分の授業づくりの肉付けにな
ることが多いを考える。
・授業についての話題が増えてくると生徒理解にも、
繋がっていくのではないでしょうか。

・情報共有の場を設けることは、何回かすれば焦点
を絞った話合いになっていくのではないでしょうか。
教師間のコミュニケーションも大切にして「同じ内容
を繰り返さない」「～だったで終わらない」ことに心が
けていただければ良いと思う。

②授業見学が活
発に行えるシス
テムづくりをす
る。

・校内委員会は年５回実施した。生徒情報交換
を委員会内で実施していたが、年度途中からは
職員会議での情報交換に移行した。学年と連携
し、今後継続していきたい。
・高校通級指導における巡回指導に向けての教
育相談を毎月１回実施し、来年度に向けての体
制づくりができた。
・レジリエンス教育についての職員研修を実施
できた。

②教育相談・特
別支援教育を推
進し、生徒理解
に努める。

・校内委員会を定期的に開催
し、情報交換した内容は職員
会議等で全職員で共有する

・毎週、各教員に授業見学可
能な担当授業を挙げてもら
い、一覧表を作成することで、
空き時間に授業見学に行きや
すいようにする。

③総合的な探究
の時間・グローカ
ルキャリア類型
の活動を円滑に
運営できるように
する。

・グローカル、総合的な探究の時間の両方につ
いて、各教員の役割をある程度明確にし、実施
することができた。また、内容についても昨年度
の反省を生かし、内容を精選しながら取り組む
ことができた。
・次年度についても検討委員会を２学期から開
催し、より良いものになるように進めている。

・年度当初に深く質問をしなかったという自身の問題点も大きいと感
じているが、もっと細目に担当者会議のような場をもち、活動の見通
しをよりはっきりさせたり、修正点を共有したりできるとよいのではな
いかと感じる。
・非常に負担の度合が過剰になっている先生もいると感じる。名実と
もにそうできるようにするためにも、やはり細目に意見交換する場が
必要ではないかと感じる。
・計画性がある活動にするのが難しいと思います。
・１年生の総合探求は担任の先生の負担が大きそうだった。２年生
の総合探求は班によってクオリティの差が大きかった。

①新学習指導要
領に対応したカリ
キュラムを作成
する。

・教育課程委員会を定期的に
開催する
・生徒の学力層や進路希望を
考慮した科目設定を各教科で
検討する。

・主に一学期に教育課程委員会を開き、新学習
指導要領を踏まえた教育課程を作成することが
できた。
・旧課程の教育課程についても前年度の踏襲に
ならないように、生徒の進路希望を考慮し、科目
を精選した。
・新課程についてはまだ未定の選択科目がある
ため、継続的に検討していく必要がある。

・学校の特色や生徒に身につけさせたい力を
念頭に置き、３年間を見据えた計画を検討す
る。また、検討委員会を定期的に実施し、評価
→改善のサイクルを定着させ、より良い運営
ができるようにする。
・統括者と担当教員で定期的に活動報告や今
後の活動について相談する会を持つようにす
る。

・１学期と３学期に公開授業期間を設定した。公
開授業を時間割に表記し、評価アンケート等も
廃止したことにより、見学に行くハードルが下が
り、活発に行えた。特に３学期は、３年生が自由
登校期間に入り、教員の授業数が減るため、見
学に行きやすかった。
・自由な見学にしているためどの程度見学が行
われているのか数値として把握できていない。

・授業見学に行きやすくなった。
・授業見学の期間を設けたが、一部の教員だけの自身も見学にとど
まっている。
・授業公開週間など実施していた。
・他の教員から学ぼうとする姿勢があるかないかで、活発になるか
どうかが変わってくると思う。

・授業の改善に各教員が力を注ぐことができる
ように、他の業務の負担を軽減する。
・授業見学をする際に、学校目標、特に生徒に
身につけさせたい力について意識して見学で
きるようにする。
・今年度は、まずは公開期間を設けて、義務で
はなく自発的に行う形式でしたが、新指導要領
やBYOD導入も鑑みて、他教科の見学の義務
化を行ってはダメでしょうか？(忙しいとは思い
ますが……)もしくは、各教科初任研以外での
研究授業を年１回以上行うなど。

・新学習指導要領に移行する中で、評価基準や評価の方法につい
て、わからないことが多い。
・教員数が少ない中で、生徒の多様な進路に対応したい気持ちと教
員への負担の増加とで、難しいことが多い。方針を変更することも一
つの手だと思う。

・教育課程委員会の継続的な実施。新課程の
入試動向を把握し、生徒の進路希望により対
応した教育課程を編成する。
・観点別評価についてや新入試についての情
報を集め、職員に周知する機会を作る。

保
健
部

総
務
部

キ
ャ
リ
ア
教
育
部

教
務
部

4.6

3.9

・年度末に各担当者と今年度
反省と来年度の具体的な改善
策を考える。
・年度初めに実施内容と年間
計画を具体的に示し、見通し
を持って活動できるようにす
る。
・担当教員を明確にして全教
員で分担することで、生徒と教
員がかかわる機会を増やし、
探究活動を深められるように
する。

・ささいな内容でも早期に情報共有し、学年だけで抱えないような生
徒対応が必要である。
・委員会内だけで終わらせるのではなく、職員全体で取り組めるよう
にする必要がある。職員研修についても、参加人数が増える方法を
検討していく。

・ささいな情報も共有できるように、毎回職員
会議の後に情報共有する時間を作る。前向き
な検討ができるように心がける。
・HRで実施できるような計画的なストレスマネ
ジメント教育などを検討する。
・高校通級指導における巡回指導の体制づく
りについて、全職員で共有できるようにする。
個別の教育支援計画および個別の指導計画
についても校内での協力体制を構築する。



令和３年度　兵庫県立浜坂高等学校　学校評価
学校教育目標 本年度の重点目標

評価基準　５：十分達成（１００％）　４：概ね達成（８０％程度）　３：変化の兆し（６０％程度）　２：やや不十分（４０％程度）　１：不十分・目標、方策の見直し　　　　
項目別評

価 総合評価評価項目

（７）積極的な情報発信（４）体験活動や地域貢献活動の充実
（５）多様な進路希望の実現
（６）国際理解教育の推進（グローバルリーダーの育成）

（１）学習意欲の向上
（２）基礎基本の定着と活用力の養成
（３）コミュニケーション能力の向上

取り組みへの意見 学校関係者評価

校訓に基づき、学校生活全般に「勤勉」性を求め、生徒の自治・自立的な活動を通して「創造」力を養い、学ぶ者にふさわしい「禮儀」を身に
つけさせる。自ら「学ぶ力、考える力、表現する力、行動する力、学び続ける力」を身につける。さらに、発問する力を育てる。

取り組みの成果 改善策目標・方策等領域

3.5

4.0

3.8

3.0

4.3

3.2

・新入試制度、大学共通テスト
を分析し、入試対策を学年と
共有して進路実現を行う。

・完全下校時間は概ね守れているように思うので、下校指導を廃し
て窓閉め当番に完全移行してはどうかと考える。
・完全下校の立ち番指導はそもそも必要か検討してもよいと思う。
・遅刻者・欠席者・保健室利用者が多いので、これらを減らす取組を
行う。

・さらにボランティア活動などを充実させることで、一人一人が生徒
会の一員である自覚を高める必要があると思った。
・地域へのアピール活動はできていない。

・生活習慣を見直して健康的な生活を心がけ
させる。また、教室をもっと居心地の良い空間
できるようにする。

・本来生徒会が取り組むことに加えて、外部に
関連することもあり、年間を通じて常に何かに
取り組んでいる。外部へのアピールを行う機会
を作る。

・来年度の年間計画や３年間を見通した計画
を立案する。

③進路HRを提
案・活用を行う。

・ネットを活用しつつ，タイミングを図りながら行っていくことが重要と
考える。また，自転車の交通事故が増加していることを受けて，交通
安全講習やBYOD導入を見すえたインターネット利用やアプリについ
ての講座を企画する必要があると思った。
・SNSを中心とする人間関係のトラブルが起きていることを踏まえる
と計画的にHRで指導したほうがいいと思う。
・外部講師を招いての講演はなかった。
・今後、社会との関わりの中で、自分を守るための知識を身に着け
るために、もっと様々なことができるとよいと思う。

・コロナ禍で外部講師が招聘できにくい状況とな
り，十分な安全教育を行ったとは言いがたい
が，ネット犯罪やネットトラブル，薬物乱用に関し
て，講師を呼ぶなどして注意喚起を行うことで，
かろうじて平静を保った学校生活が行えてい
る。

・３年生については、個別の進路先について、進
路検討会を開き検討した。
・１・２年生については希望調査はできたが、検
討の段階まで行っておらず。進路ガイダンスな
どを通じて自分の進路を決めることから進めて
いる。

・３年生からのメッセージや座談会を企画した
が、コロナ禍で中止にせざるを得なかった。

・面接練習や進路ガイダンスなどいろいろなことを企画していた。
・進路検討会が長引いたりすることが多かった。

①新入試対策を
推進し、進路実
現を行う。

・規範意識の向上やルールを守ることなど、生徒主
体（生徒会メンバーだけではなく）の活動を通じて実
現できればよいと思われる。

・浜高生徒会が「やりがい」を持って取り組めるように
これからも導いてほしい。（リーダー性、主体性を高
め、仲間意識を持って）

②学年との連携
し、進路実現を
推進する。

3.5

・希望調査を元に、それぞれの生徒の進路実
現に向けて検討する。
・事前に検討内容を絞る、日程を調整するなど
して検討委員会の短縮に務める。

・進路実現に向けて３年間を見据えた計画を
検討する。
・年間計画の調整と学年との連携を行う。

・入試制度や共通テスト対策の各教科で行い
検討する。また、外部の業者の意見も取り入
れた対応をとる。
・３学年以外の学年への情報共有、教科への
進路対策指導の依頼を行う機会を設ける。

・昨年から行われた共通テストに対してまだ１年
目ということもあり、分析するところまではできて
いないが、大学入学共通テストの理解に努め
た。

・入試対策という面では、各教科担当任せであったと思います。
・３年生とキャリア教育部以外、どのような指導を行っているのかほ
ぼ見えなかったので、もう少し情報共有の機会を設けてほしい。進
路の希望など３年生の授業担当者がそれぞれ行っているように思え
たので、学年から事前に共有してもらえるとうれしい。

③生徒会活動の
活性化

②完全下校時間
の遵守

①生徒の日常的
な危機意識の向
上を図る。
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3.8

・当番表や割振り変更が出来、前年度までより
も下校指導が全員でやりやすくなった。
・当番制で完全下校立ち番を実施し，18時30分
の完全下校時間をおおむね守ることができた。
・年度末の1月から窓閉め当番が加わったこと
で，今後の体制を再構築する必要がある。

・委員会を巻き込んだ挨拶運動も実施してい
た。
・生徒会を中心に朝のあいさつ運動を行い、地
域の一員であることをアピールするとともに、生
徒に地域に対する意識を持たせる機会となっ
た。

・教員の当番制で完全下校の
立ち番指導を実施する。

・定期的に、朝の挨拶運動や
地域へのアピール活動を実施
する。

・外部などから講師を招き、
ネット犯罪、交通安全、薬物乱
用防止等の現代社会に即した
安全教育を行い、事故やトラ
ブルを未然に防止する。

・各学年の生徒一人一人の進
路先について検討し、実際の
進路指導に活用する。

・年間計画の立案し、３年間を
見通した活用を行う。

・進路指導は３学年だけの問題ではなく、３年後を見
据えた指導であるので、進路指導部のリーダーシッ
プの下、各学年・各教科団が何をしなければならな
いのか、計画を立てていく必要がある。
・明確な目標を持たずに入学する生徒は多い糸思わ
れる。それぞれの学年にあった進路指導、歩み方を
指導してください。

・進路ガイダンスを行ってもらい、まず自分の進路や目標を持っても
らう。
・いつの時期に、どのようなことを指導するのかなど、３年間を見据
えた計画を立てられたら、もっとよくなると思う。



令和３年度　兵庫県立浜坂高等学校　学校評価
学校教育目標 本年度の重点目標

評価基準　５：十分達成（１００％）　４：概ね達成（８０％程度）　３：変化の兆し（６０％程度）　２：やや不十分（４０％程度）　１：不十分・目標、方策の見直し　　　　
項目別評

価 総合評価評価項目

（７）積極的な情報発信（４）体験活動や地域貢献活動の充実
（５）多様な進路希望の実現
（６）国際理解教育の推進（グローバルリーダーの育成）

（１）学習意欲の向上
（２）基礎基本の定着と活用力の養成
（３）コミュニケーション能力の向上

取り組みへの意見 学校関係者評価

校訓に基づき、学校生活全般に「勤勉」性を求め、生徒の自治・自立的な活動を通して「創造」力を養い、学ぶ者にふさわしい「禮儀」を身に
つけさせる。自ら「学ぶ力、考える力、表現する力、行動する力、学び続ける力」を身につける。さらに、発問する力を育てる。

取り組みの成果 改善策目標・方策等領域

3.8

3.6

3.5

3.1

3.7

3.6

3.5

・手帳の活用・定着は他校でも課題となっていること
が多い。手帳を活用することでどんなメリットがある
のか、活用を通じてどんな資質・能力を身につけても
らいたいのか、地道に教員が説いていく必要があ
る。総じて、手帳の活用は「自己管理能力の向上」で
あるといえるが、うまく活用できている生徒が他の生
徒に向けて、「こんな使い方をしている」と伝えてもら
うことも効果的かもしれない。

・仲間意識が高まるように導いてほしい。
・自己管理能力の養成は人生において大切な要因
であると理解し、今後とも指導をお願いしたい。
・「書く・メモをとる」ことが少なくなってきている時代で
すが、自己管理ができてこそ他者との繋がりを密に
なっていくと信じます。（つながり合える人間形成を）

・全生徒を同じようにレベルアップを図ることは大変
困難に感じる。個々の生徒が持つ長所等を見出し、
「出る杭は伸ばす」でいってほしい。
・生徒一人一人を”その気”にさせてやってほしい。

①基本的生活習
慣の確立する。

②学習習慣の確
立と学力の向上
を図る。

・全校生徒統一(１、２年生統一)の英単語、漢
字、数学の小テストをＳＨＲの時間を活用して
行う。
・補充の呼びかけに応答しない生徒に関して、
これまで以上に保護者と連携し、学習に向か
わせる意識を高める。
・学習した時間を手帳に記帳させるなどして、
毎日どのくらい学習しているかを調べること
で、学習習慣を身に着けることができるのでは
ないかと思う。また、学習内容を記録すること
で、偏った学習になったり、効率の悪い学習に
なっていないかを判断できるのではないかと思
う。

・機会を見つけ、教師主導ではなく生徒による
取り組みの場を設け、多くの生徒に役割を与
える。
・日番の仕事にやりがいをもたせれるような工
夫ができたらよいと思う。
・次年度個々の進路実現に向けて、まずは
日々の清掃や係・委員の役割を積極的に果た
していこうとする集団作りを行う。

・常に手帳を持参し、こまめにメモをとり自己管
理ができる生徒もいる。
・こまめな家庭連絡を行い、保護者と連携した取
り組みを実施した。
・手帳はあまり活用できなかったものの、個々の
実態に応じて面談を行い、保健室登校、遅刻を
少しでも減らすことができた。

③社会性の育成
と、思いやりのあ
る人間性を育
む。

・教科担当に協力を仰ぎ、授
業を大切に、課題に確実に取
り組ませるとともに、個に応じ
た補習・補充を行う。

・手帳を活用した自己管理を
促し、欠席・遅刻・早退・保健
室利用を減らす。

・家庭連絡により生活リズムの乱れを防ぐ。
・担任だけでなく教科担当も含めて、手帳活用
を促す継続的細やかな声掛けを行う。
来年度は、進路に関する予定も多くなってくる
ので、手帳を効果的に活用させる。
・進路と関連性が高い項目は、生徒全員で今
後のスケジュールなど書き込ませる時間を確
保する。
・毎日の生活を手帳に記させ、定期的に提出
させることで、問題点を発見することができる
かもしれないと思う。

２
学
年 ・資格取得試験への挑戦意欲が高まった。

・考査前を中心に、課題未提出者と成績不振者
の補習により、欠点を少し減らせた。

・中堅学年として様々な活動
に積極的に取り組ませ、個人
面談により生徒理解に努め
る。

・家庭連絡を密にし生徒一人ひとりに対応し生
徒理解に努めた。

①進路情報の収
集と生徒への還
元する。

③朝の学習時間
の有効活用化を
推進する。

３
学
年

②基本的生活習
慣の維持・確立
する。

・学習習慣を確立し、受験学
力の向上を図る。さらに年間
で持続させ、学年全体で勉強
する雰囲気を作る。

・基本的な生活リズムを崩さな
いように多角的に指導する。
欠席、遅刻数を前年比の半数
にする。

3.7

・キャリア教育部と協力し、研
修に参加するなどして進学・就
職等に関する情報収集に努
め、職員間でも共有しながら
生徒に還元する。

・適宜、適切な情報交換に努め、指導方法の共
通理解を図ったり、職員間で協力して面接・ディ
スカッション・補習等の指導を行った結果、進路
実現を成し遂げることができる生徒もいた。

・HR・学年通信・学年集会など、様々な機会を利
用して規律向上を喚起した。全体的には遅刻・
欠席が減少し、落ち着いた学校生活を送ること
ができた。
・家庭や地域の関係機関と連携して、問題を抱
えた生徒の支援を行うことができた。

・日々の授業の充実、SHRでテキストを用いた
自主学習や、放課後の補習の強化を通じて学
力の向上や進路実現を図った。
・定期考査や追認考査前に補習を実施し、欠点
保持者をわずかながら減らすことができ、単位
取得につなげることができた。
・Classiを利用して、個々の学習状況に合わせ
た学習指導ができた。

・個人面談を重点的に行うのはいいことだと思う。
・校内での雰囲気は、最大限改善できるように努力した。
・進路が決まった生徒への対応を考えたい。
・進路決定後の生徒の学習意識は弱くなったように感じた。
・朝の学習時間でどのようなことが行われているか全く見えてこな
かったので、職員会議などで情報共有をお願いします。

本人への指導はもとより、家庭とも連携して遅
刻はだめだという意識付けを図るべき。指導者
も、生徒自身の利益のために指導していると
いう意識が必要。

・他学年の状況も含め、朝SHRの学習内容、
実態について報告する機会を作る必要があ
る。
・進路決定後に与える課題を精選する必要あ
り。

・どうしても担任の先生方の負担が増えるが、持たせるなら提出させ
チェックしないと定着しないのでは。
・一定の生徒が、遅刻や欠席を繰り返しているため、私生活から見
直させる必要があると思う。

・考査前の補習など計画的に実施していた。
・進学希望者の成績向上、中間層の意欲喚起、低学力者層の底上
げ、とすべきことが多すぎて、重点的にどこに力を入れるべきかわか
りません。
・居残り補習を計画的に行えたと思う。
・成績不良者は自宅で勉強する習慣をつけることが大切だと思う。ま
た、上位層の生徒をさらに伸ばすための学習指導を心がけたい。

・常日頃からこまめな声掛けを行い生徒理解に努め、個々の生徒に
対応するよう努めたが、いろいろな生徒がおり、対応に苦慮してい
る。
・個人面談を担任を中心にこまめにできていたと思う。
・検定や資格取得の呼びかけを行うことで、1年次よりも積極的に参
加する姿が見られた。
・学校やクラスでの役割をあまり持たない生徒にも活動する機会を
できるだけ多く与えてあげることができるとよいと思う。

・進路決定後の学習動機の低下に対し、打つ手はな
かなか難しいが、進路先に応じて学習内容を変える
などして工夫を図られたい。

・遅刻はなくなりませんでした。



令和３年度　兵庫県立浜坂高等学校　学校評価
学校教育目標 本年度の重点目標

評価基準　５：十分達成（１００％）　４：概ね達成（８０％程度）　３：変化の兆し（６０％程度）　２：やや不十分（４０％程度）　１：不十分・目標、方策の見直し　　　　
項目別評

価 総合評価評価項目

（７）積極的な情報発信（４）体験活動や地域貢献活動の充実
（５）多様な進路希望の実現
（６）国際理解教育の推進（グローバルリーダーの育成）

（１）学習意欲の向上
（２）基礎基本の定着と活用力の養成
（３）コミュニケーション能力の向上

取り組みへの意見 学校関係者評価

校訓に基づき、学校生活全般に「勤勉」性を求め、生徒の自治・自立的な活動を通して「創造」力を養い、学ぶ者にふさわしい「禮儀」を身に
つけさせる。自ら「学ぶ力、考える力、表現する力、行動する力、学び続ける力」を身につける。さらに、発問する力を育てる。

取り組みの成果 改善策目標・方策等領域

3.4

3.7

3.7

全体への意見 - 　

・手帳を活用した自己管理法
を身につけ、挨拶・服装・清掃
等の徹底を図る。

先生方の日々の真摯な指導に敬意を表したい。一人ひとりの先生方は熱意を持って生徒に向き合っていらっしゃる。しかし、「学校としての組織力」が十分であるのか懸念される。先生方の記述に「共有したい」「連携を図りたい」等が多く見られた。めざす目標をしっかり教員間で共有し、その実現のた
めに必要な計画を策定・実践・検証・改善するという「PDCA」をしっかり循環させる態勢を構築する必要がある。
夢を拓く浜坂高校。命の大切さ、ともに生きる心の育成。浜坂高校だからよりできる、より学べることを高めてほしい。地域も応援できるようと共に頑張りましょう。

③自己や他者を
大切にできる思
いやりある人間
性を育む。

3.6

①高校生らしい
基本的な生活習
慣の確立する。

・高校生として学ぶ意義や進路目標実現に向けて努
力を惜しまないことなど、教員がさまざまな場面で生
徒の意識を感化させていかなければならない。

・生徒一人ひとりに様々な環境等の違いや課題はあ
ると思うが、生徒自身が自己管理できるように導い
てほしい。

・学校生活、授業等での学びに生徒が受胎的に取り
組めるよう、先生方の創意工夫に期待している。

・自分のこれから（進路）を考え、目的を持てるように
導いていただきたい。②学習習慣と基

礎学力の定着を
図る。

・両学級担任が常日頃より生徒の様子を気にか
け、必要に応じて個人面談を行ったり家庭訪問
を行ったりと、精力的に生徒理解に努めた。
・生徒の抱える問題の解決に対して指導や助言
を行ったり、教育相談を勧めたり、職員会議等
で情報共有を図るなど、生徒を取り巻く環境をよ
くする努力した。

・個人面談等を通じた生徒理
解をはじめ、生徒がさまざまな
活動に積極的に取り組める環
境づくりに努める。

・学年費で『今未来手帳』を購入し、全生徒に持
たせ、学級担任を中心に活用を呼びかけた。
・挨拶・服装・清掃等への取組は、悪いものでは
ないものの、全生徒がいかなる場面でもきちん
とできるようになっているとは言えないので、次
年度以降も継続して指導を行う。

・主に長期休暇中の課題について、提出すべき
課題の把握・集約に努めたり、定期考査前に教
科担当と連携して指名補習を実施したりするこ
とはできた。

・教科担当者と連携し、課題テ
ストや小テスト、個に応じた課
題設定や補習等を行うことで
学習習慣の確立と基礎学力
の定着を図る。

１
学
年

課題提出の推進は、学習成績向上にはつながったとは感じる。しか
し、平時から課題テストや小テスト、あるいは個に応じた課題設定を
各教科と連携して実施できたとはいえない面がある。

・丁寧に個別対応していた。
・全生徒がいかなる場面でも積極的に取り組むところまでは至って
おらず、今後とも継続的にこの目標に向き合っていく必要があるの
は間違いない。
・個人面談を重点的に行うのはいいことだと思う。

・さらに手帳を活用させる機会や指導を増や
し、自己管理能力を高める取組を行う。

・考査前等のみならず、常日頃からよりしっか
りと学年外の教科担当者等、教員間の連携を
行う。

・生徒個々に対し、より丁寧に、より迅速に対
応し、さらなる生徒理解や変化の兆しをとらえ
ることを目指す。

・担任以外の教員も含めて、あらゆる場面でその利用を促してもらう
ことができていたかといえば疑問が残り、生徒の習慣づくりのための
教職員間の連携の重要さを感じている。


