
 ～　海と地域に学び、貢献する香住高校　～
「真理を究め、責任を果し、敬愛を尽す」の校訓のもと、家庭・地域社会と連携して夢や志を育む教育を推進し、

知・徳・体の調和した、こころ豊かで自立する人を育てる。

（１）個々の生徒に応じた学習指導を行い、「確かな学力」を育成する。

　　　ア　基礎・基本の確実な定着と思考力・判断力・表現力を養う学習活動を行い、「確かな学力」を身に付けさせる。

　　　イ　地域資源を活用した特色ある教育活動を展開し、主体的、対話的で深い学びを実現する。

（２）達成感と自己有用感を育む教育を推進し、「自主・自立の精神」を養う。

　　　ア　体験的な教育活動を積極的に推進し、自ら学び行動する意欲と態度、主体的に進路を選択し決定できる能力を育成する。

　　　イ　家庭や地域社会と連携した組織的・系統的なキャリア教育を充実させ、社会の担い手としての勤労観や社会に貢献する姿勢を育む。

（３）人間的なふれあいと規律を重視した生徒指導を進め、「豊かな心と健やかな体」を育てる。

　  ア　基本的生活習慣の確立と規範意識の向上を図る取り組みを通じて、公共の精神や協調性を涵養する。 A

　　　イ　地域や関係機関と連携して安全・安心な学校づくりを推進し、自他の生命を尊重する心や他者への思いやりの心を育む。 B

　　　ウ　感染症における予防対策を正しく理解させ、予防する能力や態度を育成する。 C

（４）教職員の資質向上を図り、「互いに支え合い切磋琢磨する職場」づくりに努める。 D

　　  ア　授業研究や教職員研修を通してＩＣＴの効果的な活用を推進し、生徒の実態に応じた効果的な指導方法の工夫・改善を図る。

　 　 イ　校務・業務の効率化と情報化を推進するとともに、教職員相互の協力・協働体制を強化する。 評価は４段階で、４＝できた、３＝まずまずできた、２＝あまりできなかった、１＝できなかった

分野 番号 実践目標 具体的取り組み（評価項目）   /   今年度の成果 4 3 2 1

総
務
部

1
感染症対策予防の推進と安
全・安心な学校環境整備

①新型コロナウイルス感染症予防のため、三密を避ける対策を講じ、環境を整え、適切に学校生活および行事を実施する。
②清掃やゴミ分別の徹底により日頃より学習環境を整え、施設設備の点検を行い、生徒の安全に関する意識啓発に取り組む。
③関係機関との連携により校内防災体制の充実を図り、防災意識を高める訓練を実施し有事への準備を図る。
／　成果
①可能な範囲内で、食堂のパーテーションの設置、食事時間の分散、黙食等の啓発を行った。感染拡大状況に応じ、実施場所や方法などを柔軟
に対応した。時間とともに低下した危機意識の改善が課題である。
②設備点検は行ったが、すべてを改善するには至っていない。
③防災意識を高めるために、香美町防災課と連携し時間の予告なしでの訓練を実施し、多くの課題が浮き彫りとなった。

48.5% 51.5% 0.0% 0.0% 3.5 A

①
・昼食時、他のクラスへの移動して昼食をとる生徒が多い。黙食を徹底するなら、昼食時の教室の移動も制限した方が良いと思われる。
・マスクの着用の徹底を全体で指導することが必要。グループワークで利用できるパーテーションがあるとコロナ禍での活動が充実できありがたい。
・日々忙しい業務の中、コロナ対策に取り組まれていた。コロナ対応について、状況が二転三転する中で、とてもご苦労をされたと思う。この問題については、模範
解答はないので現在の取り組みの継続をお願いする。
・コロナ対策として予算があるなら、各教室に体育館と同じようなやり方で、換気扇を設置するのはどうか？教室に吸気ファン排気ファンを設け、タイマーで作動する
ようにしておけば、ヒューマンエラーも減り、労力も減るかと思う。
③
・予告なしの防災訓練は、今後のマニュアル改善に繋がる。良い取り組みだった。
・生徒だけでなく、教員側も防災意識を高めないといけないと思えて、実のある避難訓練となった。
・避難訓練に関して、もう少し教員内でも場面に応じて対応を共通理解した方がいいと思う。

2
地域貢献活動の推進と香住
高校の魅力発信

①地域諸施設と連携した文化活動や環境学習、ふるさとづくりに貢献する。
②行事計画に基づき広報活動を積極的に行い、ホームページを随時更新する。平均週１回以上を目指す。
③学校案内パンフレット刷新。学校紹介動画の更新に取り組む。
④オープンハイスクールの内容の充実を図り、入学希望者の増加に努める。
／　成果
①芸術鑑賞会を実施することができ、多くの生徒から好評を得た。コロナの関係で外部との連携が難しい面もあった。
②ホームページは実習ブログを含め多く更新した。学校行事の様子をさらに広報活動に繋げる必要性を感じる。
③普通科と海洋科学科を統一した学校案内パンフレットを導入した。学校紹介動画作成・公開が中学生閲覧用には遅くなった。
④普通科オープンハイスクールの参加者が例年より少なく、広報活動等の課題を感じた。海洋科学科の第２回は中止せざるを得なく、資料送付の
代替を行った。

45.5% 48.5% 6.1% 0.0% 3.4 B

①
・コロナでもよくできたと思う。
・コロナ禍でも生徒のために芸術鑑賞を行うことができたのでよかったと思う。
・生徒自身にも本校の魅力について考えたり、発信したりできる場面があればよいと思う。
②
・実習製品にQRコードを付け、学校の情報や町の情報にアクセスできるようになれば、学校についての認知も増えそう。
・海洋科学科乗船実習の時、生徒の声をホームページに載せている。普通科でも何らかの形で生徒の声を乗せるのはどうか？
・一部の教員のために、他の教員等がフォローに回ったり、大変だったように思う（オープンハイ）。
③
・休日を活用し、地域のために活動し、さらにはメディアに取り上げていただき、香住高校のPR活動にも尽力されていた。
・入学希望者を増やすにあたって、何が中学生にとって高校を決める要因なのかということを学校全体として考えたり、より細かいアンケートを中学生やその保護者
にとるなも有効な手段の１つかなと思う。
④
・一部の先生にだけ仕事が偏っているように見えた。

3 生徒の健康増進

①状況をふまえ、授業確保をしつつ、短時間で円滑な健康診断等を行い、生徒の健康増進と保健衛生の充実を図る。
②感染症や事故防止の啓発を積極的に行い、状況に応じた生徒連絡、職員連絡を実施する。
／　成果
①コロナ禍で健康診断の実施時期が遅れたが、先生方の協力のもと、短時間で円滑な健康診断の実施をすることができた。
②感染症対策については、昨年に引き続き、全職員の協力で感染症予防に努めた。今年度は、保健委員が昼休みに感染予防について放送をした
り、校内の消毒液の補充・集会前の消毒の補助など積極的に活動できた。

59.4% 37.5% 3.1% 0.0% A
②
・校内放送を用いて、注意喚起を行い生徒のコロナ対策への意識を高めた。
・掃除時間の放送はとても効果的だと思う。是非今後も続けて欲しい。
・寮で全くコロナ感染症が出ずに２年間これたのは立派だ。

4
生徒の内面的なサポート体
制の充実

①キャンパスカウンセラーによる定期的なカウンセリングを行い、生徒の内面理解を深める努力と情報の共有を図る。
②通級指導も含め支援を要する生徒のための関係機関と連携し、校内サポート会議の開催により生徒情報と指導方法の共通理解を図る。
／　成果
①カウンセリングについては、校内と寮内で定期的なカウンセリングを実施することができた。寮生活での不適応対応や親へのカウンセリングなど早
急に対応協力して頂いている。
②校内サポート会議は関係機関と連携し、学期に１回予定通りに実施することができた。生徒情報の共通理解を図るとともに、専門家の適切なアド
バイスにより、指導方法についても具体的な取り組みを進めることができた。

51.5% 48.5% 0.0% 0.0% A

①
・公欠とはいえ、授業中にカウンセリングがあると生徒は受けにくいのでは？放課後等に実施できないか。
・普通科の生徒にはなかなかカウンセリングのハードルが高く、積極的に利用ができないように思うので、１年生できっかけを。
・問題を抱えている生徒に寄り添い、細やかな気配りを行い、悩み相談にのり解決に努められていた。
・諸問題への対応は学年にとって負担になっているし、面談週間で教員全員が面談することも増えている。しかし一方で、生徒との距離感が適切ではないような場
面もある。教員全員に対して、カウンセリングマインド研修等を今一度実施してみてはどうか。
②
・校内サポート会議は成果がとても高く、該当生徒も学校生活を有意義に過ごしているように見受けられる。
・通級指導、有難く感じる。今後必要とする生徒が増える事が予想されるので、多くの先生方に積極的に参加して頂きたい。
・通級を利用する生徒の教職員全体の共通理解と校内の支援リリースの機能と役割をよろしくお願いたい。
・気になる生徒の情報がもらえれば、ありがたい。学年と密に連携を取り、サポート会議、カウンセリングが充実していた。
・通級指導が始まり、サポートファイルを持って入学してくる生徒についてはありがたいと思う。次は目に見えない「困り感」を持っている生徒をどのように気づき、ま
たどのようなアプローチができるかが課題になる。

令和３年度　　兵庫県立香住高等学校　学校評価及び学校関係者評価

1 教育方針 ①　SBP（Social　Business　Project）　始動　　　　生徒会×青年会議所　

本年度の重点目標2 平均評価

3.5～

3.0～

2.5未満

2.5～

総合
判定

自由記述 次年度への取り組みと改善策平均評
価

学校評議員よりの意見
・３について：寮で感染者ゼロは大変すばらしい。何か工夫を凝らした生活スタイルとなっているのか？
・４について：高等学校での通級指導はまだ始まって間もないので、教員間で共通認識を図り、特定の教員に担当や指導を委ねるのではなく、誰もが当事者意識を持って携わっていただきたい。日常的な特別支援や生徒指導、教育相談についても、どうしても個人任せ・個人の力量依存になりやすいので、学年などの「組織として」対応できるように、情報や専門家からのアドバイスを共
有できるような態勢を取る必要がある。
・健康を保ち、勉学に、自分の希望する進路に進む努力をするのは生徒個人の責任である。学校はそれを組織として環境を提供し支援し向上させるものである。具体的には学校が生徒一人一人に係わって健康増進・学力向上を指導すればよい。
・校内サポート会議の成果を大きく感じます。今後、内容等を深めていただき取り組みを進めていただきたい。

評価（㌫）

①コロナ禍における学校行事の在り方をさらに研究
し、安全で充実した内容になるように工夫を重ねる。
今年度中止となった見学型のオープンハイスクール
は、状況に応じてオンライン対応等での実施も検討し
たい。
②学校安全点検を集約したが、根本的な修理を必要
とする箇所が多くあり、改善に至っていない。継続的
に安全対策をすすめていく。
③オープンハイスクールの充実と、ホームページ等の
情報発信の改善により、より学校の魅力を外へ伝え、
入学希望者の増加に結びつける。
④今年度学校パンフレット普通科、海洋科学科の統
合版にしたが、普通科の新しいコースの紹介を含め、
早い段階でデータを最新に入れ替えを行う。
⑤生徒、職員共に安全意識を高めるため、避難訓練
の持ち方を定期的に変更し、より実践的なものに変え
ていく。

①引き続き、コロナ対策は継続、工夫して取り組んで
いきたい。
②コロナ禍で実施できなかった様々な研修（カウンセ
リング等）については、実施していきたい。
③特別支援体制については、徐々に浸透しつつある
が、支援の必要な生徒が年々増加傾向でその対応も
様々である。全職員に研修やサポート会議を利用す
るなどして、生徒も教員も困り感のない学校生活にで
きたらと考えている。転入されてきた先生方にも早い
時期に、周知徹底・生徒対応できるようにしていきた
い。

学校評議員よりの意見
・１について：感染症対策もマスク着用・パーティションの設置・換気扇の設置・必要以上の移動を慎む・人を分散させるなど、バリエーションがある。生徒には各場面に応じたふるまいができるように教員が促していく必要がある。また、避難訓練は生徒を訓練させるだけではなく、「教員にとっても訓練である」という意識で、緊急時によりより避難指示・行動が取れるように訓練に取り組む必
要がある。
・２について：従来から行われているオープンハイスクール（対面形式）のみに頼ってしまうと、感染状況によっては開催不可となってしまうので、代替手段としてオンラインでの開催を検討する必要もある。これは、対面と同時にオンラインを活用するいわゆる「ハイブリット方式」もありうるし、後日、オンラインを実施する（同期／非同期）方法もある。方法論の検討のみならず、やはり、オープン
ハイスクールの中身をどうすればいいのかを教員間で再考することも求められる。
・日常の学校生活を充実させるのは、学力向上と運動・文化・各部活動での能力向上を図り、専心努力するに尽きると思う。そのための環境整備の充実・発展を望み実行していくことに尽きると思う。総務部の諸活動は当然のことであり、成果・評価も当然すぎて何の意見もない。
・コロナ感染症予防に工夫・努力されている状況を大きく評価いたします。
・香住高校の魅力を生徒が発信する仕組みがあれば見てみたいと思いました。HPはホームであって発信ツールではない。（コンプライアンスチェックは必要だと思いますが・・・）

保
健
部

3.6

3.5

②　LOCAL　FISH　CANグランプリ２０２１「特別賞」受賞　　「ナルトビエイ」の活用

⑥　新小型実習船「しりうす」完成　３月２２日竣工式　　海洋科学科施設も大きく刷新

⑦　海の文化館に香住高校紹介コーナー新設

③　近畿高等学校ユース対抗選手権出場　男子砲丸投げ

④　女子空手同好会近畿大会出場　

⑤　NHKに出演　　西村屋×香住高校×NHK×県立こどもの館　香住高校の缶詰を使ったレシピ
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自由記述 次年度への取り組みと改善策平均評
価

評価（㌫）

5 授業の改善

①学科、教科、学年と連携した時間割を作成。
②公開授業を実施、授業者、参観者の授業質の向上、改善を図る。
③成績不良者の指導を毎学期ごとに実施。
④授業アンケートを実施し、その結果を協議しより良い教科指導につなげる。
／　成果
①時間割作成では科、教科、学年の要望を積極的に反映し、科目毎に授業時数の均一化に務めた。
②協同的な学びや、ICTの活用などをテーマとした公開授業を6月、11月に８時間実施し、それらをもとに協議・報告を行い参観教員の授業改善に
役立てることができた。
③１・２学期の成績不良者の指導を保護者、生徒同席のもと8名に対して実施した。2学期は特に進級や卒業に関する規定にあわせて具体的に必要
な評点などを含め説明を実施した。
④授業アンケートを実施し各科目ごとに明確に結果を視覚可した個票を作成した。生徒の授業に対する要望や感想なども併せて結果を各担当へ
配布した。

48.5% 51.5% 0.0% 0.0% A

①
・海洋での海技士の試験など多くの生徒が抜ける授業がある際は事前に把握できるとありがたい。
②
・臨機応変な時間割作成のお陰で授業の進行をスムーズに行うことが出来、とても助かっている。
・授業公開はとても勉強になる。
・来年からのＢＹＯＤ開始に対してもっと教科ごとにどんな利用方法を考えることができるかなど具体的な研修を行う必要がある。
・公開授業用の授業になってしまう事が多いので、自由に授業を見学できる公開週間（１人２授業は見学）を設定してみては？
・研究授業での協議をもっと効果的なものにしたい。
・研究授業の日程を組み、授業後にも協議の時間を設けることで授業者と見学者で活発な意見交換を行うことができた。
・googleクラスルーム等の活用が課題である。今後、時間割や試験範囲を一括してアップロードするなどして、クラスルームを使わないといけない状況をつくってみ
てはどうでしょうか。
③
・生徒への支援は進んでいる。大学入試も大きく変化もみられるし、海洋の生徒の意識やレベルも変わってきており、大学進学への新たな対応を進める。
④
・授業アンケートや考査問題のデータ化など有益な改善が多くあったと思います。
・全教室黒板をホワイトボードに‼
・リモート対応の授業の準備を進める必要がある。授業アンケートがデジタル化されれば、教務部の業務も軽減されるのではないかと思う。県全体で授業アンケート
を実施していると思うので、アプリのようなものを作ってもらえばよいのではないかと思う。
・授業アンケートで、満足度の高った先生の授業を拝見してみたい。（研究授業ではなく、普段のものでも）そういう機会が欲しい。

6 生徒と時代のニーズに合った教育課程の編成

①令和4年度教育課程の作成と実施に向けた環境整備。
②教育課程の理解と実現にむけた職員研修の実施。
③考査、アンケートを通じた生徒の学習進度の把握と改善。
／　成果
①令和4年度教育課程の編成と詳細の作成を行うことができた。特に普通科のコース編成では進路目標や生徒につけさせたい力がより明確となっ
た課程編成をることができた。また、評価に関しても教育課程委員会などを通じて、観点別評価に移行していくうえでの方向性を明確にし、4月から
実施の教務規定の改編に着手することができた。
②考査、アンケートでは各教科科目での欠点数や、成績不良者、学習時間等数字上での生徒の学習状況の把握はできているが、実際にどのような
学習改善を行うか、各教科科目主体で行っているため具体的な改善が提示で来ていないのが現状である。

48.5% 51.5% 0.0% 0.0% A

①
・本校の特色化で、水産科目を普通科アクティブコースで実践するために、水産教員の増員が必要だ。
・総合的な探究の時間について、実施や詳細の決定は学年主導で行えばいいが、大まかな内容等は学校全体で検討し実施してはどうか。もちろん学年の色を出
す部分でもあるとは思うが、うまくいけば学校としての特色を作ることができる部分でもあると思う。探究活動としてどんなことをやってみたいか、在校生にアンケート
を取ってみるのも手だと思う。
②
・新教育課程に向けて、手さぐり状態ながら。他校と比べても良く進んだのではないかと思う。実際にスタートした４月以降は柔軟に対応した方が良い。
③
・アンケートでの自由記述を増やし、具体的な生徒の声を改善につなげたい。

7
規範意識の向上と安全・安
心な学校生活

①交通安全、情報機器、禁止薬物について外部機関より講話を取り入れながら積極的な指導を行う。
②いじめ問題に対し、１回以上の職員研修を実施し、面談週間を実施する。また、各学期に情報の共有を目的とした連絡会を実施する。
③各学年と連携し、立ち番や定期的な服装検査等を通し、個別対応を行いながら学校のルールの徹底やマナーの向上に努める。
／ 　成果
①交通安全教室を実施。薬物使用禁止は警察による講和を実施。情報機器は1年生を中心に講話を実施。
②学期末に面談週間を実施した。また、いじめ対応も学年を交えて連絡会を実施。
③月1回の服装頭髪検査を実施。各学年は昼休みそれぞれのフロアーにて個別対応を実施。昼休みに校内を巡視し生徒の様子、把握に努めた。

12.1% 66.7% 18.2% 3.0% C

　
①
・来年度からBYODがスタートするのに、それについての使用ルール作りが２月現在でまだできていない。合わせて、スマホの預かり指導についても検討するべきだ
と思う。今年度は、海龍祭でのスマホ持ち込みや避難訓練での指摘もあったので、預かることへの課題を全職員でしっかり議論するべきだと思う。正直なところ、前
時代的で担任の負担も大きく、グーグルクラスルームの活用などの妨げにもなっているので、BYOD導入のこの機会に預かり指導は廃止してはどうか。同時に、スマ
ホの使用ルール作りをしっかり進め、マナー指導重視の方針にパラダイムシフトしよう。
③
・まだまだあいまいなルールがある。指導しなければならない理由や説明ができない件は、本当に今必要かなと思う。一般社会とズレがなくなるように取り組みた
い。
・生徒指導に対して教員にムラがあるので、職員全員が共通認識を持つ必要がある！
・教員のルールの共通理解が必要。
・各学年の協力があり、生徒指導が助かっています。
・ルールがわかりづらくなった印象がある。髪型・服装・化粧など、あいまいになっていると感じる。
・廊下や階段の移動中に歩きスマホがとても多く目立つ。事故のもとにもなるため、注意喚起が必要と思われる。
・ツーブロックの規定が緩和されたが基準があいまいで生徒・職員全体的に共通認識がなかった。
・校則の周知が一部出来ていない。
・服装頭髪検査での判断があいまい。一度判断について共通理解が必要である。
・服装頭髪検査は７：４０からの朝の勤務時間外にまでする必要はあるのか。８：０５からでも十分間に合うと思う。勤務時間内の実施でもいいのではないか。
・服装頭髪検査について、実際あまり注意できていない。一番関係が築けている担任が注意する様に、指導部の先生は促してください。

①BYODの使用方法を見てスマホとの関わりを考えて
いく必要がある。
②校則の見直しを行いつつ各職員への連絡を密にし
共通理解を図る。
③いじめ問題、安全指導、情報機器使用、薬物使用
などの講和を実施していく。

8 生徒活動の活性化

①学校祭やマナーアップ活動等、生徒が主体的に取り組む行事の充実。
②地域に密着した生徒の活動の活性化。（対外的な活動、毎月の駅清掃等のボランティア活動）
③学校規模に適した部活動の在り方について、各学期に校内顧問会議を実施し、中・長期的な課題として取り組む。
／　成果
①マナーアツプ活動は、生徒会を中心に各委員（保健・図書・美化委員等）が活発に活動した。
②生徒会が生徒の意見を取り入れアンケートを実施し服装頭髪のルールを一部変更した。
③コロナ対策の実施のため、対外的な活動、毎月の駅清掃などのボランティア活動が減少。マナーアツプ活動として駅清掃を1回実施。
④③については、顧問会議を実施せず。

36.4% 45.5% 18.2% 0.0% B

①
・生徒会がルールを考えていくのは、時代の流れだったと思う。
・生徒会が積極的に活動しようとしているのは良いと思うが、ルール改正やアンケート実施などもう少し慎重に行ってもよいと思う。
・生徒が主体となって活動をする姿はとても良かった。
・オンラインでの海龍祭は改善点もあるが、形はどうであれ実施できたことは生徒にとって大きかった。
・マナーアップ週間の取り組みを継続させる工夫が必要。
・旧態依然の体制から変わり、ルールなどを更新していく姿勢は大変良いと思う。
・海龍祭ではリモート観覧に尽力していただき、円滑に実施できとても良かったと思う。今後の行事実施の可能性を広げたという点でも、大変重要な成果だったの
ではないでしょうか。
・ツーブロック解禁など、時代に合った校則に向けて見直しの流れはとても良いと思う。今後も生徒主体で、制服の選択性など校則の見直しに着手して欲しい。
・岸川先生の講演会をどう発展させるか。海洋は課題研究、普通科は体験活動が切り口だと感じる。
②
・新型コロナの影響で、地域貢献ができなっかたのが残念。
・コロナで行事を満足に実施できなかった。
③
・校内顧問会議がなかった。

教
務
部

学校評議員よりの意見
・７・８について：校則については昨今メディアでも取り上げられることが多くなり、学校関係者のみならず関心が高まっている。先生方が認識されているように、指導しなければならない理由が不明確であったり説明ができない事項については、当然、見直しが求められる。「決まりだから」と言って生徒が納得することはもはやないであろう。合理的な意味が見出されなければ、行き過ぎた指
導ということになりかねない。
教員間で指導の温度差があるのも、規定の意味を理解できていないからだと思われる。指導する側も指導を受ける側も納得を得られるように、先送りせず、少しずつ各規定の見直しを進めていくことが必要である。その際、生徒の意見を汲み取ることも大事であるが、教員として“譲れない線引き”はしっかり持っておきながら、生徒と継続的に対話していくことになるのだと思われる。
・生徒が主体的に取り組む活動を充実してやりたい。その活動の中から、自らの使命、なすべき行動を感じることができるようになると思う。
・先生方の意見を見ると、規範意識そのものに共通認識（共通理解）が弱いように感じます。この取り組みは一体感を持って進めることが最重要要件だと思います。再検討が必要と思います。
・規範意識は高いと思います。もっと元気があってもよい。
・７番の評価がCであり、生徒指導に対して教員にムラがあるとなっている。連帯感をもって取り組みが必要ではないのか？
・悪天候のため海岸清掃ができなかったが、次年度以降も青年会議所にもお声がけください。

生
徒
指
導
部

学校評議員よりの意見
・５について：生徒の「１人１台端末」は、これからの授業のありようが変革されると言っても過言ではない。端末を使うことだけに固執してしまってはいけない。どのような学びのときに端末を使うことが合理的であるのかを考えなければならない。効果的な活用ができたらば、ぜひ、それを教員間で共有されたらよい。教科が異なっても参考にでき、援用・応用できることは多くあるはずである。
・６について：総合的な探究の時間は、これからどこの高校でも相当力を入れて取り組むことになると思われる。特に、地方においては地域課題の解決や地域活性化に寄与できる人材育成の観点から、学校挙げてのカリキュラム開発が進むといえる。そういったとき、やはり、先生方の認識にもあるように、完全な学年任せではなく、「香住高校としての」３年間を見通した体系だったカリキュ
ラム開発が求められる。すでに香住高校には地域と連携した学習活動など、他校に誇れる実績や素地が十分にあるので、それらを活かしつつ、内容の充実や目標の高度化を図られたらよいと思われる。
・成績不良者をしっかり援助してやって欲しい。学力は勉強時間に正比例するものだと私は思う。だから、やる気を起こさせ懸命に努力するやる気を起こさせるのが教員の教育力だと思う。勉強をするやる気を起こさせるのが教員の役目だと思う。
・授業アンケートのデータ化はとても良い取り組みだと思います。この取り組みや内容の一部を公開されてはどうでしょうか。
・普通科の生徒が水産科目を履修できる試みが実現できたら、香住高校の大きな特色になる。全国的にも例がない。実習船、水産部門の教員の存在が大。

2.9

3.2

3.5

3.5

・時間割の作成についてはおおむね要望を反映をで
きているので、年休、出張等の記入の期日の徹底をし
ていきたい。

・システム運用や成績処理についてはより職員への通
知と実施の徹底がひつようである。事前のフロー
チャート配布に加えて、多くの目で確認をおこなって
いく。

・研究授業の取り組みはタブレットの利用などを含め
た内容で実施することなど実際のスキルアップにつな
がる内容に変えていく必要がある。

・成績不良者への面談については引き続き学年と連
携しやっていきたい。

・教育課程については、令和4年度入学生より大きく
変わる為、変化に対応していきたい。特に評価や評
価方法の提示等のスムーズな導入が次年度は求めら
れる。実際に実施しての課程上の課題も出てくると思
われるため、柔軟に対応していきたい。

①コロナ感染の影響により例年の活動ができなかっ
た。来年度もコロナ対策を行いながらさらに生徒主体

で行うようにする。
②校則の変更について生徒会と話し合い生徒会活動

の活性化を図る。例として、スマホ利用方法。
③マナーアップ活動の取り組み方を生徒会を中心に

考えて実行する。



分野 番号 実践目標 具体的取り組み（評価項目）   /   今年度の成果 4 3 2 1
総合
判定

自由記述 次年度への取り組みと改善策平均評
価

評価（㌫）

9

求人、入試情報、過去の進
路実績等の諸資料を適正
に活用して指導の充実を図
る。

①受験報告書　簡単な形で一覧表にする。（データ化）
②求人票一覧を掲示する（進路閲覧室前廊下などに）
③指定校推薦一覧を改善する。（見やすく）
④生徒用のPCを生徒が使いやすいように考える。（求人票閲覧・指定校閲覧）
⑤ネット出願が増えているため、進路室で出願できるよう環境を整える。
⑥リモート面接、リモート説明会でフリーズしないような通信能力の整備を進める。
／　成果
①受験報告書の様式を一本化し、一覧表を生徒用サーバーでも閲覧可能にした。
②求人票を生徒用サーバーでも閲覧可能にし、一覧表を進路室廊下にも掲示した。
③指定校推薦一覧表を見やすく整理し、生徒用サーバーでも閲覧可能にした。
④⑤⑥進路閲覧室のパソコンをタブレットパソコンに変更し、さらにプリンターも設置してネット出願やリモート面接に対応させた。

48.5% 51.5% 0.0% 0.0% A

①
・進路先ごとの面接質問一覧を作るなど、データの蓄積と運用をするといいのでは？特に水産系の大学等
②
・本年度来ている求人票一覧を生徒の目につくところにだして欲しい。
・近年の就職希望先は生徒が希望する会社から求人票をいただいているようで大変感謝している。（本校にいただく求人票以外を企業に請求していただいている）

10
   進路指導方法の研究に
努める。

①各学年から年間進路指導計画を年度当初に、実施報告書を年度末に出してもらい、改善点をまとめ、充実させていく。
②キャリアノートの効果的な活用方法について研究を深める。
③学年と連携を密に取りながら,早期に進路関係の指導を実施する。
／　成果
①年間進路指導計画を各学年で作成し、実施した。
②キャリアノートをWordデータ化し、各学年で必要に応じて編集可能にした。
③学年と連携を密に取りながら,早期に進路関係の指導を実施した。

27.3% 63.6% 9.1% 0.0% B

①
・進路に関する行事（進路ガイダンス等）を学年が主導で実施しているが、本来進路指導部が行うべきではないか。
・コロナ対応の昼食時の密を避ける昼休み６０分設定にも慣れてきた。英語のリスニングを昼休みに１５分流してはどうか。英語力と、コンピュータの活用能力を養う
ことは、生徒の将来に確実に役立つ。
・就職・進学など様々な進路がある香住高校において、具体的な指導やスケジュール感が分からないので、研修のような機会が１度くらい欲しい。
②
・キャリアノートの活用方法を考えるか、キャリアノートの在り方を考えなければいけない。
・キャリアノートの活用について、これまでも活用できていませんでしたが、今後の課題として検討していくべきです。
③
・サポートファイル該当生徒の進路開拓にも感謝している。
・進路希望調査用紙が校務支援システムと対応したものになればよいと思う。
・進路主体でのLHRを1年生・２年生でもしてもらえれば嬉しい。
・３学年はしているとは思うが、１・２年生とも定期的に情報交換会をすべき。
・各学年の進路ガイダンスのエージェントとの関係や模試あるいは学習動画等についても関わった方が良いのではと思う。
・近年、就職において作文等の課題が増えているので、応対していく必要がある。

11 特色ある授業、実習の実践

①各コースで地域資源を生かした特色ある授業、実習を実践する。
②専門科目の学習を職業資格の取得や将来の進路選択につなげる。
③月１回程度の科の会議を通して職員間で学習指導内容、評価方法等の共有化を図る。
／　成果
①コロナ下の中、オンラインを中心に学科の特色を生かした活動を行うことができた。
②１年生のコース選択、２年次以降の進路選択につながる行事を実施した。
③成績会議を利用して、学習内容の共有化を図ることができた。

30.3% 54.5% 12.1% 3.0% B

　
①
・各コースの授業の特色が生徒にとってはとても魅力的に見えているように思う。
・今年度も多くのコンテストや地域貢献に取り組んで成果をあげたが、仕事を分散して得意分野の職員に割り振った方がより成果が上がると思う。
・実習への生徒の取り組む姿勢がよい。
・地域の期待も大きく、生徒が様々な所で実習に参加する機会を得ることができた。
・コロナ禍のため、活動の制限が多く、水族館実習が２年間実施できていないのが残念である。
③
・船に乗船する教員の業務量の軽減・各資格で担当を決めて欲しい。下船後の仕事が多く、代休が取れない。
・（主に寮生について）テスト期間中にも釣りに出かけたり、学習時間に勉強していないのにも関わらず深夜遅くまで起きていたりと、テストに向けての意識を教員全
体で指導する必要がある。舎監部だけの問題ではなく、海洋科学科、あるいは学校全体で取り組むべき課題の一つだ。

12
実習設備等を中心とした学
習環境の充実

①安心、安全な実習を行えるよう実習設備の更新を実施する。
②教育課程に即した学習に対応できるよう、実習棟の設備、環境の更新要求を行う。
③産業現場に対応した実践的な実習を行うことができるよう、最新の機器の導入と学習環境の充実について検討する。
／　成果
事務室とも連携しながら、今年度大幅の学習環境の改善を図ることができた。新小型実習船「しりうす」の竣工、レーダーシュミレーターの更新、栽培
池の温度管理ろ過装置設置、フリーズドライ装置の購入、教室のWIFI化、空調設備の完備等々。今後も継続して学習環境の充実を図ることが必
要。

54.5% 45.5% 0.0% 0.0% A
①
・多くの機器を設置していただき多様な実習が展開できるようになった。
・しりうす、設備の更新が一気にできた１年でした。
・施設老朽化が激しいので少しずつでも補修していきたい。

13

自ら積極的に学習に取り組
み、学力を向上させる。キャ
リア教育を通して、進路実現
につなげる。

①個に応じた学力向上のため、教科と学年の連携を密にし、授業と補習の充実と模擬試験の分析を行う。
②安易な進路決定をしないため、総合的な探究の時間や進路ガイダンス、個別面談を行う。
③オープンキャンパスやガイダンスなどを有効に活用し、進路指導部とも連携を取り、第一志望１００％を達成する。
／　成果　　個々の受験科目とレベルに応じた補習や個別指導を行った。面接指導もPTAや多くの学年以外の先生方にも協力をいただき、のべ400
回近い回数を実施し、成果を得た。結果的には就職で3名が第一志望の会社に不調となったが、進学も含め、学年全体の9割以上の生徒が第一志
望に合格内定できた。

51.5% 48.5% 0.0% 0.0% A

①
・文理クラスの事だが、１１月～１月の受験時、授業をどうすればよいのか分からなかったので方針を示して欲しい。（教科書を進めるのか、演習するのか）
②
・面接の指導がとても丁寧だった。きっと進路結果にも好影響を与えているでしょう。ノウハウをぜひ引き継いで欲しい。
③
・ほとんどの生徒は第一志望だが、１００％ではなかった。

14

自律的な学校生活を送り、
生命の尊重、他者への思い
やりの心を育む。
感染症における予防対策を
正しく理解し、予防する能力
を育成する。

①挨拶の励行・清掃活動などを徹底と、手帳の活用100％にする。
②達成感成就感を味わうだけでなく、感染防止を理解するため、野外活動と学校祭を成功させる。
③生徒一人一人の心に触れる指導に心がけるため、個別面談や家庭連絡をこまめに実施する。
④教科指導に偏らず、社会に出る前の出前授業を実施する。
／　成果　　普段の挨拶や清掃活動が定着し、手帳も受験に活用することを目的とし、1,2年時と比べると積極的に活用できた。修学旅行が実施でき
なかったため、初めて1泊2日の野外活動を実施したが、コロナ対策も徹底しながらも生徒が満足する内容で実施できた。学校祭も生徒会役員が中
心となり、制限のある中でも良い思い出を作ることができた行事となった。3学期に入り、校内で初の新型コロナ感染者を出してしまったが、保護者と
連携を取り、受験生に対する出席停止の扱いに配慮していただき、受験にも影響なく最小限に抑えることができた。

45.5% 54.5% 0.0% 0.0% A ①
・手帳の活用ができていない生徒もいた。

3.2

3.1

3.5

3.5

・管理職とも相談をしながら人員の増員等を行い、代
休の確保等、業務負担の軽減について検討を行う。
・新たに導入された教育機器を用いた教育活動の実
践方法について検討を行う
・地域連携についてさらに活性化し、地元の水産業の
活性化に貢献する。

次年度への取り組みではなく、自由記述に対する回
答
・文理類型の受験時期の授業展開については、各教
科ごと、あるいは担当者ごとで判断していただいてい
いと思います。もちろん生徒の要望に合わせていただ
ければ学年としてはありがたいが、教科書の進み具合
によっては、そういう訳には行かない場合もあると思い
ます。
・面接練習は窓口が多くあると、依頼する先生や場所
が重なることが多いので、窓口一本化が良いと思いま
す。面接資料についても、実施後は返却してもらえば
一部用意すれば繰り返し使用できます。あと、どの先
生に指導していただいたかを記録を残しておいたの
で、特定の先生に偏ることなく、多くの先生に依頼で
き、生徒にとって良い指導を受けることができた。
・生徒一人ひとりの実力を把握し、生徒本人とも面談
を重ねた結果がこのような結果につながったと思いま
す。第一志望１００％を目指していたが、現実はやはり
厳しく、今までの情報、経験どおりにはいかないことも
あった。
・手帳とスケジュールアプリのそれぞれの特徴を理解
させ、使い分けさせる方法も教える必要がある。手書
きの手帳の重要性をしっかりと理解させる。

①　進路先ごとのデータの蓄積を図る。
②　今年度進路情報をネットワークで閲覧可能にした
が、その管理と全体への周知に努める。
③　進路希望調査に校務支援システムを活用してい
く。
④　拡大進路部会を定期的に開催し指導やスケ
ジュールなどを共有化させる。
⑤　キャリアノートのみではなく、HRや授業の中でも
キャリア学習を充実させよう支援する。

学校評議員よりの意見
９・１０について：「キャリアノート」の活用に課題があるようだが、それはどうしてなのか。使い勝手が悪いのか？使いづらいもので効果を見出せないようであれば別のものに変更するか、こういったアイテムを使わずに指導を進めていくか、協議されたらと思う。もし、「キャリアノート」をうまく活用しながら指導ができている教員がいたら、その方法を校内で共有したらよい。進路指導部のリー
ダーシップは高校においては重要だといえる。まして進路多様校であれば、なおさら学年・HR担任のみでは限界がある。
進路は３年生だけの問題ではなく、１年生の時から自分の将来・キャリアを考えていくことが必要である。リモート面接やオンライン出願、就職試験における作文の導入等々、さまざまな新たな状況に対応できるよう環境整備は引き続き怠らずにしていくべきである。
・進路は自分が決定すべきである。１８才にもなったら自分で責任を持って選択すべき、自己責任である。アドバイスは必要な時にすればよい。
・香住の事業所から就職に対するアピールの場があってもよい。
・卒業すれば都会に出る風習があるが地元に魅力があれば。地元企業の勧誘活動はないのでしょうか。
・進路先の経営理念をもっと重視した指導をお願いします。効率でなく効果にスポットをあてて欲しいです。

学校評議員よりの意見
・11・12について：教員の業務分担や代休取得は「働き方改革」の推進の観点からもしっかり取り組む必要がある。次年度、普通科での水産科目履修も可能となるようなので、さらに海洋科学科の教員の負担が増すことも懸念される。これを機に協議されたらと思う。
実習だけでなく、自主的な学習に対しても生徒がより積極的に取り組むように、目標を持たせたり、学ぶ意義を生徒に説いていくことも仕掛けていかないといけない。
・寮生について、地域の住民の受け止め方は非常に好感を持っていると思う。しかしテスト期間中などの生活時間の過ごし方、就寝、起床時間等の指導は適切にお願いしたい。
・「しりうす」更新によりビフォーアフターを把握し、やる気を感じてもらい、伸ばしていければ設備投資も活きたお金になるのでは。
・目的や目標からのバックキャスティングのツールとして手帳の活用方法を模索してみては。

・ジオパークと海の文化館では、今年度香住高校海洋科学科の皆様のおかげで、魚類の飼育槽を設置することができました。ありがとうございます。隔週ですが、海洋科学科の生徒の皆様や教員の方々の様子を見せていただきました。大変意欲的に生き生きと魚類飼育管理に取り組まれている様子を見て、たいへん頼もしく感じました。生徒と教員の皆様の関係性がよく、温かい気持ち
になれました。今後、一層の発展を期待しています。

進
路
指
導
部

海
洋
科
学
科

３
学
年

学校評議員よりの意見
・13・14について：きめ細かな指導の下、生徒の多くが第一志望の進路に到達できたことは大変すばらしいことである。ぜひ、下学年にも引き継いでいただき、学校としてノウハウや実績を蓄積し、「伝統」にしていただきたい。進路実現を果たした生徒には、ぜひ、達成感や充実感を後輩たちに伝えてもらいたい。後輩たちも励みになり、自分たちも続こうと思えるはずである。
・９割以上の生徒が第一志望校（社）に進めたのは良かった。数名の生徒も自分の実力で納得いく進路に進むことを望む。
・何故、手帳が活用できないのか本人に意見を確認し、学校が推奨するのであれば問題解決では？
・学年通信素晴らしい取り組みだと思いました。中３向けに発信してみては。

3.5

3.5



分野 番号 実践目標 具体的取り組み（評価項目）   /   今年度の成果 4 3 2 1
総合
判定

自由記述 次年度への取り組みと改善策平均評
価

評価（㌫）

15

自学自習の姿勢を育て、家
庭学習の習慣化を図り、基
礎学力の定着と確かな学力
を身につけさせる。

①週末課題の提出率90％以上、かつ小テストの得点率75％以上。
②定期考査の学年平均点５５点以上。かつ平均点８０点以上の生徒、各科５人以上。
③手帳を活用して生活習慣と学習習慣の振り返りを行う。
／　成果　　①課題の提出は９０％以上であったが、小テストについては７５％に達しなかった。（約６０％）
　　　　　　　② 普通科66.2点、10人 海洋科学科75.9点、11人
　　　　　　　③手帳の活用は生徒によって活用の度合にばらつきがみられた。手帳の活用方法を再度検討したい。
　

30.3% 54.5% 9.1% 6.1% B

①
・進路のことを考え、自学自習の時間を増やように生徒の自覚を促していく。
②
・生徒の学力を上げるための具体的な取組みを個々に挙げ、その上での成果や結果を明記するのがよい。
③
・手帳の活用の在り方について考える必要がある。
・自己管理の手法として、手帳を活用させる。

学年主任を中心に、生徒への規範意識を高める様々な取り組みを進めて欲しい。

16

自主的自律的な学校生活
の中で自他の生命を尊重す
る心を育み、行事を通して
達成感と自己有用感を味わ
い、公共の精神や協調性を
身につけさせる。

①海龍祭と修学旅行を成功させる。
②フィールドワーク、進路ガイダンスを実施し、進路に向けてスタートする生徒100％。
③生徒会活動、学校祭などにおいてリーダーとしての役割を経験させる。
④出前授業等を2回以上行い、学校や家庭で学ぶ以外の知識や技能、コミュニケーション能力を高め、自らの力で生き方を選択する能力を身につ
ける。
／　成果　　①海龍祭は各クラスそれぞれ個性的なステージ発表を行った。（普通科2-2：優秀賞）、修学旅行については実施に向けて調整中。
　　　　　　　②海洋オーシャンコース以外は10月末に進路フィールドワークを実施した（進学：京都方面、就職：地元企業）
　　　　　　　③後期生徒会役員として生徒会活動を行っている（朝の立ち番、制服アンケート等）
　　　　　　　④豊岡専門職大学から講師をお招きして、コミュニケーション力の向上を目的とした出前授業を実施した。また香美町ライフデザイン構築
支援事業の一環として株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所の泉谷　勝敏先生の来ていただき、多種多様な働き方、生き方について授
業をして頂いた。

27.3% 54.5% 12.1% 6.1% B

①
・修学旅行が延期・延期となり、学年団も生徒も本当にかわいそうである。しかし、代替案については安易に考えず、費用を負担する保護者、３年生（受験生）を目
前としている生徒のことを考えた内容であって欲しい。
②
・「公共の精神や協調性を身につけさせる」ことは大切なので、様々な機会で粘り強く取組みを欲しい。
・普段の学校生活において、教師対生徒の関係性を毅然とした態度で指導していくことで、生徒の規範意識も高まると思われる。
・学年全体としての雰囲気づくりをもう一度考える。
・服装を整えることなど、まず形を整え、普段の生活に対する継続的な取組みを行う。

17

生徒の能力・実態に応じた
学習指導を行い、基礎力の
定着と主体的な学びの実
現。

①週末課題、小テスト（国・数・社・英）の毎週実施
②定期考査前の指名補習、放課後自習教室、長期休業中補習の実施
③総合的な探究の時間を活用し、探究活動と発表会の実施
④キャリア教育として職業ガイダンス、進路ＨＲの実施
／　成果　 　 ①課題、小テストの事後指導も含め、概ね実施できた。課題や小テストに積極的に取り組めない生徒に対してどのように働きかけていく
か課題が残る。②それぞれの補習を実施することができ、必要な生徒は参加することができた。③総合的な探究の時間は１年間を前期・後期に分、
２回の探究活動に取り組んだ。１回目の発表会を９月末に実施。２回目の発表会を３月に実施予定。④職業ガイダンスとして「職業人講話」を実施し
た。

42.4% 57.6% 0.0% 0.0% B ・放課後、各ＨＲ教室は施錠されるが、空き教室に集まってゲームなどをしている生徒が多く見られる。放課後も巡回をした方がよいかもしれない。
・普段からやる気がうかがえない生徒を、こちらから指名補習に呼ぶという制度には疑問を感じる。（授業をまじめにやっているが、点数が伸びない生徒は別です）

18

誠実で思いやりをのある人
間性を育むとともに、規範意
識の向上を図る取り組みを
行う。

①手帳の活用率を上げ、自主的、自律的な生活習慣の確立を目指す。
②学校行事、委員会活動、ＨＲ活動を通して自ら学び行動する力と協調性を育む。
③清掃活動、感染予防対策を徹底し、健やかな心と体つくりに取り組む。
／　成果　　①約４割の生徒が手帳を積極的に活用している。手帳を活用する中で、自分の生活パターンを見直したり計画を立てられるようになった
と実感している生徒も少なくない。手帳を活用することで改善できることがあると伝えていく必要がある。②学年レクリエーションを１回、芸術観光専門
職大学のコミュニケーションワークショップを海洋科学科１回、普通科２回、取り入れることで学年間のつながりが強くなった。③清掃活動は熱心に取
り組めた。手指消毒、換気などの感染予防対策は日常の事として定着した。

36.4% 60.6% 3.0% 0.0% 3.3 B
①
・手帳の活用率を上げていく工夫が必要。
・手帳の活用について、その意味をまだ十分な理解できていない生徒がいる。どうやって手帳の重要性を理解させるかが課題と思われる。

19
職員室と事務室との連携を
強化する

ICT環境の充実、デジタル社会に対応した産業教育設備事業、その他各種事業等の推進にあたり、教育職員と事務室職員とが、事業内容の共通
理解を図り、計画的に事業を推進し、目的を達成させる。
／　成果　海図机、食器消毒保管庫、滅菌機ほか設置完了、その他小型実習船、レーダー・シミュレーター装置、空気調和装置、水槽水質管理シ
ステム等3月末完了に向けて整備中。

42.4% 54.5% 3.0% 0.0% B ・事務室と職員室の連携がスムーズに行われていると思う。
・体育館のＩＣＴ環境の充実。

20
安心安全な教育環境の整
備を進める

①新型コロナウィルス感染症予防対策に関して、総務部と連携して、必要な対応を迅速に行なう。
②修繕箇所を早期発見し、必要な対策、対応を迅速に進める。
③老朽化した設備・備品の更新を計画的に進める。
／　成果　　①　除菌シート、アルコール消毒液、食堂パーテーション、分散授業用ホワイトボード、大型モニター等購入し利用している。
②③教室床修理、教室電灯修理、水道修理、扉等修理、体育館床修繕、産業教育設備更新等を実施した。

42.4% 54.5% 3.0% 0.0% B

②③
・今後も備品の更新をお願いしたい。今年度はとても助けて頂いた。
・校内のバリアフリー対応も考えていく必要があると思う。段差の解消やエレベーターの設置等課題的に厳しいですが、必要かと思う。
・窓の設備が必要。
・設備・備品の把握が人員的にも難しいのではないか。
・課題の体育館の床、やっときれいにできる。
・老朽化した水産漁業実習等の入り口をいつか補修して欲しい。

・引き続き、事務室・職員室との連携を強め、施設設
備の維持管理や安心安全な環境整備をめざす。

(1)学習について
・各定期考査前に関係する生徒に補習を行い、全員
の卒業を目指す。
・週末課題の提出はもちろんであるが、確かな学力を
つけさせるために、数値目標を持たせ、日々の学習
意欲の向上を促す。
・各教科と連携し、個々にあった指導法を探り、効率
的な学習方法で学力を身に付けさせる。

（２）学校生活について
・今年度は修学旅行が実施できなかったが，次年度4
月に実施する方向で準備を進めている。
・社会性の向上を目的とした校外学習を積極的に行
う。
・最上級生として自覚させ，部活動や学校祭，生徒会
などの場でリーダーシップを発揮させる。
・生徒のそばにできるだけ寄り添い，生徒の動静を見
守ることによって，生徒の内面理解に努める。
・マスクの指導に限らず，すべての指導に素直に従え
る心を養えるよう，環境を整え，指導を徹底していきた
い。
・手帳の使用については、ITC活用の活用も含めて再
検討していく。

(３)進路について
・進路指導部と連携して進路情報の収集，進路指導
計画を行う。
・自己と社会との関係について意識させ進路目標に
ついて考えるためのＬＨＲや総合学習や面談を行う。
・生徒個々の進路目標の実現を支援する。

(1) 学習指導については、引き続き小テスト、考査補
習、休業中補習等は行う。生徒のやる気あるなしにか
かわらず、学習指導に取り組みやる気のある生徒を増
やす取り組みを行う。
(2)ＬＨＲを活用し、個にあった進路学習を進める。
(3)手帳活用について、意義や目的などを理解させ、
活用率向上を目指す。
(4)学校行事を通し、心を育む活動をする。

学校評議員よりの意見
・17・18について：２学年と同様、手帳の活用については、何のための手帳なのか、しっかり生徒に理解させていく必要があるし、うまく活用できている生徒に活用の仕方やメリットを他の生徒に伝えてもらう方法も考えられる（生徒同士で共有）。
・学年レクリエーションを専門職大学を活用して行われたことはとてもよいと思う。１年生なので、そうした機会を活用して人間関係の構築・充実につなげてほしい。
・特に１学年の間に先輩が培ってきた校紀・校風を理解し、日常の学校生活に実践できるご指導を特にお願いしたい。

学校評議員よりの意見
・19・20について：学校を取り巻く状況変化のスピードが速い上に、既存の施設・設備は老朽化が進行するという２つの対応に大変だと思われるが、環境整備は学びの充実と安全・安心確保に不可欠であるので、教員と連携を図られながら進めていっていただきたい。「モノ」と「カネ」の経営資源をマネジメントする専門部門として、さまざまなアイディアを生み出しつつ、対応していただきた
い。
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【全体を通して学校評議員の意見】
・次年度は新学習指導要領要領が始まり、普通科のコース再編など新たなスタートを切ることになる。その準備もさることながら、これまでの取り組みについてしっかり検証を行い、時に、効果があまり得られなかったものについては廃止したり、やり方を変えるなどしていかないと、負担が増すだけになってしまう。
地域資源を存分に活かしたり、教員のきめ細かな指導など、他校に誇れる教育活動が展開されているので、それらを通じて、生徒にはどんな力がついたのか、ぜひ、アピールしていただきたい。そうすれば入学者獲得にもつながってくるはずである。
・私見だが、高校教育の目的は、学力向上と部活での能力向上にあると思う。そして、生徒が第一志望の大学・会社に合格して納得のいく人生を歩ませるための出発点に立たせるために教育を行う所にある。この点で、本校生の９割以上が第一希望校（社）へ合格した事は快挙だと評価する。
・私が在校生の当時を思い出します時、いつも校歌・校訓が頭をよぎります。校歌・校訓のもとで多くの恩師・先輩・先生方の努力の成果が受け継がれてきました。今後、皆様のさらなるチームワークで歩みを進めていただきたい。
・何度かメディアで取り上げられることがあったが、まだ発信力に伸びしろがあると思います。今後SBPを仕掛けて行くためには、多くの人を巻き込み、協力してもらう仕組み・体制づくりが大切だと思います。もっと青年会議所を頼っていただければと思いました。
・手帳を未来創造ツールとして活用して欲しい。
・今年度、ジオパークと海の文化館では、香住高校海洋科学科のご協力で、淡水・海水・淡水と海水を行き来する魚類展示を行うことができました。来館者の多くの方々が、生きている魚類を見る事で興味を持たれ大好評でした。現在、鮎の稚魚を展示していただいています。
　次年度当館では、このような地道な活動を香住高校の皆様と一緒に続けていきたいと考えています。また当館は香美町内にある「木の殿堂」「道の駅矢田川」と次年度連携協定を結び、児童生徒の皆さま、一般の方々に幅広く「海・川・森」につながる学習・レクレーション・その他の場を提供したいと考えています。香住高校の皆様のご協力をお願いします。

学校評議員よりの意見
・15・16について：具体的な数値目標を掲げて取り組まれたのはよいと思うが、１年前の２学年（現３学年）と同じ数値目標であるのは理由はあるのか。また、目標達成された事項が多かったが、どうして達成することができたのか、生徒のがんばりはもちろんのこと、教員の指導方法に工夫などあったからか。
手帳については、何のための手帳なのか、しっかり生徒に理解させていく必要があるし、うまく活用できている生徒がいると思われるので、その生徒に活用の仕方やメリットを他の生徒に伝えてもらう方法も考えられる（生徒同士で共有）。
校外の人びとと生徒がかかわったり、専門家などからの話をうかがうことは生徒にとっては大きな刺激になるので、継続してほしい。
・社会人になれば時間管理が必要となる。手帳活用が良いものであれば、癖をつけさせた方が良いのでは。
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