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令和３年度　県立星陵高等学校　学校評価
４…よくできている　　３…できている　　２…あまりできていない　　１…できていない

各項目ごとに平均をとり、その平均値について次の基準でＡ～Ｄの達成段階をつける。
平均値⇒達成段階　　1.0≦ｘ＜2.0 ⇒Ｄ ，2.0≦ｘ＜2.8 ⇒Ｃ ，2.8≦ｘ＜3.5 ⇒Ｂ ，3.5≦ｘ≦4.0 ⇒Ａ

評価の観点 評価項目 番号 担当
部署

実践目標
評価
4～1

A～D 自己評価 学校関係者評価

確かな学力の定着 1 教師用タブレットの使用計画と
使用実践・その研修

3.0 Ｂ

前年度に比べ、教員の活用機会は増加している。またICTの操作に慣れ
た教員も増加している。次年度から始まるBYODに向け、一層の環境整備
とともに生徒端末のサポートできる体制づくりが課題である。

ネットワークの環境整備をさらに進め、生徒の学習環境のレベルアップ
を図っていく必要がある。

2
G Workspace、Microsoft365等
ソフトウェアの更なる活用とそ
のための研修

2.9 Ｂ

年度を通して活用機会は増加してきている。教員主体の学習から個々の
生徒が主体となって学ぶという学習への変化に対応して、生徒の学習状
況に応じて活用していく力の育成が必要である。

小中では、電子黒板を設置し、主体的な学習を展開している例が増えて
きている。こうしたツールを有効に活用し、主体的な学習形態に変化さ
せていく必要がある。
ＩＣＴを活用することをとおし、情報を取捨選択し、物事を深く考えら
れる力を育て、さらには社会で活躍できる人材を育てて欲しい。

観点別評価の研究 3 各教科における観点別評価の実
践・事例研究

2.7 Ｃ

各教科によるシミュレーションや研修会で課題意識を共有することがで
きた。新学習指導要領が目指す「学習評価の充実」に向けて従来の評価
観から脱却できるか、またそのための研修時間の確保が課題である。

チームでルーブリックを組んだ評価を作成し、個々の生徒の資質・能力
を高める工夫を一層してほしい。

授業研究の推進と授業力
の更なる向上

4 個別最適化された学びの実現に
向けた研修・研究を実施

2.5 Ｃ

生徒を自立した学習者に
育てる指導

5

授業における学び方の指導、学
習意欲を刺激する課題・テーマ
の設定と更に学びたくなる課題
の提示

2.5 Ｃ

進路指導・キャリア教育の充実 6 生徒面談による進路相談充実
と、進路目標設定の支援

3.1 Ｂ

各学級担任で個人面談，三者面談を計画的に実施していただいた。講演
会など目標設定に向けて的確な情報提供を行いたい。

難関大学に入学することだけを進路指導の目的にすれば、大学に入って
学生がつまずくことがとても多い。進路目標をどこにおくのか教師と学
生が情報等多く集め、共に考えていくことが大事である。

7
職業について考えさせるなど、
キャリア形成を支援する機会の
充実

2.4 Ｃ

今年度もインターンシップ等の行事が中止となった。キャリア教育につ
いては，兵庫県キャリアノート等を参考に計画していくことで、生徒が
将来のことについて考える機会を増やす。

今の社会は不透明であり、だれも予想不可能なことが多い。しっかり
ネット等を含め情報を集め、しっかり分析していく必要がある。

8 生徒向け、保護者向け進路講演
会の計画的な実施

2.9 Ｂ

保護者会等の機会に進路講演会を2.3年生で実施。全学年とも進路につ
いての話や進路実績等の報告は実施。生徒向けに卒業生による講演会を
実施。
3学年とも進路講演会の内容も検討しながら適切な時期に実施したい。

進路実績の報告もいいが、卒業生が何をめざして進路を選択したのか、
といった情報を分析して報告する方がいい。卒業生による夢を語っても
らう講演は、とても意味がある。自己効力感を高めていくためにも。

9 大学の研究者等による講演会の
実施

2.9 Ｂ

専門家の講義９講座を11月中心に実施。３講座は、来校、６講座はオン
ラインで実施。生徒のキャリア形成に向けて成果をあげることができ
た。

生徒のキャリア形成に向けて成果をあげることができたというのは、ど
ういう点なのか分析して記録しておく必要がある。

生徒・保護者への適切な
進路情報の提供

10 学年集会、保護者会等を活用し
ての情報提供

3.1 Ｂ

学年集会や保護者会の機会に科目選択や進路情報の提供ができた。次年
度以降も感染状況により、オンラインや放送等も活用しながら実施して
いきたい。

オンライン等の活用は、とてもよいことである。

コロナ禍の中での国際教
育や体験型教育活動の推
進

11
大学や企業等の訪問や講演会、
体験授業への参加機会の提供充
実

2.6 Ｃ

今年度も大学体験の行事(2年生)が実施できなかった。代替として各大
学の学部学科説明会として学年行事を実施。次年度は実施できるように
したい。

大学や企業等での学びでは、今の社会状況と将来について語っていただ
くとともに、そのためにどのような研究をしているのかを学ぶ必要があ
る。そのことが学ぶ意欲を高めることになる。要は体験の質を高めるこ
とである。

生命科学類型の教育活動
の更なる充実

12 探究活動の指導の充実 2.7 Ｃ

生徒の意欲的な探究活動への取り組みの結果、リサーチフェスタで審査
員特別賞を２グループで受賞。
外部講師を招いて職員研修会を実施し、探究活動の指導力向上に努め
る。各教科担当が連携し、内実ある探究活動をすすめる手法等の開発が
必要である。

リサーチフェスタで審査員特別賞を２グループで受賞は、とてもすばら
しいことである。今後も頑張ってほしい。

探究活動の充実とひょう
ごスーパーハイスクール
事業の充実

13
２学年を中心とする探究活動の
充実および、ひょうごスーパー
ハイスクール事業計画の推進

2.6 Ｃ

難民事業本部中尾氏による難民問題に関する講演会実施（１・２年）３
月にＳＤＧｓに関する講演会（講師　兵庫県立大学赤澤　宏樹氏）、お
よびグローバルな視点を育てる講演会（講師　京都精華大学　ウスビ・
サコ 学長）を実施予定。

SDGｓやグローバルな資質育成をテーマとした企画をすすめることは、
とても大事なことである。これからの企業は、SDGｓを中心に据えて事
業展開していくと考える。

14 端正な身だしなみの指導の徹底 2.5 Ｃ

SHR・LHRにて自主・自律・自治を育てるための指導を継続する。校訓
「品性と教養」にある、心理を尊び学識を高め芸能を解する個性豊かな
品位のある人物を育成する校風の樹立に努める。

多様性が尊重される時代の中では、生徒の自主・自律・自治はとても大
事なことである。校則・規則も生徒にしっかり考えてもらって取組んで
もらいたいものである。これからの時代は、決められたことを粛々と
守ってやっていくような時代ではないと思う。

15 挨拶の習慣づけの指導 2.3 Ｃ

他者理解をさらにすすめ、心豊かな人間関係をはぐくみ、自然と挨拶を
してしまう星陵生を目指す。

挨拶は、人間関係形成の基本。どんな挨拶が人間関係を良くしていくの
か、ホームルーム活動で考えさせる機会を設けてもいい。

登下校時の通学マナー・
交通ルールの遵守

16 時期をとらえた生徒へのマナー
向上の啓発指導の実施

2.5 Ｃ

18歳選挙権、成人年齢の引き下げ等をしっかりと理解し　一社会人とし
て通用するマナーを身につけることを目標とする。

マナーとは何か。主権者教育等の中でぜひ、生徒たちと教師が議論して
考えいってほしい。

スマホ・携帯等の適切な
使用の指導徹底

17 SNSの適切な使用についての指
導の徹底

2.4 Ｃ

日常の指導の中で、SNS等では犯罪加害者になる可能性があることを特
に理解させる。タブレット使用に関しては、情報収集に努めトラブルに
早期対応できるようにする。

今、SNS等での差別や犯罪被害が急増している。差別や犯罪事例等を提
示し、生徒たちにホームルーム活動等で是非考えさせていってほしい。

部活動の充実 18 部活動ごとのノー部活動デーの
設定と実施

2.6 Ｃ

各部長を中心に感染防止を徹底し、日頃の部活動が中止・制限されるこ
とがないよう、安全・安心な部活動を心がける。

難しいことではあるが、どうすれば、感染を予防できるか、しっかりと
生徒に考えさせ頑張ってほしい。

19 効率的な練習と下校時間の厳守 2.3 Ｃ

部長会にて下校時刻を徹底するよう指導している。下校時刻10分前に放
送をかけ、下校時刻前には学校を出るよう指導を継続する。

これはとても大事なことである。しっかり指導を継続してほしい。

清掃の徹底 日々の清掃指導の徹底 20 各清掃監督による指導の徹底 2.8 Ｂ

生徒が乾式トイレの清掃方法に徐々に慣れてきた。今のきれいな状態を
保つべく、引き続き清掃指導を丁寧に行う。

引き続き丁寧な指導をお願いしたい。

定期的・効果的な校舎内
外の清掃の実施

21 ふるさと貢献活動と結びつけた
地域清掃の実施

行事の前の、大掃除に合わせて実施予定。 ふるさと貢献行事等は大事である。コロナ感染の状況も見ながら考えて
実施をされてはと思う。

積極的な情報発信 22 行事ごとの速やかな情報発信 2.9 Ｂ

23 学校紹介プレゼン等のHPへの
アップ

2.8 Ｂ

24 定期的な学年通信の発行による
情報発信

3.1 Ｂ

定期的に学年通信を発行し、行事等の生徒の感想や日々の学校生活の状
況などを伝えることを心掛けた。（３学年とも）

この実践も、とてもいいと思うし素晴らしい。さらに工夫して頑張って
ほしい。

公開授業週間の実施 25 総務 公開授業の円滑な実施 2.5 Ｃ

実施予定であった２学期の授業公開も新型コロナウイルス感染症により
中止となった。授業公開についてもホームページなどｗｅｂにより発信
する形態を取り入れることも選択肢に入れて検討していきたい。

ぜひ、ｗｅｂにより発信する形態を取り入れることも選択肢にいれて検
討していってほしい。

26 生命科学類型説明会の充実 3.1 Ｂ

コロナ禍の下、感染症予防のために教室にてオンラインで実施。夏の
OPHは、2部構成で1日実施。（８/20）生徒による学校紹介、校内・部活
動案内、質問対応などが実施でき、参加者に好評であった。
秋のOPHは、3部構成で１日実施。（10/30）生徒会による司会、校内案
内や質問対応など実施でき、参加者に好評であった。類型説明会は、い
ずれのOPHでも実施。類型生徒によるパネルディスカッションを実施
し、参加者によく理解していただけた。課題としては、気象警報などが
出された際の対応策の準備の必要。

状況が困難の中、いろいろと工夫され実施されていることに敬意を表し
ます。今後も頑張ってほしい。

27 授業公開や校外での学校説明会
などの広報活動の充実

3.1 Ｂ

中学校や塾、対面やオンラインで実施。淡路地区での学校説明会を実
施。学校紹介ビデオの更新に向け、準備をすすめている。

ぜひ、ｗｅｂにより発信するなどオンラインでの実施をさらに工夫して
頑張っていただきたい。

ふるさと貢献活動の充実 28 地域清掃の実施
２月に学校周辺の清掃を計画。 地域貢献活動はとても大事と思う。特別活動の社会参画の視点で、ぜ

ひ、いろいろ計画して頑張ってほしい。

29 部活等による地域貢献活動
（施設訪問、スポーツ教室等）

コロナ禍で予定の計画を実行できなかったが、規模を縮小し、ラグビー
アカデミーを複数回実施。

特別支援教育委員会の効
果的開催

30 生徒の状況について職員間の情
報共有

2.7 Ｃ

各学年保健係、特別支援コーディネーター、養護教諭で会議を実施。学
年外の情報を共有することができた。来年度も継続して会議を実施して
いきたい。

これからはチームでどう実践していくかがとても大事と言われており、
ぜひ、頑張ってほしい。

教育相談と各学年が連携
した細やかな指導
の実施

31
キャンパスカウンセラーとの密
な情報共有と
細やかな生徒、保護者対応

3.0 Ｂ

担任から生徒・保護者への的確なカウンセリングの情報提供をしていた
だいた。教員のカンファレンスへの積極的な参加によって細やかな生徒
支援を心がける。

SCとの連携協力もとても大事であるが、SSWとの連携も考えてみるとさ
らに連携が広がると思う。

命の大切さや思いやりの
心の教育推進

32 人権ホームルームの充実と講演
会等の実施

2.3 Ｃ

生徒と学年が連携し、人権学習の年間計画を立て、円滑に実施する。 人権課題は多くある。人権学習の年間計画を立てることは大事なことで
ある。ぜひ、計画をたて円滑に実施してほしい。

勤務時間の適正化 定時退勤日とノー部活動
デーの推進

33 定時退勤日の実施 1.9 Ｄ

ノー残業デー・ノー部活デーは、各教職員各部活動単位で設定。
ノー会議デー（放課後）を毎週１回火曜日に設定。
さらに各教員への意識づけが必要である。

ノー残業デー・ノー部活デーを、各教職員各部活動単位で設定すること
は、とても大事なことと思う。教師の働き方の改革をぜひやってほし
い。

ICTの効果的な活用による
各種会議の
時間短縮の推進

34 Garoon 等、ICTを活用した業務
改善

2.8 Ｂ

ICTの効果的な活用による
校務の効率化
の工夫

35 文書サーバーの活用推進 2.6 Ｃ

特別支援教育・命
と心の教育
の充実

生徒

教頭

学校周辺の清掃をはじめ
各種ボランティア活動の
推進
地域課題をテーマとした
探究活動の推進

生徒

生命科学類型の充
実と探究活動
の充実

類型

意思統一が図られ
た生徒指導と
安全教育の徹底

挨拶と学習生活にふさわ
しい身だしなみ
の指導

生徒
学年

令和４年度からのBYODを
見据えたICTの更なる活用

教務

３年間を見通した進路指
導・キャリア教育の実施
と明確な目標の設定

進路
類型
学年

進路講演会（含保護者）
と高大連携の推進

研修の機会を設けるも、参加・活用が進まない。全体で取り組みやすい
課題の設定などをとおして教員の意識改革やスキルアップが課題であ
る。またあわせて研修時間の確保も課題である。

研修時間の確保は難しいところがあるが、工夫して、一人一人の教員の
意識改革のために努力して欲しい。社会や価値観の変化に対応し、未来
を切り拓く生徒を育成していくことは、急務であると思う。
対面の場合とそうでない場合の双方のコミュニケーションによって培わ
れる力により、社会に出ても伸びる素養を身につけさせて欲しい。
教員の授業に対する情熱が大切だと思う。

この実践は、とてもいいと思うし素晴らしい。さらに工夫して頑張って
ほしい。

Microsoft® Teamsを活用し、効率化を図ってほしい。

ノー部活動デーの実施に
よる部活動の適切な目標
設定と効果的・効率的な
練習の確立

生徒

総務

ＨＰのタイムリーな更新
と学年通信等の配布

類型
学年

オープン・ハイスクール
の充実

類型

PC版、スマホ版のHPに本校のオープンハイスクール情報を提供した。
ブログを活用し、定期的なホームページの更新ができた。
ＩＣＴ担当者の協力も得て、オープンハイスクール実施後に広報に特化
した特設ＨＰを作成。
今後も関係者や本校に関心ある中学生にとって必要な情報を適切に提供
するとともにさらに見やすく、活用しやすいHPに変えていく。

ガルーン、Microsoft® Teamsを活用し、会議、打合せの効率化を図る。
次年度以降さらに有効活用に取り組むとともに情報共有がすすむしくみ

づくりを考える。


