
(別紙様式)

令和３年度 学 校 評 価 シ ー ト 学校名：和歌山県立和歌山高等学校 学校長名：中村 栄作

めざす学校像 社会の変化に積極的に対応できる心豊かな人間としての成長を促す。 ・学びの質の向上（学びやすい環境づくりとわかりやすい授業の推進） Ａ 十分に達成した。
育てたい生徒像 【自主】自ら考え･学び･実践 【共生】自他尊重 【創出】新たな課題の発見と解決 ・コロナ禍における体験活動の充実（地域行事、職場見学、就業体験等 （８０％以上）

中期的な への積極的な参加） 達
目標

・生徒数減に対応した系列の在り方の改善 Ｂ 概ね達成した。
本年度の重点目標 １ 特別支援教育の視点を取り入れた主体性を重視した授業づくりの推進 （６０％以上）

成
(学校の課題に即 Ｃ あまり十分でない。
し、精選した上 ２ 「社会性の鍛錬」を意識した生活面での効果のある指導 学校評価の （４０％以上）
で、具体的かつ 結果と改善 ホームページ等を活用して、保護者等への周知はもとより、広く公表す 度
明確に記入する） ３ 自己肯定感の涵養と自主活動及び部活動の振興 方策の公表 る。 Ｄ 不十分である。

の方法 （４０％未満）

（注）１ 重点目標は３～４つ程度設定し、それらに対応した評価項目を設定する。 ２ 番号欄には、重点目標の番号を記入する。 ３ 評価項目に対応した具体的取組と評価指標を設定する。
４ 年度評価は、年度末（３月）に実施した結果を記載する。 ５ 学校関係者評価は、自己評価の結果を踏まえて評価を行う。

自 己 評 価 学 校 関 係 者 評 価

重 点 目 標 年 度 評 価 （ ３月１７日 現在 ） 令和４年２月２５日 実施

番 号 現状と課題 評価項目 具体的取組 評価指標 評価項目の達成状況 達成度 次年度への課題と改善方策 学校関係者からの意見・要望・評価等

生徒の主体的に学ぼう わかりやすく、主 教室の環境を整備する。 掲示物の整理等、学習に適 掲示物の整頓等、教室環境は 教室の環境整備は、引き続 ○授業評価について
とする意識や意欲に低下 体性を発揮できる授 授業中、携帯電話等を使用さ した環境になっているか。 整ってきているが、携帯電話 き学校全体で取り組んでい 新学習指導要領を念頭においた授業の展開
が見られる。各教科に対 業環境を構築した せない。 携帯電話等に係る指導が徹 等のマナー指導の徹底が求め く。携帯電話等のマナー指導 等について、全校生徒を対象に実施した授業
する興味・関心を引き出 り、特別支援教育の 底されているか。 られる。 は、教員による温度差が出な 評価を通じて、生徒から寄せられた声を集約
す取組や学びやすい環境 視点を取り入れた授 いような指導をめざす。 し、その評価を分析するとともに、改善策等
・わかりやすい授業づく 業づくりを行ったり わかりやすく、主体性を発揮 見通しを立てられるように 主体的な学びに積極的に取り 主体的な取組を一層推進し、 について協議した。コロナ禍での学習や主体

１ りへの創意工夫、オンラ することができた できる授業とするための創意 するなど、それぞれ創意工 組んでいるが、生徒が主体と 興味・関心を高められるよう 的な学び、また、キャリア教育等についての
イン学習の確立等を図る か。また、オンライ 工夫をする。 夫が講じられているか。 なるべく、更なる創意工夫が B 授業改善・工夫を行う。 意見もあった。
必要がある。 ン授業の充実に取り 必要である。

組めたか。 能動的に学習に取り組めるよ 学習に取り組む姿勢や学ぶ 他教科や他校の事例等も参
う工夫し、自ら考え、発表す 意欲が向上しているか。 主体的な学びが定着するよう 考にしながら、創意工夫を重 ○学校評価について
る機会も設定する。 一層の推進が求められる。 ね、改善を図る。 学校評価の結果に関わっては、総合学科の

特色を更に高めていくことや、キャリア教育
生徒の現状を捉えた授業にす 教科の枠を越えた研究授 すべての教科で研究授業を実 授業後の研究協議の充実を 推進の大切さ等について協議が行われた。キ
るための研究とともに、オン 業、オンライン教材の作成 施した。（11月） 図るとともに、そのための時 ャリア教育に関しては、キャリア・パスポー
ライン教材の作成にも励む。 等に取り組んでいるか。 間確保に努める。 トの導入を同教育の推進にいかに繋げていく

かが、今後、特に重視すべき点であること、
健全な学校生活を送る 社会性を身につけ 集団のルールを遵守する自律 挨拶・言葉使い・マナー・ 指導にのらない原因を探ると 生徒理解を積み上げ、保護 また、他校にない本校の特色や地域活動等を、

にふさわしいマナーや身 させるため、全教職 的な態度を育成する。 身だしなみ・他者への配慮 ともに、そうした生徒に寄り 者との連携や全職員による粘 今後も大切にしてほしい思い、期待もしてい
だしなみ、規則正しい生 員が一致して生活面 等が身についているか。 添った指導が求められる。 り強い指導を、引き続きめざ ること等の意見をいただいた。
活習慣を確立できていな の指導等を行ってい 積極的な声かけが、やや少な すとともに、全教職員が積極
い生徒が少なからずいる。 るか。 教員からの積極的な挨拶・声 教員全体で一貫した指導が くなってきている。 的に取り組み続ける必要があ
このことが、学習力や進 かけにより、習慣付けを行う。行われているか。 る。 ○県立高等学校再編整備について

２ 路決定にも影響を及ぼし 「産業社会と人間」や「総合 C 少子化の波には逆らえず、この現状に鑑み
ている。 学校や家庭における体験活動 各種活動・体験を通じ、社 的な探究の時間」で計画して コロナ禍ではあるが、体験 ると、再編整備は避けられないと考えるし、

や勤労体験の機会を増やす。 会性が身についているか。 いた体験活動も、コロナ禍で 活動に係る仕掛けづくりと機 この上は、県立和歌山高校の総合学科がもつ
中止を余儀なくされた。また、 会の提供に努める。 特色を更に強化して、その機能を高めること

健やかな身体を育成する。 基礎的な体力や自己管理能 体育祭の開催も危惧したが、 体育祭については、運動が を期待するとの意見をいただいた。また、そ
力とともに、健康を維持す 縮小しつつも開催できたこと 苦手な生徒をどう巻き込んで の背景として、施設設備の充実やスキルの高
る姿勢を育めているか。 がよかった。 いくかの検討が必要である。 い教職員の配置が必要条件になるとの提言も

いただいた。学校としては、令和４年度に食
充実した社会生活を送る キャリア教育の充 体験的な学習を通して、自己 主体的に判断する力や問題 課題研究の準備・発表を通じ ワークショップのバランス 系列を新設し、生徒の夢への学校としての対

ことをめざし、将来への明 実とともに、生徒が の生き方や進路について主体 解決能力が育成されている て、主体的な学びに繋げるこ を考慮しながら時間を確保 応力を更に高めていく予定であり、その準備
確な目標を設定させるとと 望む将来像に近づく 的に考えさせる。 か。 とができた。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動は中 し、成果につなげる。 を進めている。
もに、自主的で創造的な能 ための有効かつ的確 止したが、引き続き計画して 外部講師の確保、体験の機
力や望ましい勤労観・職業 な情報提供と発達の 進路に関する的確な情報を提 進路に係る意識が高まり、 いく。 会等の提供に積極的に取り組

３ 観を身につけさせる必要が 段階に応じた指導が 供するとともに、職業人講話 進路決定に向けて積極的に 進路学習の手立て、指導方法 B むとともに、オンライン環境
ある。また、学校行事や部 行えているか。 や就業体験等の機会をもつ。 行動できているか。 及び時間確保、キャリア教育 の整備も必要である。
活動に積極的に取り組むよ の充実に課題が残る。 行事への興味・関心を高め
う、工夫し指導する必要が 学校行事や部活動への積極的 学校行事や部活動への興味 生徒の家庭事情等もあり、部 られるような工夫が必要であ
ある。 な参加を促す。 ・関心が高まり、活発に取 活動への積極的な参加が厳し る。また、部活動の活性化を

り組めているか。 いと感じる場面も多いが、引 通じて、学校の一体感や帰属
き続き推進していきたい。 意識を高めたい。


