
(別紙様式)

令和３年度 学 校 評 価 シ ー ト 学校名：和歌山県立日高高等学校（全日制） 学校長名：村岡 宏起

A 十分に達成した。
目指す学校像 ・文武両道を基本とし、知・徳・体の調和のとれた人間性の育成と社会に貢献する人材の育成を目指す学校 今後も、中紀地方の中核校として、保護者・地域から （80％以上）

中期的な 達
育てたい生徒像 ・自ら学ぶ意欲を持ち、高い学力と教養を身につけ、主体的に進路を選択し実現に向けて努力ができる生徒 信頼され、社会のリーダーとして活躍する人材を輩出す

目標 B 概ね達成した。
る学校であり続ける。 成 （60％以上）

１ 主体的に学ぶ態度の育成と確かな学力の向上 C あまり十分でない。
度 （40％以上）

本年度の重点目標 ２ 生徒・保護者の進路意識の高揚と個に応じた進路保障の充実 学校評価の 学校運営協議会等への報告やＳＧＨネットワークの活動
結果と改善 報告をホームページ等を活用して公表する。 D 不十分である。

３ ＳＧＨネットワーク事業の充実とＰＴＡ、地域、関係機関等との連携による開かれた学校づくり 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３１日 現在） 令和４年３月１５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

３年連続の定員割れとなり、 ○各教員が生徒一人一人の学 ○各担任が「到達度テスト」を活用 ○「到達度テスト」の結果を踏まえ、面談 ○学年団が中心となり「到達度テスト」の結果 ○本校の重点目標の一つである「主体的に学ぶ態 ・日高高校附属中学校への進学希
益々生徒の学力差が大きなっ 力実態や家庭学習時間、授業 し、生徒の学習実態の改善に向け機 や課題の配信を行うことで家庭学習の改善 を踏まえ、生徒の学習実態や進路希望等につい 度の育成と確かな学力の向上」については個々の 望者が減っていることが気にな
ている。様々な課題を抱えた への適応度等について的確に 動的な面談を行う。 や学び直しの充実を図る。 て詳細な実態把握を行い、指導の充実に努めた。 生徒に差が見られる。次年度においてはＩＣＴ機 る。現行の取組をもっとアピール
生徒も多く、一人一人に応じ 把握しているか。 ○宿題（教科に関わる家庭学習課題） ○宿題への取組、基礎補習の取組を徹底さ ○１、２年基礎学力補習や３年進学補習等、多 器の活用も充実させながら「主体的に学ぶ態度」 するとともに、より魅力的な学校
たきめ細やかな指導や対応が ○教員が生徒の学力実態を踏 を充実し、取組状況を積極的に学習 せる。 様な補習を実施し、生徒の学力保障や進路保障 について引き続き今後の課題と捉え、粘り強く指 として情報発信や情報共有できる
必要となっている。また、学 まえ、「生徒に考えさせる授業」評価に取り入れる。 ○研究公開授業を積極的に実施する。 に努めた。 導に努める。 よう積極的に委員に意見や協力を

１ 習習慣を付けずに入学してく を行うための指導方法の工夫 ○教員が、教科の垣根を越えて、研 ○教科にとらわれない互見授業を行う。 ○オンライン授業を積極的に取り入れることに ○常に自己研鑽を重ね、授業改善等に取り組む姿 求めればよいと考える。また、受
る生徒も多く、学習に対する 改善、開発をしているか。 究・公開授業を行い、授業方法の工 ○主体的で深い学びに繋がる指導方法の工 より、コロナ禍での学習環境の維持に努めると 勢においては教師個人によって温度差がある。研 検生の保護者の意向と合致してい
入学後の初期指導が重要とな ○各教員が新学習指導要領に 夫改善を行い、授業力向上を図る。 夫改善に努める。 ともに、家庭学習の充実に努めた。 Ｂ 究公開授業の実施についても、十分とは言えない。 ない面もあるのではないかと考え
る。主体的に学び、前向きに ついて理解を深め、組織的に ○ ICT 機器を活用した効果的な授業 ○昨年度、検討した新カリキュラム素案に ○課題がある生徒一人一人の実態把握に努め、 全教員が研究公開授業を行い、学校全体として、 る。地域の受験生（保護者を含む）
家庭学習に取り組む生徒の育 対応する準備ができているか。 改善に取り組む。 ついて、精査を行う。 ケース会議や教科指導者会を開き、担任、教科 指導方法の工夫改善に取り組んでいく必要があ との懇談会を開催するなど教職員
成のためには、全教員が「教 ○ケース会議が機能している ○新学習指導要領についての現職教 ○ケース会議を定期的に開催し、支援を要 担当、生徒支援部、管理職が外部専門機関とも る。 と受検生とのベクトルを一致させ
え込む授業」から脱却し、学 か。 育を行う。 する生徒の対応にあたる。 連携し、迅速に対応することができた。 ○全教職員が特別支援教育に関する確かな知識・ ることが急務であると考える。
習意欲・知的探求心を喚起す 〇特別な支援を要する生徒の ○特別な支援を必要とする生徒の指 ○教科担当者会議を随時、開催し、支援を ○特別支援教育コーディネーターのもと、弱視 技能及び合理的配慮の提供に関する理解を深める ・ＩＣＴ機器の整備等進められて
る「生徒に考えさせる授業」 指導において、特別支援推進 導・支援について、個々に適切な現 要する生徒への指導方法の工夫改善に努め 生徒の情報を全教員が共有、クラス担任、教科 とともに、今後とも外部機関とも連携しながら、 いるが、コロナ禍における生徒の
への転換を図る必要がある。 委員会が機能しているか。 職教育を実施する。 る。 担当教員、特別教育支援員が連携し、適切な対 校内外の研修の充実に努める。 学習機会の保障のための環境を整

○引き続き、弱視生徒に対する共通 〇今年度も、和歌山盲学校視覚支援センタ 応ができた。和歌山盲学校視覚支援センターか 備し、先生方の負担を増やすこと
理解を図り、適切な判断や支援を行 ーと連携し、指導助言を求める。拡大教科 ら、進路指導について多くの助言をいただき、 なく生徒の学びを止めないための
う。 書デジタルデータを活用する。 当該生徒の指導にいかすことができた。 取組を引き続き期待します。

・教員側が学生の成長に大きく寄
昨年度はセンター試験受験 ○生徒一人一人の進路実現の ○キャリア指導部が中心となって新 ○本校の進路実績に係る学年別研修会や保 ○現役生では国公立大学の合格者数が36名で、 ○本校は地域の普通科高校としての期待が大きい 与すると感じているプログラムで

者１０３名、４９名が国公立 ため教員研修が実施されてい 入試に関する研修会を実施する。 護者研修会を実施する。 合格率は16.8％であった。難関国公立大学であ が、生徒の学力差が大きい側面もある。そうした あっても、学生に馴染みがないと
大学現役合格を果たし、一定、 るか。 ○校外の進路研修会に積極的に参加 ○ＬＨＲにおける系統的な進路学習を計画 る神戸大学に１名が合格している。県内では和 中で生徒の学力実態の把握やそれに向けての改善 感じられてしまうと受検者が集ま
成果を残した。生徒に最後ま ○進路指導において教員と保 する。 実施する。（各学年５回以上） 歌山大学に８名、和歌山県立医科大学保健看護 策、授業改善や補習の充実等、できうる限りの取 らないということがある。国際交
で諦めさせない教員の粘り強 護者の連携がとれているか。 ○生徒の進路実現を支援するため、 ○共通テスト受験者を１５０名、最終国公 学部に２名が合格となった。 組を実施し、対応している。今後も引き続き全力 流をはじめとする貴校の取組の良
い指導がこの進路実績につな ○生徒が自己の能力を把握し、 ＨＲや学校行事等を計画実施する。 立合格者５５名を目指す。 ○学校推薦方選抜では11名が合格し、国公立大 で取り組み、地域の期待に応えていきたい。 さや先輩方の頑張りの様子を小学

２ がっている。今後、一層、生 積極的に進路実現を果たそう ○キャリア指導部と学年団が連携 ○公務員合格 100％を目指す。 学合格者の31％であった。 Ａ ○来年度も、入学時から進路希望をより具現化で 生、中学生に伝える機会の充実を
徒一人一人の進路実現に向け、 としているか。 し、三者面談を充実させる。 ○放課後や長期休暇中の進学補習を充実さ ○既卒生では大阪大学に1名、神戸大学に1名徳 きるよう面談の充実や有益な進路情報の提供、進 お願いしたい。
学校全体で組織的な指導に努 ○管理職を含む全ての教員が ○生徒の進路実現に向けた中高連携 せる。 島大学医学部に１名、他7名が国公立大学に合格 路相談への対応等、より一層の充実に努める。

める。引き続き、新入生、新 生徒の進路実現に向けて取り の充実に努める。 ○管理職を含めた組織的な面接指導等を実 している。私立大学では、早稲田大学に1名、同 ○新入試についてある程度の方向性が見えてき

入生保護者に対する進路初期 組んでいるか。 ○補習の充実と学校全体での組織的 施する。 志社大学に2名、自治医科大学医学部に1名他3名 た。生徒に対して、適切な進路指導ができるよう

指導の徹底が必要である。 ○新入生に高い進路目標を持 な進路支援に努める。 ○初期指導の重要性について教員の共通認 （延べ人数）が医学部医学科に合格した。 に、積極的に校外研修（オンライン等）への参加、

たせているか。 ○１年次に進路希望を固める。 識を図り、初期指導を徹底する。 ○公務員には８名が合格した。 現職教育の充実に努める。

ＳＧＨの取組は終了したが、 ○ＳＧＨ等の取組が生徒の主 ○ＳＧＨ「課題研究」の課題解決学 ○「総合的な探究の時間」担当者会議を通 ○今年度も「県高校生探究活動発表会」を実施 ○課題研究に取り組むことの意義を再度生徒に理

今年度からＳＧＨネットワー 体的で深い学びや成長に繋が 習プログラムの充実を図る。 じて、「課題研究」を充実させる。 し、他校からの参加もあり、ポスター発表、舞 解させることで、さらなる内容の充実を図るとと

ク事業を継続して行う。 っているか。 ○ＳＧＨ通信を充実させる。 ○課題研究指導に係る現職教育を実施し、 台発表ともレベルの高い内容となった。 もに、生徒の不足している知識・技能等を十分に

３ これまで培ってきた教員の ○海外研修の成果等が生徒全 ○ＨＰのタイムリーな更新に努め 教員の共通認識を深める。 ○オンラインで開催された「アジオセ」、「探究 把握し、課題研究の中で指導方法の工夫改善に努

総合的な指導力、生徒の課題 体のものとして活用されてい る。 ○予測のつかない課題についても他者と協 甲子園」等に参加し、堂々とした発表を行うな める。また、各教科の学習においても表面的な知

研究に取り組む力をさらに充 るか。 ○「アジアオセアニアフォーラム」、 働して解決を図る力を育成する。 ど生徒の活躍が光った。 識等の習得にとどまらない深い学びとなるよう指

実させることにより、地域で ○様々な取組が適切で、学校 「高校生津波サミット」「ＷＷＬ・ ○各種フォーラムや大会での取組を充実さ ○SGH通信、マンスリータイムズを毎月発行した。 Ａ 導方法の工夫改善が図られてきている。今後とも、

の本校の存在意義を示すととも 運営が円滑に行われているか。 ＳＧＨ×甲子園」等の大会やコンテ せ、成果をあげる。 HPにアップするとともに地域の中学校に掲示し 本校の将来像を見据え、指導の充実に努める。

に、今後ともＰＴＡ、地域、関 ○学校運営協議会の協議が学 ストに積極的に参加する。 ○学校運営協議会での協議を、全教員が共 てもらい、本校の取組を周知した ○フォーラムや大会に参加を希望する生徒が増え

係機関等と連携しながら、本校 校運営に有効に活用されてい ○学校運営協議会委員と教員が率直 通認識し、教育活動に組み入れる。 るなど生徒の意識改革が進んでいる。今後も生徒

の取組を広報し、地域と共にあ るか。 な意見交換を行う。 ○保護者（ＰＴＡ）、地域、同窓会等を巻き の様々なフォーラムへの参加支援に努める。

る学校として教育活動を推し ○ＰＴＡや地域等との連携が ○学校行事等で保護者や地域と連携 込んだ取組を充実させる。 ○学校運営協議会での協議を、学校運営に有効に

進めていく必要がある。 うまくとれているか。 協力した取組を行う。 繋げ、生かせるよう努める。


