
様式１ 　

Ａ 4

Ｂ 3

Ｃ 2 あまりできていない。

Ｄ 1

番号 評価項目 具体的方策 方策の評価指標 達成度 成果と次年度への課題・改善策 意見・要望等

　

緑陽祭や歌声コンクール等の文化的行事を通じて生
徒の豊かな感性の育成に努める

外部参加者へのアンケー
ト　調査

分かる授業を展開し、確か
な学力の定着を図る

生徒の計画的な学習を考えた課題提示に努め、自主
的・意欲的な学習を喚起する

部活動の条件整備を進め、各部の活動の活性化や
競技力・技量の向上に努める

1

目標と指導と評価の一体化を通した授業により、確
かな学力の定着を図る

遅刻者数の統計調査
事故違反者数の統計調査

総合的な学習の時間を中心に、体系的プログラムに
よるキャリア教育を推進する

通学時マナーアップ運動と連動した安全登校や挨
拶・身だしなみの指導を展開する

道徳教育を推進し、しなやかな心を持つ、人間として
調和のとれた生徒の育成に努める

2

様々な体験を通じて、他者
を思いやり、社会の絆を深
める「しなやかな心」を育て
る

高大連携授業の充実
報告会の実施

課外の実施回数
生徒アンケートの実施

講演会や講話の実施
小論文指導

進路希望や学力に応じた課外・模擬試験・学習会等
を効果的に行う

主体的な活動を通して、自己の進路と社会の諸問題
を結びつけて考えさせる

体育的行事等を通じてスポーツに親しませ、体力向
上に努める

・総合的な学習の時間は計画通りに実施
できたが、生徒の主体性を今まで以上に
伸ばすことができたかという点については
課題が残る。来年度は講演会後に議論の
場を設けたり、課題を設定して調べたりし
ながら、考える機会に余裕を持たせたい。
・進学指導体制は充実してきており、一定
の評価を得ていると考えるが、生徒一人一
人に目を向けていく姿勢を大切にしていき
たい。
・当事者意識を持たせることが様々な事象
に関心を抱かせる近道だと考える。当事者
意識をいかに持たせるかを工夫していきた
い。

・各講座内容を検討しながら、修正を加えた。
２学年普通科普通クラスのＳＳ探究講座への
参加者が日程の関係か、昨年度より少なかっ
た。
・生徒アンケートから、コミュニケーション能力
やプレゼン能力の向上がうかがえた。ただし、
その評価方法についてまだ確立されていな
い。
・公開講座数を増やしたことにより、参加生徒
数も昨年度より増加した。他校の高校生の参
加数が少なかった。

B

・４期の指定を目指し、本校ＳＳＨ事業の課
題、「評価法」と「国際化」がしっかりと確立
されていない点を試行的に修正していきた
い。
・「課題研究」に関しては、テーマ設定や実
験やデータ処理に時間がかかるため、１年
次から実施したい。そのためのカリキュラ
ムを模索したい。
・全教員による全校体制がまだ完全とは言
えない。全教員が何らかの形で関わるよう
なシステムをさらに開発していきたい。

文章を書く機会をできるだけ多く設定し、言語活動の
充実に努める

研究論文
発表会審査シート

研究発表会の実施
地域連絡協議会の実施

学校設定科目「スーパーサイエンスⅠ・探究」の講座
を充実させ、科学技術や先端研究への関心を高める

「課題研究」のレベルアップを図るとともに、発表会等
を通してコミュニケーション能力やプレゼン能力の向
上に努める
ＳＳＨ地域連絡協議会を中心とした活動を推進し、取
り組みの成果を地域の小中学校及び高等学校に広
げていく

4

・どの部も県大会で好成績を収めている
が、県レベル以上の大会で入賞することは
厳しい状況である。限られた時間での効果
的な練習の工夫を図っていきたい。
・緑陽祭は一般来場者が3000人を超え、
危機管理を検討していきたい。
・歌声コンクールは時期的に感染症流行に
留意して取り組みたい。
・体力増進に力を入れ、心身ともに健全な
生徒の育成を目指す。

学校目標・経営方針

学習の記録表
課題の状況把握

ほぼ達成できた。（８割以上）

概ね達成できた。（６割以上）

・県総体では男女とも第7位となった。全国総
体、全国総文祭、関東大会出場など体育・文
化双方で好成績を挙げることができた。
 ・緑陽祭には一般来場者が3000人を超え、地
域に開かれた学校として定着している。
 ・歌声コンクールに熱心な取り組み、芸術鑑賞
的な要素も有り高評であった。
・球技会や運動会を実施するなど、体育的行
事の充実に努めた。

ボランティア精神の啓蒙に努め、主体的なボランティ
ア活動を推進する

・総合的な学習の時間を中心に主体的に自ら
の課題を見つけ、考える機会を設ける中で
キャリア教育を推進し、望ましい社会観・職業
観を養うとともに、生徒の成長過程に基づい
て、体系的かつ能動的な発表の場を設けて、
意志を伝える取り組みを行った。
・週休日や長期休業日に各種の課外・模擬試
験及び学習会、小論文や面接などの個別指導
の機会を設け、生徒の個に応じた指導を行っ
た。
・社会の諸問題について、自らの将来と関連さ
せて当事者意識を持たせる取り組みをおこ
なったが、「考える」という目標を達成するには
至っていない。

Ｂ

自　　　　　己　　　　　評　　　　　価

達
成
度

本年度の重点目標

感想文・レポート・志望理
由書などの提出

・相互授業参観は昨年度に比べ大幅に活
性化した。各種アンケートの活用や、教科
にとどまらない参観も視野に入れ、学校全
体でより良い授業を提供していく意識を
いっそう啓発していきたい。
・長期休業前の課題量の調整は浸透して
きたが、日々の課題や週末課題等の課題
量も調整していく必要がある。
・アクティブラーニングをテーマにした組織
的な対応を検討していく。

授業参観
授業アンケート

新体力テストの実施
生徒アンケートの実施

各種大会の結果
部活動への参加率

・各教員が授業を公開し、指導の工夫を行っ
た。また、教員自身が授業を振り返る授業指
導アンケートを導入し、生徒向け授業アンケー
トとともに授業改善の指針とした。
・学年主任を中心に長期休業中の課題量の調
整を行った。クラス担任は学習記録表を用い
て、生徒の家庭での生活や学習時間の把握を
心がけた。
・ＩＣＴを活用した授業の構築や、アクティブラー
ニングを意識した授業開発が進みつつある。

5

ＳＳＨ地域拠点校として事
業を展開し、生徒の学習意
欲向上や問題解決能力の
育成を図る

3

体育活動・文化活動を積極
的に推進し、心身共に健全
な生徒を育てる

生徒の適性を生かし、自己
の生き方・在り方を考えさ
せる進路指導を積極的に
行う

できている。

できていない。

評
価

自己評価結果

平成２７年度　山梨県立甲府南高等学校　学校評価報告書（自己評価・学校関係者評価）

本年度の重点目標

５　ＳＳＨ地域拠点校として事業を展開し、生徒の学習意欲向上や問題解決能力の育成を図る

１　分かる授業を展開し、確かな学力の定着を図る

２　様々な体験を通じて、他者を思いやり、社会の絆を深める「しなやかな心」を育てる

３　体育活動・文化活動を積極的に推進し、心身共に健全な生徒を育てる

４　生徒の適性を生かし、自己の生き方・在り方を考えさせる進路指導を積極的に行う

Ｂ

不十分である。(４割以上)

達成できなかった。（４割以下）

良くできている。

・理系希望者がコンスタントに増加しており，また生徒のアン
ケートからもその取り組みの成果がうかがえるが，今後は事
業開始からの問題と課題を見直し、費用対成果・社会への
貢献度なども検証すべきである。科学技術の前に倫理観の
醸成指導も必要だ。また、身近な問題からグローバルな視点
へとつなげていけるような取り組みも求められる。第４期にも
SSH事業が継続されることが望ましい。

将来、日本や国際社会の様々な分野で活躍し、社会の発展に貢献できる人材の育成を図る。 山梨県立甲府南高等学校長　望月　立弥

4

学校関係者評価

実施日　（平成２８年３月２５日）

評価

発表における自己評価
及び相互評価

年度末評価（３月４日現在）

A

・総合的な学習の時間やLHRを活用し、キャリア教育が体系
的に行われている。今後はさらに生徒と教員の関係が「人と
人との関係」となり、ｗｉｎ・ｗｉｎの心が築かれることが望まし
い。
・選挙権が１８歳以上に引き下げられることに伴い、社会の
諸問題と自己の生き方・あり方との関連について考えさせる
機会を多くもつ必要がある。社会には幼児から高齢者まで
様々な人間が生活しており、その中で自分がどのように社会
に貢献していけるのかを深く考えさせることが望ましい。

・教員の相互授業参観や視聴覚機器の効果的な活用により
授業の改善を図るための方策がなされているが、これをさら
に個々の教員の授業力向上につなげていくには教員間の研
究協議の場を活発化させることも必要である。それには教員
の時間的余裕を確保することが大事である。
・単に学力テストの結果だけでなく、何を教え、何を学んでほ
しいのか，そのプロセスを示すことが大切である。自ら疑問を
抽出し，考え、解決を導くことができるような指導が理想であ
る。

4

3

3

・様々な部で上位入賞を果たしており部活動が非常に活発
であることがうかがえる。一方、生徒のアンケートでは、勝敗
だけにこだわるのではなく、部活動や学校行事に楽しみを感
じて取り組んでいる生徒が多いことが見受けられ、保護者も
理解を示し高く評価しているようだ。勉強と諸活動とのバラン
スも良いと感じる。

・アンケートから、生徒指導が保護者の理解のもとに行われ
ていると思われる。
・高校生が防災活動に積極的に参加することは地域や社会
にとって大きな力となる。今後も地元や地域の防災訓練など
には多くの生徒に参加してもらいたい。また、災害時の水や
食料、トイレの確保などについて平常時に生徒とともにしっ
かり対策を考えておくことが重要である。
・交通関係では、定期的に指導が行われているようだが、バ
イク通学者にドライブレコーダを搭載させてはどうか。
・今後の高齢化社会を見据えて、LHR活動などを通し高齢者
とどう関わっていくかといった人間的な教育も必要となる。

関係機関との連携やスクールカウンセラーの活用に
より、教育相談の充実を図る

学年保健連絡会実施
職員全体研修会実施

・ボランティア活動は、1030回となり達成した。
エコ－１グランプリやエコアクションプロジェクト
等で研究発表し、関東大会に出場した。
・朝の安全登校指導や5分前遅刻指導を継続
的に実施し，交通安全意識やマナーの向上に
努めた。バイク通学者集会を通じて事故原因
を共有し、再発防止に繋げる事を目指した。
・ネットに関連したいじめが社会問題になって
いるため、ＬＨＲにおいてネットモラル教室の実
施やＳＮＳを題材に、ネット社会でのマナーや
身を守る意識を喚起した。
・学年保健連絡会を年5回行い，学年指導やス
クールカウンセラーの面接経過等の生徒情報
を全体で共有することに努めた。

A

・生徒会やインターアクト委員会を中心に
広報・啓蒙活動を充実させ、自発的なボラ
ンティア活動が増えるよう工夫したい。
・主体的に挨拶ができるような生徒の育成
を目指して、挨拶運動を広げていく。一部
の生徒による遅刻数が目立っているが、
個々の状況を正確に把握しながら丁寧に
指導していきたい。
・今後も危険ドラッグやネットモラルを中心
にテーマ設定をし、LHRでは生徒達が活発
に意見交換できるよう促していきたい。
・不登校気味の生徒、転学者が増加傾向
にある。生徒情報の共有に努め、相談窓
口を増やすことを目指す。

4
ＬＨＲでの活動

各種行事等の実践事例

ボランティア1000回運動
環境委員会活動

インターアクト委員会活動


