
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

活用力や探究力を高める授
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目指した授業により、生
徒の活用力・探究力を養うとともに、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

・次年度はSSHとの連携を行い、総合的な
学習の時間をさらに広げ、発展させていき
たい。またガリレオプランについても形を変
えながら内容的には継続させていきたい。
・課外・模擬試験・学習会については反省
をいかし、今後も改善していきたい。
・生徒の主体的な活動を行える場面をSSH
や他の分掌、学年との連携を深める中で
増やしていきたい。

・各講座内容を検討し、修正を加えた。2学年
普通科普通クラスのSS探究講座参加者が日
程の関係もあって、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、
プレゼン能力の向上が読み取れる。ルーブリッ
クによる評価を｢課題研究｣で実施した。
・公開講座の内容を地域連絡協議会でより詳
しく紹介したことで、のべ参加者数は昨年度よ
り増加したが，高校生の参加数は減少した。
・４回実施した「出前授業」は大変好評であり、
今後も継続していきたい。

B

・４期の指定を目指し、申請書を提出した。
認可されるハードルは高いが、認可された
らここまでの成果を活かすとともに、新たな
プログラムに取り組んで行きたい。
・「課題研究」の評価に関して、ルーブリッ
クを試行したので、その結果を分析し、来
年度からは本格実施をしたい。
・全校体制に対しての職員の肯定的意見
が７６％と低い。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

学校設定教科「スーパーサイエンス」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）

・県総体では女子は第５位に入賞し、男子も健
闘した。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に取り組み、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、生徒のキャリ
ア教育を推進することができた。
・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
個々に応じた指導を行った。年々改善を試み
ている。
・今年度は新たに探究型の取り組みとしてガリ
レオプランを行い、教員生徒どちらからも高評
価を得ており、自己と社会の問題を主体的に
結びつけることもでき、功をなしたと言える。

A

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

・相互授業参観を活用し、教科内外を問わ
ず工夫した指導法や生徒の課題を共有し
授業改善に努めていきたい。
・生徒は課題の必要性を感じ教員が提示
する課題を肯定的に捉えている反面、自ら
の取り組む姿勢に対しては厳しい評価で
ある。教科以外でも日々の課題の意義を
生徒に伝えることで改善していきたい。
・図書館を魅力ある環境とし魅力あるもの
として本に親しむ機会を増やし、生徒の言
語活動が充実につなげていく。

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

・新テスト導入に向けた授業力向上が急務で
あると判断し、重点目標に設定するとともに当
初の予定を変更した主体的、対話的学習活動
をテーマに全体研修会を実施した。授業に関
する生徒・保護者アンケートの評価は高い。
・日々の学習では授業内容と連携した課題を
提示し、長期休業中は学年毎に課題量を調整
して、生徒が主体的に取り組めるようにした。
・総合的な学習の時間、SSH事業に関するレ
ポート作成や、長期休業中の課題などで文章
を書く機会を増やした。

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

生徒の個性を活かし、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２８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　活用力や探究力を高める授業を展開し、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　生徒の個性を活かし、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。

・SSHの実践発表を緑陽祭等で見た折、生徒の目の輝き，真
摯な説明態度に感銘を受けた。また、国際大会候補者が出
たことは素晴らしい結果である。
・実験、実習の結果をまとめプレゼンすること、各界で活躍す
る第一人者を招いた講義、先端技術の施設見学などの経験
は、将来の進路を考える良い機会となっている。
・SSH指定の有無に関係なく、今までの経験と成果を基軸に
して、生徒自らが課題の提案から追求、そして対策まで楽しく
実践できるような指導を目指してもらいたい。
・全クラスによる全校体制のSSHを継続していただきたい。

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　星野　真理

4

学校関係者評価

実施日　（平成２９年３月１０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１日現在）

A

･体系的なプログラムによるキャリア教育や、同窓会など外部
機関との連携を効果的に行っている。
・教師自身が得意分野の講義を行う「ガリレオプラン」は、自
身の振り返りもでき、生徒からは普段の授業では聞けない先
生方の体験談が、さぞ楽しい時間であったことだろう。
・保護者向けの学年通信、進路だより、で学校の情報を細や
かに発信し、生徒、保護者の不安が払拭されている。
・現実と理想のギャップに悩む生徒がいた場合には、自信と
活力を与えるような指導をしてもらいたい。

・変化していく体制に備えた授業力向上の取り組みが行われ
ている点が評価できる。今後、生徒に向き合う時間を確保し
ながら、授業研究の成果が生徒に反映されるよう望む。
・新卒学生の文章能力が低いことを考えると、高校で言語活
動の充実に努めていることは大変評価できる。
・AIの開発が進み、知識の蓄積から転じて、知恵を駆使した
「ひらめきの時代」へと変わりつつある。変化する世の中の課
題を生徒と共有して乗り越えてもらいたい。
・計画的学習を考慮した課題の必要性を伝えて欲しい。

4

4

3

・豊かな情操を持つ生徒の育成をお願いしたい。
・進学校でありながら文武両道に秀でており芯の通った教育
精神を感じる。特に運動部の部員は，校内のみならず、近隣
をトレーニングしている時も礼儀正しく挨拶してくれる。
・部活動で大会、コンクールにおいて結果を出し活躍している
こと、地域に開かれた緑陽祭などにより、体育活動・文化活
動双方に力を入れていることが覗える。
・「先生方の健康」も大切である。無理をしすぎることなく適度
な「間」を持って指導にあたってもらいたい。

･多くの情報の中にあっても、確固たる信念を持って他者と向
き合える人格の育成をお願いしたい。
・ネットモラルへの対応、ボランティア、防災訓練など、社会や
地域の課題解決に取り組んでおり評価できる。
・AIやITが人間社会の常識を凌駕し進化している現代におい
て、人間同士が仲間として生きていくためには、自分のことだ
けでなく他者への思いやりの心を持つこと、今までの知識や
技能に加えコンピューターに左右されない倫理観を養うこと
が最も重要である。これは幼い頃からの経験の積み重ねで
身につくことである。そういった意味からも「ボランティア1000
回運動」は素晴らしい活動であり継続してもらいたい。
・登下校時の交通安全指導は、引き続きお願いしたい。

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

・ボランティア1000回運動は今年度も目標を達
成できた。生徒自らが受け入れ先を見つけ参
加する事例が増えている。
・保護者、教員が協同で登校指導やマナー
アップ運動を実施。昇降口では遅刻指導や挨
拶・身だしなみの啓発も行った。事故増加を受
け集会や資料配付で原因の共有に努めた。
・ネット関連の社会問題に対応するため、ネット
モラル教室の実施やＳＮＳのマナー向上を行
い、集会やＨＲによる道徳教育を推進した。
・スクールカウンセリングを実施し、生徒、保護
者の相談体制の充実を図った。学年保健連絡
会を年5回行い、生徒情報を全体で共有し、問
題解決に向けて努力した。

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。
・挨拶・身だしなみが主体的にできるような
生徒の育成を目指していく。遅刻数は減る
傾向だが、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。
・学校での人間関係だけでなく、家庭環境
や親との関係で悩む生徒が増えてきてい
る。家庭の問題という難しさはあるが、保
護者と協力して問題解決に努めたい。

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


