
令和２年度 学 校 評 価 表（案） 島根県立浜田水産高等学校

自 律 礼節を重んじ、不撓不屈の気概を持った生徒 （１）正義と礼節を重んじ、心身ともにたくましい人間を育成する。 【 め ざ す 学 校 像 】
目指す生徒像 敬 愛 豊かな人間性を持ち、自他を敬愛する生徒 教育目標 （２）豊かな人間性を持ち、自他を敬愛し、自主的に行動できる人間を育成する。 地域と共に･地域に応える･魅力と活力ある浜田水産高校

進 取 勤労を重んじ、時代に対応する実践力を身につけた生徒 （３）水産・海洋の専門的知識・技術を身につけ、社会に貢献できる人間を育成する。 ～合い言葉：未来力を高めよう～

評 価 計 画 自 己 評 価 外 部 評 価

担当 学校関係者評価６名
重点目標 短期(本年度)努力目標 目標達成のための方策 及び 取組と達成状況 評 価 改 善 策 提 言 ・ コ メ ン ト

主管 達成度 A B C Ｄ 不明

1.生徒一人ひ ①わかりやすく、きめ細 ・時間割変更や学校行事に適切に対処 教務 ・「授業を受けるための３ヵ条」を年度当初に提 ・定期試験の取組みを改善させる。 ・きめ細やかな指導で、生徒達の学力が向
とりを大切に やかな授業を実践し、 する。 示し、学期毎に振り返りをする機会を設けた。 Ｂ ・定期試験前の補習のあり方を協議。 上している。
し、生徒が意 基礎学力の定着と学力 ・授業や漢字・計算・英語テストを通し 各科 ・学習指導員が授業の補助にはいり、生徒がより ・試験範囲の発表の様式を統一する。 ・家庭学習については、今の時代家庭内で
欲的に取り組 の向上を図る。 基礎学力の伸張を図る。 主体的に授業に取り組む手助けになった。 ・定期試験前に 1 時間程度の自学時間を ６ の誘惑（ゲーム、インターネット）等が
む学校生活の ・資格試験の学習をとおし専門知識の向 ・試験前に個別に補習を実施して理解と定着を図 設けることを提案する。 多いので、保護者の協力が必要である。
展開 上を図り、進路保障の手助けを行う。 った。 ・がん教育を実施した事はとても良い。自

・研究授業、公開授業などをとおして、 分自身の体調を管理し、大切にすること
②基礎・基本を重視した 教員全体の授業力向上を図る。 教務 ・公開授業で見学する授業を指定したことで、他 ・公開授業週間の設定について再考する。 は必要である。
授業・実習に努め、専 ・シラバスに基づき、適切な進度や内容 の授業を見て学ぶという部分で活性化すること Ｂ ・他機関と連携して生活習慣調査を行い ・進路については新型コロナウィルスの影
門教育の充実を図る。 となる授業を行う。 各科 ができた。 定期試験前の家庭学習を改善。 響によって、生徒達の就職進学に色々と

・多様な生徒に配慮し、全ての生徒が分 ・多様な生徒への配慮として、 ICT 機器や映像の ・５０分間の座学の授業に集中して取り ６ 障がいがあり、先生方も大変だったと思
かる指導方法を工夫し実践する。 利用など、理解を促す工夫を行った。 組むことの意義を理解させる。 うが、その中での希望の進路へ進めてよ

・課題提出等を徹底させ、学習を習慣化 ・家庭学習の習慣が身についていない現状がある。 ・主体的に授業に取り組むための取り組 かった。来年度も生徒に寄り添った進路
させる。 ・「授業を受けるための３ヵ条」で、授業のルー みをしていく。 指導をお願いしたい。

ルを守るという意識が高まった。 ・挨拶に見える学校生活、家庭学習の取組
について情報発信し、「見える化」の推

2.社会人とし ①生徒一人ひとりの自己 ・社会人としての必要な資質の育成と基 生指 ・携帯電話の校内使用は減少しているが、校地内 ・年度当初に再度ルールを徹底する。 進をお願いしたい。
て必要な資質 理解と自己管理能力を 本的習慣を確立する。 の使用についてルール徹底には至らなかった。 Ｂ－ ・巡視回数の見直し。合わせて交通ルー ・ノーチャイムデー、ハザードマップの作
の育成と基本 育成し、遅刻・欠席の （服装・頭髪について規則を守らせる） 各科 ル指導の実施。 成など生徒が主体的に行動する取組を積
的生活習慣の 減少を図る。 ・携帯電話についてのルール遵守 保健 ・校外巡視は実施できたが、時期、回数、巡視時 ・学校周辺のハザードマップを生徒主体 極的に挑戦してもらいたい。
確立 ・きちんとした挨拶・言葉遣いが出来る 間の工夫が必要。 で作成する。 ・ＰＤＣＡのうちＣ、Ａに問題が発生しや

生徒を育てる。 舎務 ・ノーチャイムデーを設定し自ら時間を すい一年で、次年度のＡにつなげる取組
・校外でのマナーアップ（校外巡視） ・下校指導は指導場所が効果的ではなかった。 意識した生活習慣を確立させる。 ６ を願う。
・生徒会委員会活動の活性化 ・ソーシャルスキル向上に関する取り組 ・今年度はコロナ対応で評価表の実施項目
・部活動の加入率向上、活動率の向上 ・寮生活で一部の生徒で整理整頓を徹底できなか みを実施する。 が計画通りに進めることが困難ではなか
・全教員の協力による清掃活動の実施。 ったが、健康管理はできた。 ・目標を常に目に触れさせ、その場での ったかと思う。
・妥協のない態度で授業を行い、授業を ・教職員の目標達成への努力不足がある。 指導を行う。 ・多岐にわたる努力目標、達成方策、達成
大切にさせ、ルールを守らせる。 ・がん教育を１年生で実施。 ・朝食、就寝時間、スマホ利用時間の調 状況、改善策ともに判断することは正直

・自死予防教育を１・３年生で実施。 査を活用し生活リズムの指導を予定。 迷いがある。
・役員であっても、常時実施状況を把握で

②生徒個々の自己有用感 生指 ・年度当初、集中指導や服装チェック表をデータ ・引き続き集中指導期間の実施とデータ きる立場には無く、また判断項目を簡素
を育成し、基本的生活 化したが、効果的な活用には至らなった。 Ｂ－ 表の活用をおこなう。 化できないものか。
習慣 の定着を図る。 各科 ・生徒会を中心に言葉遣い、挨拶についての啓発 ・生徒発信による啓発活動を継続実施す ・他校の生徒との触れ合いがあれば勉強に
（相応しい行動、挨拶、 舎務 活動を実施、委員会と連携し活動ができた。 る。 ６ なると思うので他校との交流をしてもら
頭髪・服装、態度） 保健 ・部の活動率の大幅な向上には至らなかった。 ・複数の委員会による連携した取り組み いたい。

・「心の健康ｱﾝｹｰﾄ」によりＳＣ、ＳＳＷ、医療へ の実施。 ・学校への訪問は少ないが、生徒に会うた
つなげることができた。 ・部活動率の向上（活動内容等の見直し） びに挨拶をしてくれる。その表情や笑顔

・感染予防活動は委員の意識啓発を実施できた。 ・危機対応チーム体制を確立させる。 からも楽しく学校生活を送っている事が
伝わってくる。

3.望ましい勤 ①生徒一人ひとりの個性 ・生徒の立場に立った進路相談を早期 進路 ・コロナで中止となった事業も可能な範囲でリカ ・ガイダンス等はタイムリーな実施時期 ・行事の縮小や中止の中にあっても工夫を
労観の育成と や適性、能力に応じた に開始する。 バリーできた。 Ｂ を設定する。 しながら学校行事や学校生活を送ってい
進路指導の充 計画的なキャリア教育 ・保護者・担任及び関係機関との連携を ・就職に関するスケジュールが延びたのは結果と ・進路活動に消極的な生徒、保護者は学 る様子が、毎月の便りを拝見しながらよ
実 を推進する。 密にする。 してよかった。 校からアプローチする。 １ ５ く分かった。また地域とのつながりを大

・進路や資格試験情報の収集と整理し、 ・インターンシップが中止となってしまった。 ・進学、公務員は２年の秋から開始する 切にされている様子も伝わっている。
保護者及び担任への情報提供。 ・特別支援教育について、外部機関との連携を ため指導体制の向上を図る。 ・課題研究発表会は直接見ることができな

・進路だよりの定期的発行、ＨＰの更新 各科 密に実施できた。 かったが資料を拝見し、生徒の目線に立
・水産海洋関連地場産業の新規開拓と った様々な課題解決への取組に感心し

②生徒・保護者へ時宜を 地元への就職を推進する。 進路 ・業務アシスタント配置で資料の収集、整理ができた。 ・夏季休業中の就労体験の再開も検討。 た。
得た進路情報を提供し、・会社訪問を計画的に行い、情報収集と ・進路たよりの発行、ホームページ更新はできた。 Ｂ＋ ・特別支援の指導記録を残し、今後に向 ・評価にかかわる学習状況など今後、参観
早期の進路目標実現を 企業との関係強化に努める。 ・島根県立大学に合格。 けたベースとする。 させていただく機会をお願いしたい。
図る。 ・労働局等の事業参加やﾊﾛｰﾜｰｸ、定住財 ・会社訪問等は満足にできなかった。 ・検定より授業や定期試験を最優先に取 １ ５ ・多くの寮生が居る中、水産高校から感染

団等との連携を深める。 ・３年生に対し、受験前に添削指導等を効果的に り組むことを条件とし取り組ませたい。 者が出なくて安心している。このまま引
・進路指導部、各科との連携を図る。 行うことができた。 ・理解不十分な生徒は粘り強く指導。 き続き予防対策をして頂きたい。
・検定試験の受検者を増やす。 各科 ・数学検定の受検者も多く、英語検定の受検者も ・大学進学希望者を早期に把握し、合格 ・水高からも大学への進学が可能であると
・各科において生徒が意欲的に取り組む 過去１０年間で最多となった。 だけでなく進学後も困らないレベルの いうことを広く知ってもらいたい。
学校生活の展開を行う。 ・資格取得は合格率が上がるなど概ね達成できた。 学力を担保させる。 ・進学希望者の早期把握、学力担保はとて

も大事なことである。
4.人権教育、 ①校内組織及び支援体制 ・関係機関と連携し、生徒の進路保障 人権同 ・進路指導部の指導により受験報告書が提出され ・生徒、教員にとって必要な人権課題を ・国や県のコロナ対応が二転三転と方針が
道徳教育、特 を充実し、研修や啓蒙 及び自己実現を支援する。 和教育 各部と連携し確認体制をとっている。 Ｂ 検討する。 １ ５ 変わる中、生徒のことを考えた行事をさ
別支援教育を など計画的な取り組み ・互いを尊重し他人を思いやり差別を ・３年生、PTA 対象講演会、教員研修はコロナを ・教職員版たよりを充実させる。 れたと思う。
根底に据えた を行う。 許さない態度と実践力を育てる。 保健 考慮し行わなかった。 ・今の時代、新聞やテレビはあまり見てい
教育活動の推 ・教員研修実施、人権・同和教育部だ ないと思う。ホームページの活字や写真
進 ②あらゆる教育活動をと よりの発行、講演会の実施。 生指 ・人権意識高揚のたよりを３回発行した。 ・ＨＲ指導案は担任と相談しながら決定 だけでなく、ユーチューブで実習内容を

おし、人権意識・共生 ・寮の生活、地域行事をとおし、社会性、人権 ・人権・同和教育のＨＲは概ねできたが、事前・ Ｂ する。 発信してはどうか。「言葉だけでなく動
意識を育み、社会性を 自主性、ボランティア精神を育み、自 事後の話し合いが不足した。 ・実施後は反省会を持ち、次年度へつな ６ いていること」「水高ってこんなことす
身につけさせる。 己肯定感を養う。 ・寮関係の行事が軒並み中止となり、地域との連 げる。 るんだ」を発信してもらいたい。

・心身の健康問題の早期発見に努め適切 舎務 携ができなかった。 ・人権・同和教育部だよりを発行する。 ・制服の改定である程度の効果があったこ
に支援する。 ・図書委員、ボランティア委員と協力してベルマ ・寮の敷地内清掃活動に変更するなどし とはよかった。今後も粘り強い指導をお

ーク活動を行った。 て活動を継続する。 願いしたい。
・就職活動においてリモートでの面接があ

5.水産･海洋 ①地域と学校の連携をよ ・学校・園・所、行政、民間との連携を 総務 ・ＰＴＡ活動は、ＰＴＡ評議委員会を除き全て中 ・生徒が生き生きと活動できる場を作っ り、ＩＣＴ（オンライン）を充実、整備
教育を担う学 り一層深め、開かれた 更に深め、園児や小・中学生の体験授 止となった。 Ｂ ていく。 させて、生徒が困らないようにしてほし
校として、地 学校づくりを推進する。 業、水高祭、課題研究、地域のイベン 各科 ・体験入学は、県内中学生に限定した。県外中学 ・体験乗船は対象団体と感染症対策を協 ２ ４ い。また、情報収集、発信を強化できる
域と共に活力 トなどの実施をとおして、開かれた学 生は個別対応およびｵﾝﾗｲﾝ説明会となった。 議しできる限り実施する。 とよい。
ある学校づく 校づくりを推進する。 舎務 ・できる範囲は制限されたが、課題研究を中心に ・with コロナを考え、新しく展開できる ・コロナ禍での新しい形の式典や行事のあ
りの推進 ・未来をつくる力を育む教育活動を積極 地域と連携し商品開発ができた。 ことを模索する。 りかたが求められる。

的に情報発信し、生徒募集を行う。 ・コンソーシアムの多様化を進め、インタ
②魅力ある教育活動を積 ・体験入学やホームページ等を充実さ 総務 ・ホームページについて多くの意見があった。 ・教員研修を企画し、容易なホームペー ーンシップの受け入れ先を増やし、校外
極的に情報発信し、生 せ、生徒募集を活発化する。 ・体育祭や水高祭など変更または縮小になった。 Ｂ－ ジ内容更新等ができるようにする。 での活動や年齢の離れた人との関わりを
徒募集に努める。 各科 ・本校の教育活動を理解してもらうための情報発 ・入学志願者増へつながる情報発信。 ２ ４ 増やしていってもらいたい。

舎務 信（新聞・テレビ）が少なかった。 ・地域みらい留学との連携を強化する。

【 評 価 】 Ａ：十分達成できた Ｂ：概ね達成できた Ｃ：やや不十分であった Ｄ：まったく不十分で達成できなかった Ｅ：わからない（評価できない）


