平成 28 年度 学校評価報告書（目標設定・実施結果）
視点

１

２

教育課程
学習指導

４年間の目標
（平成28年度策定）
学習意欲を高め、基
礎学力や社会性を身
につけさせるととも
に、有意義な高校生
活を送ることができ
る仕組みを充実させ
る。
(1) 生徒の基礎学
力の習得と希望進路
の実現に向けた学力
向上を図る。
(2) 授業改善によ
り、生徒の主体的で
協働的な取組を促
す。

１年間の目標

校 内 評 価

学校関係者評価

総合評価（４月１日実施）

具体的な方策

評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

（３月６･27 日実施）

成果と課題

改善方策等

・社会性を身につけ
させるための仕組み
の充実
・基礎学力の習得
・希望進路実現に向
けた学力向上
・生徒の主体的で協
働的な取組を促すた
めの組織的な授業改
善

・「体験活動」、学校
外の学修、インターン
シップ等の体験的な学
びの推進
・小集団学習による学
力・学習意欲の向上
・学習指導要領に基づ
く教育課程の編成と特
色ある科目の推進
・生徒の主体的で協働
的な取組を促す組織的
な授業改善への取組

・体験的な学びを提
供できたか
・学習意欲が向上し
たか
・基礎学力が定着
し、学力が向上した
か
・教育課程編成に向
けた取組ができたか
・授業改善に向けた
取組ができたか

・基礎力診断テストの活用方
法を考え、学び直しの授業に
役立てる。
・インターンシップは、その
仕事内容が多岐・長期にわた
り、担当者の負担が大きい。
今後は、地区の学校との仕事
の分担、仕事の精選が課題で
ある。
・クリエイティブスクールと
しての教育課程の見直しをさ
らに進める。
・公開研究授業・研究協議の
まとめをいかし、さらに組織
的な授業改善に取り組んでい
く。

・チャレンジ＆ベーシ
ックの授業内容の見直
しを行う。
・土曜教室の参加条件
を見直す。
・授業改善において成
果が得られているの
で、さらなる改善に向
けて新たな取組を検討
する。

・基本的な生活習慣
の確立と規範意識の
向上
・生徒一人ひとりの
個に応じた生徒指導
と支援

・基本的な生活習慣の
確立に向けた指導の徹
底
・「生徒心得」に基づ
く頭髪・服装指導及び
全校集会等における集
団行動の徹底
・交通安全や食育等健
康管理に関する意識の
向上
・環境教育を通した公
共心や責任感の育成
・教職員の連携による

・指導が徹底できた
か
・集団行動が徹底さ
せられたか
・規範意識を理解さ
せることができたか
・健康管理に関する
意識が向上したか
・公共心・責任感が
育成できたか
・連携による教育相
談体制が充実できた
か

・ベーシックも力に応
じてドリルの内容を変
えてはどうか。
・漢字検定の受検級に
ついては受けたい級を
受けさせてはどうか。
・土曜教室に参加した
くても部活動が理由で
の欠席は認めてもらえ
ず、登録ができなかっ
た。試合で出られない
場合は可とするなど登
録のあり方を改善して
ほしい。
･教育課程については、
相当工夫をして力を注
いだもので、生徒がわ
かる授業につながって
いる。
・制服の乱れた生徒が
おり、指導はきつめに
行ってもらっているよ
うだがその成果が現れ
ていない。
・釜利谷は以前に比べ
てかなりよくなってい
ると思う。その点をも
っと外部にアピールす
べきである。

・学校外の検定試験へ
の参加者が増えるとと
もに、上位の資格を獲
得した。
・インターンシップ
は、地区のインターン
シップ活動の活性化に
貢献するとともに、校
内では昨年度以上の参
加者を得て、大きな成
果を上げた。
・研究授業で授業改善
に向けた取組ができ
た。
・授業の 35 週確保をど
う実現するかが検討課
題である。

(1) シチズンシッ
プ教育の一環として
規範意識の一層の向
上を目指す。
(2) 個に応じた生
徒指導・支援を充実
させる。

・学校外の検定試験への参加者
が増えるとともに、上位の資格
を獲得した。
・インターンシップは、横浜南
地区の拠点校として活動し、地
区のインターンシップ活動の活
性化に貢献するとともに、校内
では昨年度以上の参加者を得
て、大きな成果を上げた。その
他、「仕事のまなび場」、体験
入学への参加者なども例年並み
で、多くの体験的な学びの場を
提供することができた。
・生徒の実態に即した教材の見
直しを引き続き行っている。
・教育課程の具体的な見直しに
取組み始めた。
・研究授業で授業改善に向けた
取組ができた。
・頭髪、服装指導、遅刻指導を
計画的に行い生徒の意識を高め
ることができた。
・始業式、終業式等の全校集会
において集団行動の意識を高め
ることができた。
・集会やＬＨＲ、特別指導を通
じて規範意識を高めることがで
きた。
・全校集会や交通安全教室によ
り、交通安全への意識を高める
ことができた。

・生活指導において生
徒の意識を高め一定の
成果を上げることはで
きているが、指導の浸
透していない生徒もい
る。外部では良くない
点に目がいってしまう
傾向がある。
・

・生活指導においては
今後もさらに効果的な
指導方法を模索してい
く。
・公共心や規範意識の
浸透に向けた指導方法
を模索していく。
・交通安全について
は、今年度の成果を踏
まえ、PTA とも連携
し、交通安全教室の充
実を図っていく。

(1) 計画的な進路
指導の実践により、
生徒一人ひとりの進
路意識を育てるとと
もに進路希望の実現
を支援する。
(2) 生 徒 の 自 主
的・主体的な活動を
通して生徒のリーダ
ー性を高める。

・計画的な進路指導
の構築と実践
・生徒一人ひとりの
進路意識の育成とと
もに進路希望の実現
への支援
・生徒のリーダーシ
ップの育成

・進路ガイダンスによる一斉指
導や担任・進路指導担当者など
による個別指導の組み合わせに
より、進路意識の育成、進路実
現に向けた指導ができた。
・グループ内でキャリア教育実
践プログラムの改善を検討し、
企画会議に報告した。
・4､5､7､11 月に SSE を実施し
た。3 月にも実施した。
・外部機関と連携しながら情報
を共有したうえで、個々の生徒
についての支援を検討し行っ
た。
・ＳＳＷ・外部講師による校内
研修会を実施し、支援の有効活
用の方法への理解及び生徒理解
を深めた結果、相談件数も多く
支援に生かされた。
・部活動の写真掲示や説明会を
通じて部活動の活性化に努め
た。食に関するアンケートを実
施し生徒の実態を把握し、食生
活の改善に向けて検討した。生
徒会のより共生的な学校に向け

・キャリアの時間を利用した
指導により進路意識の向上や
進路実現に向けた指導を行い
一定の成果を上げているが、
今年度３年生の進路決定率は
昨年度並みであり、進路未決
定者の数を減らすことができ
ない。今後は、キャリアガイ
ダンスグループから他のグル
ープや学年、教科へキャリア
教育推進の推進について発信
力を強めてゆくことが改善の
方法だと考える。そのために
も、キャリア教育実践プログ
ラムについても、職員の意識
の共有化を図りたい。
・SSE について、実施方法や内
容について検討していく必要
があると思われる。また、効
果測定の方法についての研究
が課題となる。
・週１回のコーディネーター
会議においてＳＣ及びＳＳＷ
と情報を共有することで、生
徒の現状をより正確に把握し

・面談が年１回しかな
い。２年では２回、３
年では学期ごとにある
とよい。
・学年懇談会はある
が、担任と直接話がで
きる学級懇談会も開い
てほしい。
･生徒への様々な支援が
グランドデザインとつ
ながった形で行われて
いる。

・キャリアの時間を利
用した指導により進路
意識の向上や進路実現
に向けた指導を行い一
定の成果を上げている
が、今年度３年生の進
路決定率は昨年度並み
であり、進路未決定者
の数を減らすことがで
きない。
・外部機関と連携しな
がら情報を共有したう
えで、個々の生徒につ
いての支援を検討し実
施することができた。
・ＳＳＷ・外部講師に
よる校内研修会を実施
し、支援の有効活用に
関する理解及び生徒理
解を深めた結果、相談
件数も多く支援に生か
された。

・キャリアガイダンス
グループから他のグル
ープや学年、教科へキ
ャリア教育推進につい
て発信力を強めてゆ
く。そのためにも、キ
ャリア教育実践プログ
ラムについても、職員
の意識の共有化を図
る。
・入学時の任意のアン
ケートに基づいて作成
した個別支援カードを
活用し共有し、さまざ
まな支援のニーズに迅
速に対応できるように
する。
・生徒及び職員対象の
研修会を実施し、食生
活の改善に向けて取り
組む。

(幼児・児童・)
生徒指導・支援

３ 進路指導・支援

取 組 の 内 容

教育相談体制の充実
・キャリア教育実践プ
ログラムの改善及び実
践による進路意識育成
と進路実現に向けた指
導の充実
・人間関係能力や社会
性を養うことによる適
応能力の高い人格形成
・部活動及び生徒会活
動の活性化

・進路意識を育成で
きたか
・進路希望実現に向
けた指導ができたか
・キャリア教育実践
プログラムを改善で
きたか
・SSE 等の取組が効果
をあげたか
・部活動・生徒会活
動が活性化したか

・頭髪、服装、遅刻指導を定
期的にかつ日常的に行ってい
ても守れない生徒が一定数い
る。今後もさらに効果的な指
導方法を模索していく。
・今年度は交通安全教室の講
師を教員が行った。今後、さ
らに効果的な映像資料や講演
方法の研究開発に取り組んで
いく。

４ 地域等との協働

５

学校管理
学校運営

ての主体的な活動を促進し、リ 支援に生かしていく。不登校
ーダーシップを育てた。
の生徒の情報を早期に集約
し、より迅速な支援につなげ
ていく。外部機関と連携し、
より迅速な支援が行われるよ
うにする。
・入学時の任意のアンケート
に基づいて作成した個別支援
カードを活用し共有すること
で、さまざまな支援のニーズ
に迅速に対応できるようにす
る。
・生徒及び職員対象の研修会
を実施し、食生活の改善に向
けて取り組む。
地域に根ざし、地域 ・地域や保護者との ・保護者との連携によ ・地域貢献活動が充 ・PTA と連携して、地域とのつ ・地域貢献デーの扱いについ
に開かれた学校づく 連携による開かれた る地域貢献活動の充 実できたか
ながりをもった活動を行うこと ては、授業時間確保の視点と
りを推進する。
実・推進
・校内体制が確立し ができた。
併せて検討の必要がある。
学校づくりの構築
・校内体制の確立によ たか
・地域貢献活動における清掃活 ・地域懇談会で提示いただい
・広報活動の充実
る地域との連携・協働 ・地域との関係づく 動は例年通り行うことができ た地域との協働の実現を目指
の推進
りができたか
た。地域に根差す行事として定 したい。
・広報活動による地域
着している。
・公開講座は校内体制とし
との関係づくり
・昨年実施できなかった地域に て、講師の確保が課題。教員
向けた公開講座を実施し、好評 の異動に伴い、継続が難し
であった。
い。
・広報紙『とも綱』を発行し地
域に向けて発信できた。

(1) 事故・不祥事
を防止するととも
に、教職員の能力を
生かした円滑な学校
運営を行う。
(2) 防災意識を高
め、安全で安心でき
る教育環境を確立す
る。

・事故・不祥事防止
の徹底
・教育力向上のため
の学校運営体制の確
立
・防災意識の向上と
安全で安心できる教
育環境の確立

・個人情報保護、諸表
簿作成等の点検体制、
適正な私費会計処理の
徹底
・情報の共有化と業務
文書等の整理と管理の
徹底
・釜利谷協議会との連
携
・防災意識を高める仕
組みと、安全で安心で
きる教育環境の充実

・事故ゼロに向けた
取組を行ったか。
・情報の共有化と業
務文書等の整理と管
理が徹底できたか
・学校運営体制が確
立できたか
・防災意識を高めら
れたか。
・安全安心の教育環
境を作ることができ
たか。

・文書管理、会計処理について
滞りなく、適切に事故なく対応
できた。
・事故防止に向けて、管理職を
中心に日常的な啓発を行った。
・防災訓練等を実施し、避難経
路の確認を行ない、生徒の意識
を高めた。

･会計事務処理については、引
き続き会計研修を実施して、
事故防止に努めたい。
・私費会計の健全化を目指
し、諸会費の見直しを図りた
い。
・今後、防災訓練において、
近隣地域との連携が必要にな
っていくと思われるが、どの
ように実施していくか。生徒
を地域の避難訓練に参加させ
ることや地域住民の参加な
ど、内容を含めて検討してい
く。

・部活動の生徒が独自
に校外清掃を行ってい
るのはいいことだ。熱
心に行っており、他の
部活動も交代でやって
はどうか。ユニフォー
ムを着て行えば宣伝に
もなり、地域の方にも
部活動を含めて理解が
得られるのではない
か。

・地域貢献デーも定着
し、清掃活動が地域に
根ざすものとなってき
た。地域との共同作業
も視野に入れていきた
い。
・地域との交流や地域
での活動が評価を受け
つつある。地域との交
流をどのように広げて
いくかが検討課題であ
る。

・地域の自治会等と連
携した清掃活動を探っ
ていく。
・地域で好評を博して
いる公開講座を毎年、
開催できる仕組みを作
り、継続的に講座を提
示できるようにする。

・文化祭で不審者情報
が出たときの教員の集
団で動く対応がよかっ
た。
・防災や通学途中の被
災があっても学校に備
蓄があるので安心だ。
・マチコミメールの発
信が遅いように思う。
・学校には、配布する
文書等をよく点検して
ほしい。

・会計事務処理につい
ては財務課からの指摘
事項もなく、整然と行
われている。諸会費の
見直しについても検討
が進んだ。
・防災に係る備蓄は進
んでいるが、さらなる
充実が必要でもある。
地域との連携による防
災訓練も検討課題であ
る。

・会計事務に関するレ
クチャーを含めた会計
研修を実施し、会計事
務処理の充実を図る。
・備蓄については再度
必要なものを検討し、
災害に備える。
・地域の防災訓練参加
を具体的に検討してい
く。

