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平成 29 年度
視点

４年間の目標
(平成 28 年度策定）

１

学習指導

組 の 内 容

校

内 評 価

学校関係者評価

総合評価（３月 30 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 17 日実施）

成果と課題

改善方策等

①生徒一人ひとりの

①単位制の特性を生か

①生徒の学力や進路実

①生徒のニーズを把

①単位制の特性を生

①生徒のニーズを把握

○「生徒による授業

①生徒のニーズを的確に

①面接・ガイダンスで生

学習や進路等の目

しながら、生徒のニーズ

現を踏まえ、カリキュラム

握し、カリキュラムの

かしながら、生徒のニ

し、カリキュラムの最適化

評価」は良い結果

把握して、現段階におけ

徒のニーズの把握にこ

標の実現に応えるた

に合ったカリキュラムづく

を生徒にわかりやすく、

最適化に向けた検討

ーズに合ったカリキュ

に向けた検討を行い、平

であり、生徒が主体

るカリキュラムの最適化を

れまで以上に努め、単

め、単位制の利点を

りに学校全体で取り組

かつ、選択しやすいもの

が進められたか。

ラムづくりに学校全体

成 30 年度の教育課程

的に学ぶ授業への

図ることができた。新学習

位制の特性を生かした

いかした年次進行を

む。

とする方向性を示すこと

で取り組むことができ

編成を決定した。新学習

できるようにする。

た。

指導要領の導入に向

改善が図られてい

指導要領の導入に向けた

柔軟なカリキュラムづくり

る。

検討を併せて進めていく

に学校全体で継続的に

必要がある。

取り組む。

基調としたカリキュラ

教育課程

取

１年間の目標

学校評価報告書（目標設定・実施結果）

ム・マネジメントに学

け、次年度以降更に検

校全体で取り組み、

討を進めていく必要があ

学力を育成する。

る。

②学び直しや生徒が

②「生徒が互いに学び

②授業研究を行い、そ

②「生徒による授業

②「生徒による授業評

②授業研究週間の取組

②「生徒による授業評価」

②授業研究週間の取組

互いに学び合う学習

合う学習活動」の実践に

の結果を各教科会にお

評価」の集計結果を

価」の集計結果をもと

みや、「生徒による授業

の結果では、良好な評価

みを充実させ、教科の枠

活動を取り入れるな

努めるとともに、生徒の

いて検証し、さらなる授

教科会で十分検討

に教科会で検討、分

評価」の結果の分析を元

を得ることができた。これ

を越えてよりよい授業づ

ど、知識・技能の習

主体的に学ぶ意欲を高

業の最適化を目指す。

し、教科としての最適

析を速やかに行った。

に、生徒が主体的に学

からの時代に求められる

くりを検討し、実践する。

得のみならず、それ

める組織的な授業づくり

また、「生徒による授業

化すべき点を明確化

評価４の割合は、全て

ぶことのできる授業づくり

らを活用する力を育

を推進する。生徒による

評価」の集計結果をもと

し、評価を上げること

の項目において神奈

をより一層推進する。

む魅力ある授業を展

授業評価等を活用し、

に、各教科で改善策等

ができたか。

川県の平均(H28 年度)

開し、生徒の主体的

学習効果目標を共有す

を協議し、実践する。

に学ぶ意欲を高め

る。

力をつけさせることができ
るよう、新学習指導要領の

を上回っており、良好

内容も勘案しながら授業

な結果であった。

改善を進める必要がある。

る。

２

生徒指導・支援

①学校行事・生徒会

①学校行事・生徒会活

①学校行事では、行事

①生徒の主体的な

①学校行事では、生

①生徒数減に伴い、一

○体育祭は活気が

①学校行事では生徒会本

①生徒の人間性や社会

活動・部活動をさらに

動・部活動等を通して、

を精査しながら生徒が主

活動を適正にサポー

徒会本部を主体とした

部を除き部・同好会の活

あり、生徒が楽しん

部へのサポートを通じて活

性をはぐくむために、ガ

活性化させ、豊かな

心豊かで他者を思いや

体的に取り組めるようこ

トし、生徒の自立する

運営を実現するための

動が停滞しつつある。新

でいた。部活動は

性化を図ることで、生徒の

イダンスやオリエンテー

人間性や社会性を

る人間性をはぐくむととも

れからも根気強くサポー

力を育み、各行事欠

サポートができた。中

入生へのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

少ない活動時間の

主体的な活動に結び付け

ションの充実を図り、生

培う。

に、社会貢献やボランテ

トを継続していく。また、

席 率 を 減 ら すこ と が

でも体育祭では前夜

や「部活動再ﾁｬﾚﾝｼﾞ週

ィア活動の一層の推進

学校として組織的な体

できたか。

祭を開催するなど活性

間」の強化など、さらなる

なかでもよく取組

ることができた。生徒数が

徒会活動をアピールす

を図る。

制を作り、行事を計画す

化に努め、生徒参加

テコ入れが必要である。

み、各種大会でも

減少する中で、部活動も

る。

る。

率も 10 ﾎﾟｲﾝﾄ以上上

よい結果を残して

含めた活性化を検討する

昇した。

いる。

必要がある。

②基本的な生活習

②学校生活の各場面に

②基本的な生活習慣の

②指導方針について

②生徒指導での特別

②改訂された「いじめ」

②指導方針が教員・生徒

②鎌倉養護学校との連

慣を確立し、一人ひ

おいて、円滑な社会参

確立を目指し、指導方

の周知を徹底し、ぶ

指導対象者・件数とも

の定義について、職員

に浸透し、ぶれのない指

携を深め、困り感をもつ

とりの生徒にきめ細

加に向け、基本的な生

針の周知を徹底する。ま

れのない生徒指導を

に大幅に減少してお

間で共有し、ぶれのない

導を行えたことで、特別指

生徒の洗い出しについ

かく対応するととも

活習慣を確立し、社会の

た、支援を要する生徒に

継続的に行い、再発

り、指導方針が浸透し

指導方針を確立する必

導件数を大幅に減少させ

て研修するとともに、ｽｸ

に、生徒一人ひとり

一員として自立できる規

つい て の 把握に 努 め、

指導件数を減少でき

たものと考えられる。

要がある。

の抱える課題を踏ま

範意識や公正な判断力

適切に対応する。

たか。

また、月に 1 度以上の

支援を要する生徒には、

ることができた。支援を要

ｰﾙｶｳﾝｾﾗｰやｽｸｰﾙｿｰ

えた適切な支援を行

をはぐくむ。

支援を要する生徒を

ケース会議の開催や

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰやｽｸｰﾙｿ

する生徒を的確に把握す

ｼｬﾙﾜｰｶｰなどを活用し

組織的に支援するこ

鎌倉養護学校との連

ｰｼｬﾙﾜｰｶｰなどを有効

る方策や組織的に支援す

た的確な支援の方法を

とができたか。

携などにより組織的な

に活用し、外部とのさら

る方法を、外部との連携を

検討する。

生徒支援の方策も実

なる連携を模索していき

含めて構築していきたい。

現しつつある。

たい。

う。

視点

３

進路指導・支援

４年間の目標
(平成 28 年度策定）

取

１年間の目標

組 の 内 容

校

具体的な方策

評価の観点

達成状況

内 評 価
課題・改善方策等

学校関係者評価

総合評価（３月 30 日実施）

（３月 17 日実施）

成果と課題

改善方策等

①生徒が社会的・職

①生徒が社会的・ 職業

①年次主体になりがちな

①進路指導を組織

①進路説明会を２年次

①外部機関との連携に

○前年度より卒業

①進路指導体制の組織化

①キャリア教育の充実を

業的に自立すること

的に自立するため、キャ

進路指導を外部機関と

的に進め、生徒一人

から対象とするなど組

はまだ課題が残ってい

生の人数は少なか

を進め、生徒のキャリア意

図り、外部の力も活用し

をめざした学校づくり

リア教育を充実させ、進

の連携や生徒情報の共

ひとりの適性や能力

織化を図り、生徒のキ

る。情報を充実させるた

ったが、大学進学

識を高めることができた。

て、生徒一人ひとりのキ

に取り組む。

路の「自己実現」を支援

有化により組織的に進

に応じた支援体制を

ャリア意識向上に向け

めにもさらに連携を進め

今後は生徒に提供できる

ャリア意識を高めていき

する。

める。

確立できたか。

た体制作りを進めた。

る必要がある。

情報充実を図っていきた

たい。

②卒業と進路希望の
実現に向けたきめ細
かい指導に取り組

②卒業に向けた履修指
導と進路実現のための
進路支援を充実させる。

む。

②面談週間を履修指導
にとどまらず、進路支援

②面談週間について
は履修指導にとどま

②面談週間において
生徒一人ひとりの進路

②進路決定率は昨年度

者数は同じであっ
た。様々な進路希
望の生徒がいる

い。
②能力や適性が多様化す

②面談週間における進

より上昇したものの、就

が、今後も一人ひと

る生徒の状況を見極め、

路支援体制のさらなる充

その特性に合った進路を

実を図るとともに、教員

見いだし、進路決定率を

間の情報交換も密にし、

高めることが重要である。

生徒の能力・適性の的

の機会としても活用す

らず、進路支援の機

希望を聞き取ることで、

職等の進路希望がかな

りへの支援を充実

る。

会としても機能させら

進路支援の充実を図

えられていない生徒が

してほしい。

れたか。

ることができた。

いることが課題である。

確な把握に努める。

４

①地域との協働・連

①ホームページや学校

①生徒及び保護者、中

①生徒及び保護者、

①生徒及び保護者、

①ホームページの更新・

○学校から保護者

①ホームページやツィッタ

①わかりやすい情報発

携による開かれた学

説明会等の広報活動の

学生とその保護者など、

中学生とその保護者

中学生及びその保護

作成に迅速さを欠く面が

への配付文書がホ

ーの活用などにより、学校

信のために情報収集の

校づくりを目指す。

内容をさらに充実させ、

中心となる閲覧者のニー

など、中心となる閲覧

者等に対して、ホーム

あった。今後は業務アシ

ームページでも確

の情報を的確に発信する

適正化を図りたい。ま

開かれた学校づくりを一

ズを踏まえた情報提供と

者のニーズを踏まえ

ページのこまめな更新

スタントや外部人材の協

ことができた。今後はさら

た、ホームページやツィ

層進める。

なるようホームページ等

た情報提供を機に応

と正確で理解しやすい

力も視野に入れたい。

なる迅速化と理解しやす

ッターの迅速な更新に

を改善する。

じて行い、迅速かつ

情報発信を行うことが

ツィッターのフォロワーが

い情報発信を進めることが

向け、業務アシスタント

的確な情報を伝える

できた。また生徒に対

伸びていない現状にあ

必要である。

や外部人材の協力を得

地域等との協働

ことができたか。

認できるようになっ
てよかった。手軽な
連絡手段であるツィ

しては、ツィッターやま

るので、ツィッター活用

ッターやまち comi

ち comi メールも活用し

のための宣伝をしていく

メールの利用者が

て緊急時の連絡を行

必要がある。

増えるとよい。

ることも検討する。

った。

５

①社会から信頼され

①事故・ 不祥事防止に

①日常業務で注意意識

①事故不祥事防止

①月に１回、事故・不

①今後も事故・不祥事防

○避難場所にも指

①事故・不祥事防止会議

①事故・不祥事の未然

る学校づくりを推進

ついて不断の意識徹底

が薄れぬよう、定期的な

会議を適正に実施

祥事防止会議を開催

止に向けた職員の意識

定されており、生徒

を定期的に開催し、職員

防止に向けた防止会議

学校管理

し、事故・不祥事の

を図り、事故・不祥事の

事故不祥事防止会議を

し、事故不祥事をなく

し、職員の事故防止に

を継続できるよう、不断

及び地域のための

の意識向上につなげるこ

を定期的に開催し、職員

学校運営

防止を徹底する。

根絶に努めるとともに、

開催する。

すことができたか。

つなげることができた。

の努力をしていく。

とができた。今後も継続的

の意識の徹底化を図る。

保護 者、 県民 にも 丁寧
に対応する。

防災への取組みを
推進してほしい。

に防止会議を開催する。

