
 

（第２号様式）   
令和３年４月 30日  

神奈川県教育委員会教育長 殿 
県立白山高等学校長  

令和３年度 学校評価報告書（目標設定・実施結果） 
 

 
視
点 

４年間の目標 

（令和２年度策定） 
１年間の目標 

取組の内容 校内評価 学校関係者評価 

（ 月 日実

施） 

総合評価（ 月 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 
成果と課題 改善方策等 

１ 

教 
育 
課 
程 
学 
習 
指 
導 

① 基礎学力の定
着を図る「学
び 直 し か
ら」、自ら考
え判断し表現
する力までを
育み、普通科
と美術科が相
互に刺激し高
め合う教育課
程を編成、実
施する。 

 
②「育みたい生徒
像」を実現し、
個に応じた学力
を育成するため
の ICT 活用を進
め、組織的な授
業改善を行う。 

 
③学校行事等をと
おして協働する
力を育む。 

① 平成 30年度告示の学習指導要
領に基づく新しい教育課程の
円滑な導入を目指す。 

① 図書館の利用を促し､生徒の

読書活動を推進する｡ 
② ＢＹＯＤを効果的に活用する

ため､ＩＣＴ関連の学習環境
の整備と活用に積極的に取り
組む｡ 

② 確かな学力の定着と教育の
「質」を高める授業改善を進
める 

③体育祭、文化祭、球技大会や生
徒総会などの行事をとおして、
生徒が主体的に企画・運営でき
るように支援する。また生徒全
体が自主的・積極的に参加でき
るような行事づくりに努める。 

①新教育課程に対応した教務内規の整理を
進める。 

①穴窯焼成や展覧会､古美術研修等の行事
や授業をとおして美術科学科運営の充実
を図るとともに､美術科と普通科の両科
の相互受講科目を設ける等､互いの特徴
を生かした教育課程を実施する｡ 

①図書館と教科との連絡を密にし､教科指
導で必要とする書籍を把握･整備し､生徒
が活字に親しむ機会を増やす｡ 

① Web での図書館蔵書検索･予約について
検討し図書館からの情報発信も行う｡ 

① 授業における効果的な ICT 機器の活用
方法を検討するための体制づくりを行
い､職員同士の情報交換や研修会等を通
じて ICT活用のスキルを向上させる｡ 

②基礎知識の定着と知識を活用する力を育
てるための研究授業を行い､その成果を
全職員で共有する｡ 

②「基礎学力の定着」と「応用力の伸長」
のそれぞれを目的とした補習･講習を計
画し､積極的な参加を促す｡ 

③生徒会本部役員の生徒と積極的にコミュ
ニケーションをとり、生徒の発想をくん
だ行事の企画運営を円滑に行う。 

①新教育課程に対応した教務内規の改
訂を検討することができたか。 

①育みたい生徒の資質･能力を意識した
美術科のｶﾘｷｭﾗﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄと普通科の美
術科目の充実に取り組めたか｡ 

②美術科行事や授業の計画･立案･実施
をとおして学科運営の充実が図れた
か｡また､職員が協働的に業務遂行で
きたか｡ 

①図書館の利用状況はどうであったか｡ 
②購入したﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰやｽｸﾘｰﾝ等､ICT 環
境を活用することができたか｡ 

② 研究授業の成果が共有され､授業改
善に結びついたか｡ 

②「基礎学力の定着」と「応用力の伸
長」のそれぞれを目的とした補習･講
習に生徒が積極的に参加したか｡ 

③学校行事への参加率、アンケートに
よる、生徒の達成感や満足感はどの
ようなものか。 

③生徒会本部役員や各種委員会におい
て生徒全体のニーズに応えての活動
ができたか。また活動を通じて役員
自身が達成感を感じることができた
か。 

     

２ 

生 
徒 
指 
導 
・ 
支 
援 

①他者を認める寛
容の精神と自ら
を律することが
できる自己管理
力を育てる。 

 
②生徒一人ひとり
の課題に対する
きめ細かな教育
相談体制を充
実・発展させ
る。 

 
③部活動やボラン
ティア活動等を
とおして豊かな
人間性や社会性
を育てる。 

 
 
 
 
 
 
 

①すべての生徒が充実した生活を
送ることができる安全、安心な
学校づくりを推進する。 

①ルール、マナーを守り、仲間と
協働して目標を実現しようとす
る姿勢を育てる。 

 
②生徒一人ひとりに寄り添う組織
的な生徒支援と教育相談体制の
充実、発展を図る。 

 
③部活動への関心を高め、加入率
の向上・活性化を図る。 

 
③部活動・ボランティア活動をと
おして、充実した学校生活を感
じ、ボランティア精神・モラル
を大切にする精神を育成する。 

 
 

①日常指導の充実による問題行動の未然防
止と発生時の迅速かつ適切な対応を行
う。 

①いじめ防止マニュアルに基づき、いじめ
未然防止と早期発見に努める。 

①「白山高校ソーシャルメディアポリシ
ー」に基づく SNS 等に関する指導の徹底
を図る。 

①服装、頭髪など日常生活のルールに関す
る指導の徹底を図る。 

①授業中、登下校時のマナーに関する指導
の充実を図る。 

②多角的な生徒情報の収集と、その効果的
な共有を図る。 

②SCの活用、教育相談コア会議による適
切な問題把握、ケース会議等による適切
な支援方法の策定を推進する。 

②外部専門機関と適切かつ効果的な連携を
行う。 

③部活動参画への勧誘活動・広報活動を充
実させ、新入生に自然に興味関心を抱い
てもらい、部活動加入率の向上を図る。 

③学校近隣地域でのボランティア活動や部
活動でのボランティア活動を紹介・支援
し、生徒の自発的な参加を促す。 

①問題行動への対応が適切であり、指
導の成果が上がったか。 

①いじめ認知体制の充実と発生時の早
期解決を図ることができたか。 

①SNSに関するトラブルが減少、軽微化
したか。 

①生徒が自らルールを遵守し、行動す
る自己管理力を身につけたか。 

①他人に対する配慮の心を持ち、学校
生活におけるマナーが向上したか。 

②生徒情報の共有が適切な指導につな
がったか。 

②支援を必要とする生徒の正確な把握
とそれに対する適切な支援方法を策
定し、生徒一人ひとりに寄り添う支
援を行うことができたか。 

②必要に応じて適切に外部専門機関を
活用することができたか。 
③部活動加入率や満足度は向上した
か。 

③委員会等生徒会活動に生徒が主体的
に取り組めたか。また活性化した
か。 

③ボランティア活動を行う機会を増や
すことができたか。 

     



 

 
視
点 

４年間の目標 

（令和２年度策定） 
１年間の目標 

取組の内容 校内評価 学校関係者評価 

（ 月 日実

施） 

総合評価（ 月 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 
成果と課題 改善方策等 

 

３ 

進 
路 
指 
導 
・ 
支 
援 

①「夢・目標 こ
こで未来を見つ
けよう」をスロ
ーガンに、高い
志を持って目標
に向かい努力す
ることによって
自己実現を図
る。 

 
②美術科の専門性
を生かした進路
実現を支援す
る。 

 
 
 
 
 

① 総合的な探究の時間等を有効
に活用し、発達や段階に応じ
た生徒のキャリア発達支援教
育の充実を図る。 

①生徒の主体的な活動を促したり
、外部資源(インターンシップや
仕事の学び場等)を活用したりす
る等、様々な体験活動やチャレ
ンジの機会を設ける。 

① 定着しつつあるアセスメント
テスト（基礎力診断テスト）
の機会を効果的に活用し自己
有用感の発達を促す。 

①社会を構成する一員として様々
な職業に目を向けさせる。 

①②ガイダンス機能やカウンセリ
ング機能の充実により、進路実
現に向けた前向きな態度を養
う。 

① 総合的な探究の時間の内容等について、
PDCAサイクルにより常に目の前の生徒に
合うようアップデートしていく。 

① 進路適性テストを活用し、自己の能力・
適性等の理解を深める。 

① インターンシップ等の体験活動を有効活
用する。 

①②分野別職業体験、進路分野別説明会等  
のキャリアガイダンスや、スクールメン
ター等も活用した進路相談を充実させ、
主体的な進路選択を促進する。 

①②上級学校への進学や就職に向け、模擬
面接や論文指導等を行う。 

① 総合的な探究の時間の授業評価や進
路選択が円滑に行えたか。 

①自己の能力・適性等を理解させること
ができたか。 

① インターンシップ等の体験活動に積
極的に参加させることができたか。 

（インターンシップ参加生徒数） 
①②キャリアガイダンスを充実させ、生
徒の主体的な進路選択を促進すること
ができたか。 

① ②上級学校への進学や就職に向け、
適切な面接指導や論文指導を行うこ
とができたか。 

（進路希望者の実績数） 

     

４ 

地 
域 
等 
と 
の 
協 
働 

①地域と共ににあ
る学校づくりを
行い、広い視野
を持ち、地域に
貢献することに
よって自己有用
感を育む活動を
充実させる。 

 
②地域や PTA 等と
の連携を図り安
心・安全で信頼
される学校づく
りに取り組む。 

① 地域や保護者と連携した防災
訓練、災害時帰宅経路の見直
し、防災備蓄倉庫の再整備等
を通じ、生徒及び教職員の防
災意識をさらに高めていく。 

①地域と共にある学校を目指し、
地域の理解を得るための積極的
な情報発信を行う。 

②地域や PTA との連携を図りなが
ら、生徒の学習環境の整備や生
徒の活動を支援していく。 

①ホームページやメールによる情報配信を
活用して、生徒・職員だけでなく、保護
者の防災意識を高める。 

② 災害時帰宅経路の見直しを図り、生徒
をより安全に避難させる体制を整備す
る。 

③ HP での広報活動や地域貢献活動の機会
を通じて地域の理解を得る活動を進め
る。 

②PTA の各委員会活動と連携し、生徒の活
動の支援を行う。 

② 学校運営協議会の地域連携部会の活動
を通じ連携を深める。 

 

① ３者間伝達訓練の参加者が 70％を超
えたか。 

① 災害時帰宅経路を見直すことができ
たか。 

①HP への積極的な広報活動を行えた
か。 

①地域貢献活動で地域の理解を進めら
れたか。 

②PTA と連携し、生徒の活動を支援でき
たか。 

②学校運営協議会の地域連携部会と連
携できたか。 

 

     

５ 

学 
校 
管 
理 
学 
校 
運 
営 

①教員が多様で複
雑な生徒の課題
に寄り添い向き
合う時間を確保
するため、組織
的な学校運営と
校務の効率化を
図る。 

 
②在校生や中学
生、保護者や地
域に向けた情報
発信を充実させ
る。 

 
③事故・不祥事の
根絶を図る。 

①教職員がゆとりをもって教育活
動に取り組むことができるため
の「働き方改革」を引き続き推
進していく。 

① グラウンド改修工事に伴う学
習環境整備の計画を作成・実
施する。 

②本校の教育活動について保護者
や生徒、地域の方々の目線に立
った分かりやすい情報発信に努
める。 

③成績処理や進路関係書類作成を
適切に行う。 

③私費会計基準の改正に対応し適
正に会計処理を行う。 

 

① Teams の打合せ掲示板等を活用するこ
とにより、朝の職員・学年打合せの効
率化を図る。 

① グラウンド改修工事において、業務継
続性を踏まえた改修が実施できるよ
う、関係部署との連絡調整を綿密に図
る。 

②HPや携帯連絡網サービスの活用を通じ、
積極的な情報発信を行う。 

②学校説明会や授業体験、部活動体験の機
会を通じ、生徒・保護者目線に立った広
報活動を行う。 

③マニュアルに基づき組織的な点検を行
う。 

③私費会計に関する研修を開催する。 
 

① Teams を積極的に活用することがで
きたか。 

①業務の継続性を踏まえた情報提供や
改修計画の作成・実施ができたか。 
積極的でタイムリーな情報発信を行
えたか。 

②生徒・保護者目線に立った分かりや
すい広報活動が行えたか。 

③事故なく成績処理や進路関係書類作 
成ができたか。 

③会計処理を適正に行うことができた
か。 

 
 

     

 

 


