
県立柏陽高等学校における第 2回学校運営協議会 開催結果 

 

本校の第 2回学校運営協議会を次のとおりに開催した。 

審議会等名称 県立柏陽高等学校 令和元年度 第 2回学校運営協議会 

開催日時 令和元年 9月 28日（土）9 時 30分〜12時 00分 

開催場所 県立柏陽高等学校 校長室 

[役職名] ［委員］ 

赤羽 三枝（元県立高等学校長） 

田中 均（柏樹会会長・東京理科大学教職教育センター特任教授） 欠席      

芳賀 慈（横浜市立本郷台小学校長） 欠席 

半澤 俊和（横浜市立本郷中学校長） 

星﨑 雅代（横浜市栄区区長） 

細田 利明（連合町内会自治会会長） 

丸山 厚（東京工業大学教授） 

味上 篤（横浜市消防局栄消防署長） 

吉川 綾（柏陽高等学校 PTA会長）      

井坂 秀一（柏陽高等学校長）  

 

［事務局］ 

山田 玲子（副校長） 

西海 達也（教頭） 

森谷 久一郎（事務長） 

川名 信義（総括教諭） 

間辺 広樹（総括教諭） 

川上 晃宏（総括教諭） 

千葉 健史（総括教諭） 

甲斐 順（総括教諭） 

米須 宏志（総括教諭） 

 

 

  



 

次  第 

【視察１】 

神奈川県立柏陽高等学校創立 50周年記念事業 中庭整備完成披露式典 

 

 

【運営協議会】                             進行（事務局） 

１ 校長あいさつ 

 

２ 第二回 学校運営協議会の開会にあたって 

(1) 「第一回神奈川県立柏陽高等学校学校運営協議会」の内容確認 

(2) 学校運営協議会の組織について 

ア 学校評価部会 

イ 学校設置部会（学校安全防災部会） 

 

３ 協議 

［報告］柏陽高等学校の教育活動の状況について 

(1)学校目標の進捗状況及び課題 

ア 「１ 教育課程・学習指導」 

イ 「２ 生徒指導・支援」 

ウ 「３ 進路指導・支援」 

エ 「４ 地域等との協働」 

オ 「５ 学校管理・学校運営」 

(2)意見交換 

 

４ 事務局から 

(1)今後の日程等について 

(2)その他 

 

 

【視察２】 

  第 37回柏陽祭 

 

 

  



 

３ 協議（審議経過） 

 

（山田副校長） 

定刻となったので、令和元年度 第二回神奈川県立柏陽高等学校 学校運営協議会を始める。本日の進

行は副校長の山田が行う。皆さまにお願いがある。県教育委員会への報告、本校ＨＰへの掲載のため、

発言の記録をとり、また写真も撮影させていただく。前回欠席の委員もいるため、それぞれ簡単な自

己紹介等、お話しいただきたい。事務局員の紹介はお手許の資料をご覧いただきたきたい。 

 

（赤羽会長） 

柏陽で教諭、総括教諭を務め、他校で校長を務めた。本協議会の会長を任された。 

（半澤委員） 

着任 2 年目である。特に、ソフトボール部が柏陽高校のお世話になっている。 

（星﨑委員） 

今年から栄区長になった。 

（細田委員） 

柏陽高校との関わりは長く、学校評議員会をやって 6〜7 年目になる。地域の学校であることを知って

ほしいと思っている。 

（丸山委員） 

大学では生命理工学院に所属し、バイオ分野の研究・教育を行っている。 

（味上委員） 

着任 2 年目、柏陽高校には防災訓練（予防課）や建物の維持管理のために来校している。 

（吉川委員） 

文化祭に向けて保護者も準備してきた。活動を見てほしい。 

（井坂副会長） 

運営協議委員の一人でもある。 

 

１ 校長あいさつ 

（山田副校長） 

次第に沿い、校長の井坂からご挨拶申し上げる。 

（井坂副会長） 

日頃から本校の教育活動への支援に感謝する。第一回の学校運営協議会では議論を中心に行った。本

日は、生徒の活動をご覧頂き、ご意見を頂く。お手元の学校案内は今年度のもので、5000 部ほど印刷

した。本校ではこの学校案内を読み物として作成している。「授業の柏陽」をスローガンに掲げている

ことから、各教科の取り組み方について詳しく示してある。我々にとっては県民の皆さまに「ねばな

らない」という約束をしているものでもある。内容については、後程詳しくお話しする。本日は生徒

の活動も見て頂きながら、学校の様子や雰囲気を実感して頂きたい。学校安全防災部会についても議



論をお願いする。 

 

第二回 学校運営協議会の開会にあたって 

(1)「第一回神奈川県立柏陽高等学校学校運営協議会」の内容確認 

（山田副校長） 

続いて、次第「２の学校運営協議会の開会にあたって」に進む。まず、「(1)第一回神奈川県立柏陽高

等学校学校運営協議会の内容確認」について確認する。神奈川県立柏陽高等学校、学校運営協議会委

員の委嘱をさせていただき、この学校運営協議会は発足した。協議会委員の皆さまの総意によって、

会長には、赤羽三枝さまが就任し、その赤羽会長の指名により校長の井坂が副会長となった。 

学校運営協議会の下、設置の義務付けられている学校評価部会については、赤羽会長から、学校運営

協議会委員の 10名すべてをその構成メンバーとして指名した。同じく、学校として独自に設置する部

会として「学校安全防災部会」の設置が認められ、本日、この後にそのメンバーについて、会長から

指名がある。その後、柏陽高校の教育活動の報告があり、校長から学校のミッション・学校目標の説

明の後、学校の教育計画・教育課程・学校組織・学校予算等について、承認を頂いた。 

前回の議事内容については、以上である。 

 

(2)学校運営協議会の組織について 

ア 学校評価部会 

イ 学校設置部会（学校安全防災部会） 

（山田副校長） 

次の｢(2)学校運営協議会の組織について｣、資料の確認をお願いしたい。 

ア については、先程お話ししたとおり、委員の皆さまにお願いする。 

イ については、赤羽校長に指名をお願いする事案であるが、まず、事務局から設置についての確認を

した後に、お願いしたい。では、資料を確認して欲しい。 

「神奈川県立柏陽高等学校 学校運営協議会 安全防災部会について」、「1趣旨 」は省略する。 

（「2 目的」「3名称」については読み上げを行う） 

では、ここからは、赤羽会長にお願いする。 

（赤羽会長） 

それでは、メンバーについては、「4構成委員」にあるとおり、13名とし、学校運営協議会委員より、

星﨑区長、味上署長、半澤校長、吉川会長、井坂校長にお願いし、さらに教職員からは、裏面の方々

にお願いしたい。お認めいただけるか。拍手（承認） 

（山田副校長） 

ありがとうございました。ご多用とは思うがメンバーの方には出席をお願いしたい。また欠席の際は、

代理の方の出席をお願いしたい。第一回の部会の開催は、10月 23日であり、追って依頼状を送付する。 

では、３の協議をお願いしたい。この部分の進行は赤羽会長にお願いする。 

（赤羽会長） 

では、次第に沿って「報告」をお願いする。まず、柏陽高等学校の教育活動の状況について報告を願

いたい。 



［報告］柏陽高等学校の教育活動の状況について 

（研究・広報グループ 間辺総括教諭）スライドを用いて以下を説明 

・4 月から 9 月まで教職員一丸となって教育活動を行ってきた。生徒の活動も活発であった。 

・進路実績については、データのグラフ化などを通して色々と調べている。例えば学年進行に伴う第

一志望校の変化などを調べた上で課題を明らかにし、教育活動へと繋げていきたい。 

・英語 4 技能や、大学入試の変化などに伴う進路指導の在り方については、進路指導グループを中心

に進めている。土曜講習の開講数や参加者数の推移などを見ると、どちらも増加していて教員・生徒

の意識が高まっている様子が伺える。 

・行事なども順調に進めている。例えば 6 月には姉妹校であるメモリアル高校から 20 名ほどの生徒と

教員が来校し、本校の授業に参加するなどして一日を過ごした。8 月は公私合同説明会や学校説明会が

あり、広報活動を行った。海外研修も 7 月のスタンフォード大学、8 月の UCLA にて実施した。8 月

には防災訓練を実施し、学年別に消火器、放水、煙などの体験活動を行った。 

・今年度に入り、生徒の活躍も顕著である。国連平和大使に選ばれた生徒、囲碁で日本一に輝いた生

徒、英語ディベートでも日本一になったグループがある。 

今後も充実した教育活動を行いながら、生徒の活躍を支えていきたい。 

 

(1)学校目標の進捗状況及び課題 

（赤羽会長） 

次に「（１）学校目標の進捗状況及び課題」に移る。前回に続き、「平成 31年度学校評価報告書 目標

設定」とある資料をみて欲しい。その表の視点の１～５の順に説明をお願いしたい。 

（教務・学習グループ 川上総括教諭） 

「１ 教育課程・学習指導」について説明する。 

行事も部活も盛んな学校である。その上で、勉強もしっかりやりたいと、という生徒が多い。そのた

め、長期休業中や土曜日の講習を充実させている。講習も生徒のニーズに合わせ、基礎から発展に至

るまで様々なレベル・内容のものを用意している。 

（赤羽会長） 

「２生徒指導・支援」についての説明を願いしたい。 

（活動支援グループ 米須総括教諭） 

部活動アンケートを実施し、活動目標を明確化したり、活動目標の達成に向けた支援を施している。

意識調査では 9 割以上の生徒が目標達成に向けて努力していると答えた。今年度は特に部活動の活躍

が著しい。囲碁将棋、英語部、理科部などが好成績を上げた。囲碁将棋部と英語部は全国大会に出場

し、優勝した。陸上と軽音楽部は関東大会に出場した。 

（生活支援グループ 甲斐総括教諭） 

②については、具体的な方策として「②教育相談に関する…」を掲げている。個々の生徒に対し、ケ

ース会議による対応やスクールカウンセラーへの相談など体制作りを充実させたい。今年度はこれま

でに、ケース会議が 1 件、スクールカウンセラーへの相談は 9 件あった。 

スクールカウンセラーに来てもらっているのが月に 2 回と尐ないため、もう尐し来てほしいと思う。 

（赤羽会長） 



次に「３ 進路指導・支援」についてお願いする。 

（進路指導グループ 千葉総括教諭） 

夏休みには各担任が生徒・保護者との個別面談を実施し、おのおのが考えていることや選択科目、志

望校などを話し合った。夏に保護者対象の進路説明会したところ、200 以上の世帯の参加があった。

新入試についての情報提供と学校の方針について説明をした。志望する大学への合格達成に向けて、

弱気にさせない指導が大事だと考えている。 

（赤羽会長） 

「５ 学校管理・学校運営」についてお願いする。 

（山田副校長） 

学校運営については副校長の山田から説明する。 

企画会議、グループ会議、学年会、教科会など様々な会議がある。特に、職員会議では校長の指示伝

達として県教育委員会の情報、本校の教育活動について学校に何を求められているかなど、情報の共

有化を図り、学校目標の達成に向け組織的に取り組み，一体的な学校運営を果たしている。事故防止

会議は年間計画に沿って毎月行っている。成績処理における事故検証をテーマとして外部講師による

不祥事防止研修会も 7月に実施した。課題として夏に効率よく計画的に開催していく。 

（総務・管理グループ 川名総括教諭） 

BYODやクラウドなど、ICTの教育利用が盛んになってきた。校舎については築 50 年ということもあり、

ドアの開閉の不具合や雨漏りなどの老朽化から生じる問題が目立つ。先日の台風の時にはヒマラヤス

ギが銀杏の木を道連れに倒れた。50 周年のスローガンの垂れ幕もちぎれた。10 月 23 日に見ていただ

くが、防災マニュアルについては細かく検討しているところである。 

 

(2)意見交換 

（赤羽会長） 

老朽化の話は衝撃的だった。各担当より説明をもらったので、これより協議に入る。委員の皆さまに

はより、率直な感想、意見、また質問等を頂戴したい。予定より早く議事が進行しているので、忌憚

のないお話をいただきたい。 

（細田委員） 

防災訓練は良いやり方をしている。地域で行っている防災訓練は、新しい方法を取り入れることもな

く、形式的になりがちである。しかし、柏陽高校は、煙体験も避難経路を考えさせるなど、ゲーム性

もある。そのような防災訓練のあり方などは地域の方々にも伝えてほしい。 

（味上委員） 

防災訓練については、栄消防署も報告を受けている。訓練は形式的になってはいけない。反省点は、

いつも使えない状況を想定すると、それだけが頭にのこる。まずは、最善の経路を知ったうえで、自

分で判断し、直近のルートを判断できる訓練が必要である。そのためには、まずは基礎を十分理解さ

せる教育が大事である。小中学校では困難だが、高校生ならその判断を自分で下すことが可能ではな

いだろうか？「起きないだろう」「自分には関係ない」という考えを改め、一人ひとりの意識を高める

ための防災教育が必要である。また、生徒任せではなく、先生も一人ひとりが率先して意識を高める

ことが必要である。 



（赤羽会長） 

生きるための本質的な力、生きる力を培う内容の教育が必要ということであろう。基礎が大事という

ことだが、それはどう身に付けさせるべきか？ 

（味上委員） 

例えば、ここにいるときの避難経路はどこなのか？など、常に考えさせる事が必要である。昨年、生

徒と防災に関する意見交換をしたが、帰り道を多くの生徒が知っていて意識の高さを確認した。交通

機関がマヒすることはもはや非常時とは言えない。小中学生の時から意識させることが大事である。

基本的なことをきちんと理解させたうえで、いざというときに応用できる知識や考え方を身に付けさ

せたい。 

（半澤委員） 

中学生も、指示待ちで自らを守るという意識は弱い。挨拶ができることで褒められるが、挨拶ができ

ることで次何ができるかを考えさせる（示していく）ことが必要である。大学入試制度も含めて、ど

のような資質を伸ばしていくか、を考えさせる教育が必要である。本校教員もディベートに興味を持

っている。授業を見せてほしい。 

（井坂副会長） 

どうぞ、明日からでも本校の授業をご覧いただきたい。探究学習発表会の中に、柏陽高校の防災はだ

め、というものがあった。生徒から叱られた。その後、消防署に勉強に行った。確かに多くの生徒は

意識が低いかもしれない。特別な生徒を起爆剤に、進めていきたい。防災訓練も見学に来ていただき

たい。 

（赤羽会長） 

思考力、判断力、そして主体性が重要視されていると思う。 

（丸山委員） 

いろいろなことを頑張っていると思う。秀でた生徒だけでなく、そうでない生徒に対しての高校側の

指導についてはどうか？生徒相談、補習など補足説明あるか？ 

（川上総括教諭） 

補習は進学に向けたものだけでなく、不振だった生徒に対して指名で行うものもある。1 日や 2 日の

短期間の補習もあり、より多くの生徒が参加して学べるような仕組みなども検討している。 

（丸山委員） 

進学についてはどんどんデータを分析して実績の向上に努めて欲しい。次回は年次の変化など比較で

きるデータを見たい。東工大については、オープンキャンパスにも来てほしい。大学にもアドミッシ

ョンの担当がいて、受け入れ態勢を整えている。12 月には福岡から 80 人が見学に来た。柏陽高校か

らも来て欲しい。 

（千葉総括教諭） 

東工大志望者は 1 年より多いが、学年が上がるにつれて尐なくなる傾向にある。 

（川上総括教諭） 

3 年は今でも東工大は人気が高い。これからでも頑張れば伸びることを伝えて意識を高めたい。 

（赤羽会長） 

親の立場について聞きたい。 



（吉川委員） 

子供はポジティブで落ち込むことはない。柏陽の生徒は同学年だけでなく、縦のつながりもあって心

強い。コミュニケーション能力の高い生徒が多い。井坂校長は、テレビのニュースにも出演したとい

うが。 

（井坂副会長） 

今の 2 年から大学入試が変わる。特に、英語の民間試験利用について、あと半年しかないのに準備が

進んでいない。校長会から文部科学省に申し入れをしたことが取材されテレビで報じられた。 

（吉川委員） 

テレビや新聞で見た。 

（丸山委員） 

文科省からのレスポンスはあるか？ 

（井坂副会長） 

レスポンスがないので、改めて申し入れをしようと思っている。国公立大学でも「やりません」と文

科省に行ってほしい。 

（赤羽会長） 

ディベートのテーマになりそうである。星﨑区長、区民からいろいろなことを要求されるのではない

か？ 

（星﨑委員） 

栄区では安全安心の街づくりのため、セーフコミュニティの国際認証を取得している。その中で、ど

んな年代の人がどんな活動をしているか、まとめてみたところ、高校生の活動がないことがわかった。

ぜひ柏陽高校の協力をお願いしたい。 

（川名総括教諭） 

3 年前から模擬店をやっている。 

（赤羽会長） 

高校生に期待することは？ 

（細田委員） 

高校生になると地域の活動は難しい。長年の課題である。それをうまくやっている自治会はない。 

（赤羽会長） 

確かに地域としてまとめることは難しい。とはいえ、地域とのつながりは大事である。生きる力を身

に付けさせるために、どのような生活を送らせる必要があるか？高校として何ができるか？を考える

べきである。 

（細田委員） 

挨拶運動は小学校からやっている。ただ、子供は見知らぬ人にまで挨拶をしてしまう。それが迷惑に

なってしまったり、誘拐されたりするリスクなどもある。昔は知らない人には声をかけるな、今は知

らない人にも声をかけろ。中学生ならそれらの善悪を判断ができかもしれないが、小学生には難しい

だろう。 

（甲斐総括教諭） 

本校では挨拶はできるだけしなさい、と指導している。できない生徒もいるが、校長は積極的な声掛



けをしている。 

（赤羽会長） 

高校生に求めていることを一人ずつ話して欲しい。 

（半澤委員） 

中学と違い、飛躍する年代である。2 月の探究学習の発表会を見て、中学生との違いを実感した。自立

に向けて本格的に飛び出す時期でもあり、柏陽高校が牽引してほしい。 

（星﨑委員） 

地域とのかかわりを常に意識してやってほしい。 

（細田委員） 

コミュニケーション能力の高い生徒を伸ばしてほしい。企業のトップにいたような人はコミュニケー

ションが取れない。学業も大事だが、社会で最も大事なのはコミュニケーション能力である。 

（丸山委員） 

主体性に喜びを感じてやることが大事である。将来のリーダーになれるよう努力して欲しい。また、

それができる環境にいることを感謝して欲しい。 

（味上委員） 

中学は地元、高校は違う。生徒は各地域から来ていると思うが、地域との兼ね合いについての仕組み

づくりが必要である。大規模災害では生徒を守ることも必要である。学校帰りに急病人を助ける、な

ど高校生も地域に出ていける形が作れたらいい。強制する話ではないが、生徒に選ばせて社会貢献に

つながる活動をさせられるといい。勉強だけでなく、社会経験も必要である。 

（吉川委員） 

高校生は大人とみなされる。ルールを知らないことは怖い。緊急時にどう対処したらいいのか、ルー

ルを教えることが必要である。生きるためには窓から飛び降りるという選択をする必要もあるかも知

れない。親も知らないことが多い。一緒に学んでいけるようにしたい。 

（赤羽会長） 

仕組み作りなど、いろいろな意見をありがとう。いただいた意見を参考に、今後とも学校運営をお願

いしたい。 

（山田副校長） 

では、「４事務局から」に入る。 

今後の日程については、資料のとおりである。様々な行事が行われるが、その都度皆さまには案内を

送る。学校にお越し頂きたい。最後になるが、何か意見や質問はあるか。 

（吉川委員） 

ＰＴＡより連絡。柏陽高校の名前が入った文房具を作った。委員の皆様にお渡しする。 

文化祭の PTA のコーナーで販売している。売り上げは教育活動に使って欲しい。 

（山田副校長） 

それでは、これで第二回学校運営協議会を終了する。 

 

 

 



 


