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神奈川県立柏陽高等学校における学校運営協議会 開催結果 
本校の学校運営協議会を次のとおりに開催した。  

審議会等名称 神奈川県立柏陽高等学校 令和３年度 第１回学校運営協議会 
開催日時 令和３年７月 24日（土） 10：00～12：00 
開催場所 神奈川県立柏陽高等学校 大教室 
［役職名］ 
出席者 

［委員］赤羽 三枝  （元県立高等学校長） 
    小山内 いづ美（横浜市立大学理事長） 
    冨士田 学  （横浜市栄区区長） 代理出席 藤澤 智明（副区長） 
    渡辺 又介  （横浜市消防局栄消防署長） 
    湊 浩一   （横浜市立本郷中学校長） 
    原 南実子  （横浜市立本郷台小学校長） 
    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） 
    田中 均   （柏樹会会長） 
    川口 あかね （柏陽高等学校 PTA会長） 
    井坂 秀一  （柏陽高等学校長） 

［事務局］田代 武（副校長）、神橋 憲治（教頭）、飯塚 洋史（事務長）、 
東條 薫（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）、安留 桜子（総括教諭）、 
須賀 脩太郎（教諭）、佐藤 衆（教諭）、辻角 桃子（教諭） 

学校運営協議会概要 
 
開会 

 

１ 校長あいさつ 

 （井坂校長） 

多忙の中、集まっていただき感謝する。本日は、第 1回目の学校運営協議会であり、まずは委員の皆さまに今

の柏陽高校のことを少しでもご理解いただきたい。 

 

 

２ 学校運営協議会の開会にあたって 

(1)学校運営協議会委員の委嘱 

（井坂校長） 

神奈川県教育委員会からの、委嘱状（本校学校運営協議会委員として任命する）をお渡しする。 

 

(2)学校運協議会委員及び事務局員紹介 

 （赤羽委員） 

柏陽高校には、教員時代の平成 17年度から３年間勤務し、総括教諭も経験し、教員として濃い時間を過ごし

た。ご縁があって、学校運営協議会委員として話があったので精一杯務めたい。 

 （小山内委員） 

 以前栄区長を務めていた際、柏陽高校とは地域の発展を目指して協働することがあった。横浜市立大学には、

柏陽高校の卒業生が多く進学してきている。高大連携も行っており、そういった連携等の紹介をしたい。 
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 （川口委員） 

 保護者代表として努めさせていただく。 

 （田中委員） 

 今後も優秀な卒業生を輩出することが期待し、母校とともに同窓会をより充実した組織としていきたい。 

 （原委員） 

 高校は来年度より新学習指導要領による教育課程が展開されることになる。小学校からの学びをどうつないで

いくかを連携して考えていきたい。 

（藤澤副区長（冨士田委員代理）） 
 栄区に県立高校を代表する柏陽高校があることを誇りに思う。 

 （細田委員） 

 柏陽高校の生徒に、栄区の様々な行事に参加してもらってから、柏陽高校の存在が地域に浸透してきた。柏陽

高校の特徴が更に周知されていくことで、もっと地域への浸透が進んでいくのではないかと期待している。 

 （丸山委員） 

 多くの柏陽高校の生徒に、東京工業大学へ進学してほしい。 

 （湊委員） 

 栄区に、本郷のまちに、同じ地元の学校として柏陽高校があることは、極めて重要なことと思う。 

 （渡辺委員） 

 柏陽高校を、防災における地域の核として頼りにしている。コロナ禍での防災訓練は工夫が必要だが、連携し

て行っていきたい。 

（井坂委員） 

改めて宜しくお願いしたい。 

 

(3)学校運営協議会について 

 （井坂委員） 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、学校と保護者や地域の方々が力を合わせて学校の運営

に取り組む仕組みであり、学校の運営や必要な支援に関して協議する機関である。協議会の委員は、保護者や、

地域の方々、学識経験者の方々から教育委員会が任命することとなっている。 

学校運営協議会の機能は３つあり、①学校運営の基本方針を承認する。 ②学校運営について意見を述べる

ことができる。 ③教職員の任用について教育委員会の規則に定める事項において、意見を述べることができ

ることとなっている。 

 [資料：神奈川県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則] 第 3条・第 5条・第 7～8条の確認 

[資料：神奈川県立学校に設置する学校運営協議会の運営等に関する要綱] 第 10条の確認 

 

(4)会長及び副会長の選出 

 （田代副校長） 

「神奈川県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則」の第７条により、会長及び副会長の選出は

互選となっている。 

（川口委員） 

一昨年の学校運営協議会発足のときから会長を務められ、県立高校で校長の経験もあり、また柏陽高校でも教

員として勤められた赤羽委員を会長に推薦する。 

（田代副校長） 

委員の皆さまはいかがか。異論がないようなので、赤羽委員を会長とする。続いて、副会長の選出に移る。 

（赤羽会長） 

会長を補佐していただくことを考えると、副会長は引き続き柏陽高校の井坂校長にお願いしたい。 

（田代副校長） 

委員の皆さまはいかがか。異論がないようなので、井坂委員を副会長とする。 

次に次第「３ 協議」に移る。「規則」に基づき、ここからは、赤羽会長に議長をお願いする。 
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３ 協議 

(1)学校運営協議会の組織について 

  

ア 学校評価部会 

（赤羽会長） 

[資料：神奈川県立学校に設置する学校運営協議会の運営等に関する要綱]の第 10条（部会の設置、運営）を

確認する。部会について何かご意見はあるか。 

（井坂副会長） 

学校評価部会について、委員５名から８名程度とあり、会長が指名するとなっている。私を含め 11人の方に

委員をお願いしており、学校評価については校長として皆さまそれぞれのお立場からのご意見を頂戴したい。

８名程度とありますが、委員全員の皆様に学校評価部会の委員になっていただきたい。 

（赤羽会長） 

皆さまいかがか。異議なしということで、11名すべてを学校評価部会の委員として指名する。 

学校設置部会の設置についてはいかがか。 

 

イ 学校設置部会 

（井坂副会長） 

学校設置部会については、学校の安全、防災等に関する部会の設置をお願いしたい。５年前の 11月、本校で

はノロウイルスの蔓延により３日間学校を閉鎖した。その際、栄区の方々には毎日学校においでいただき、全

職員に対し、急遽、感染症の基礎知識の講演、実際に校舎全体の除菌の指導、用具の支援等三日間お世話にな

り、まさに栄区の力でピンチを乗りこえることができた。 

また一昨年度は、栄消防署の方に学校に来ていただき、防災用具の保管場所についてご指導していただいた。

地震や豪雨などの防災、また、日常的に安全安心な学校づくりを推進するため、今年度も「学校安全防災部会」

のようなものの設置をお願いしたい。 

（赤羽会長） 

皆さまいかがか。異論なしということで、学校設置部会として「学校安全防災部会」の設置を承認する。 

「要綱」の第 10条、第４項には、「学校設置部会は、会長が指名する委員のほか、当該学校の教職員及び委員

以外の者を構成員とすることができるものとし、人数の制限は設けない」とある。構成員については今後調整

を進めさせていただき、私、会長の方から委員を指名する。 

 

(2)令和３年度神奈川県立柏陽高等学校の学校運営について 

（赤羽会長） 

協議の前に、柏陽高校について、【報告】をお願いする。次に、「３ 協議」の（2）の「ア 柏陽高校のミッ

ション・学校目標」、「イ 令和４年度からのミッションの再定義について」、「ウ 学校組織の編成について」、

「エ 教育計画について」の事項の説明をお願いし、その後承認の手続きをとるために質疑を行う。【報告】

について事務局にお願いする。 

 

報告 

「新型コロナウイルスに係る本校の対応」 

（井坂校長）・・・（パワーポイントを使い説明） 

 ・朝のラッシュ時を避けて時差通学を実施し、朝のホームルームでは、学級担任が生徒ひとりひとりの健康観

察を行う。 

・昨年度は、学校行事を工夫して行った。合唱祭は中止となったが、その代替行事として、生徒が名称を考案

した「ワンチーム・ワンテイク」を行った。入学式は、三密防止のため、生徒のみを体育館に入れて実施し、

保護者には配信映像を各教室で見ていただいた。 

 ・授業では、BYOD の回線を利用して、オンライン上で学びの共有を行っている。５月には、県教委からの通

達で、オンライン授業を試行として行った。生徒は登校せずに、家から映像授業に参加した。各教科・各教

員によって様々な工夫が見られた。 
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「本校の教育活動について」 

（研究・広報グループ 東條総括教諭）・・・（パワーポイントを使い説明） 

・グランドデザインで掲げる「次代の担う人材の育成」を目指し、高い学力やコミュニケーション能力、リー

ダーシップ、豊かな人間性、社会性を、学校生活（授業、行事、部活動等）を通して身に付けさせる。 

・スローガンとして「授業の柏陽」を掲げ、教員は矜持をもって授業改善に取り組んでいる。 

・授業のほかに、土曜講習、夏期講習等の実力アップ講座を行い、基礎から応用・発展まで、生徒の実情に応

じた学びの場を提供している。 

・進路指導では、面談や進路集会を中心とした細やかな進路指導を行っており、面倒見の良さが特徴である。

今春の大学入試では、現役生の 40％が国公立大学に進学するという実績に結びついている。 

・グローバル教育として、生徒全員対象の英語の即興型ディベート大会や海外修学旅行、姉妹校交流に加え、

希望者向けに校内で行う英語研修や実際に海外へ行く UCLA研修など多くのプログラムを用意している。 

・大学や研究所、外部機関と連携して、学問への興味関心を高め、将来の進路を考える機会となるキャリアア

ップ講座を行っている。 

・新学習指導要領の軸となる「総合的な探究の時間」について、本校では伝統的に「科学と文化」（１年次）

として探究活動に取り組んでいる。探究活動を通して、論理的思考力やプレゼンテーション能力を高めるこ

とを目的としている。卒業生の中には、「科学と文化」での探究活動を深め、その実績により国公立医学部

医学科公募型学校推薦に合格した者もいる。新教育課程では、「科学と文化」は２年次の履修科目として、

探究の基礎となる能力を１年次で養うような体系的な指導計画を検討している。 

・柏陽高校には、勉強、行事、部活動すべてをバランスよく頑張りたいと考える生徒が多く、学校行事、部活

動も盛んに行われている。 

 

ア 柏陽高校のミッション・学校目標 

（井坂校長） 

・本校は平成 30年４月、県教育委員会より「学力向上進学重点校」に再び指定され、令和３年４月からも引

き続き指定された。県立高校の牽引役としての役割が期待されている。 

・全県立高校の中で、いわゆる難関と称される大学への現役進学において高い実績を上げることを求められて

いる。 

・「教育課程・学習指導」「生徒指導・支援」「進路指導・支援」「地域との協働」「学校管理・学校運営」の５

つの観点について学校目標を設定し、年度末には学校評価を行っている。 

・令和３年度学校目標として、「生徒の学習習慣を定着させ、基礎学力の向上を図る」や、具体的な方策とし

て「実力アップ講座やキャリアアップ講座等、多様な学習の機会を提供する」などを挙げている。これを踏

まえて年度末に評価いただきたい。 

   

（総務・管理グループ 甲斐総括教諭）「資料：柏陽高校の教育活動について」P２～P５ 

・「環境衛生関係」「防災関係」「PTAとの連携」「同窓会との連携」「学校会計の取組み」を柱としている。 

・防災訓練は年３回行うが、昨年度は新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休校があったため、２回しか実施

できなかった。栄消防署にご指摘いただき、防災資機材の移動を行うなど、安全・安心の教育環境のための

整備を行っている。 

（研究・広報グループ 東條総括教諭）「資料：柏陽高校の教育活動について」P６～P９ 

・「HPの充実」に特に力を入れている。行事のページの更新は、迅速に行うよう努めている。 

・グローバル教育に関しては、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、海外研修のほとんどが中止とな

り、修学旅行も台湾に行くことができず、沖縄に行き先を変更しての実施となった。海外研修は渡航が現状

できないため、形を変えるか、時期をずらすか等、創意工夫をして生徒の学びの場をつくるために実施を検

討している。 

（教務・学習グループ 川上総括教諭）「資料：柏陽高校の教育活動について」P10～P11 

 ・教科ごとに PDCA サイクルを行い、組織的な授業改善に努めている。 

（進路指導グループ 千葉総括教諭）「資料：柏陽高校の教育活動について」P12～P17 

・52期生（2021 年３月卒業）は、現役生の 40％が国公立大学に合格した。 
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・コロナ禍の中、大学入学共通テストの初年度で、生徒・保護者は不安があったが、休校期間中に Google Meet

を用いた個人面談を実施したり、出願指導検討会を 12月に実施するなど、生徒の現状把握に努め、不安を

払拭することができた。 

・保護者対象説明会、「東大 in柏陽」「東工大 in柏陽」を行い、生徒の進路の目標を支援できるような体制を

つくっている。 

（生活支援グループ 甲斐総括教諭）「資料：柏陽高校の教育活動について」P18～P20 

・本年度は、これまで６月、11月に行っていた生徒情報交換会を、新着任の教職員向けに４月にも行い、様々

な事情を抱えた生徒の情報を共有することで、適切な指導が行える体制づくりをした。 

・一昨年度から「柏陽高校登下校時の登校マナー」を作成・周知し、交通ルールの遵守を徹底している。 

・６月に「第１回 学校生活に関するアンケート」を全校生徒対象に行い、現時点でいじめ等はないことが確

認された。 

（活動支援グループ 安留総括教諭）「資料：柏陽高校の教育活動について」P21～P23 

・コロナ禍での学校行事は生徒と教員で話し合いを重ね、様々な工夫を行って実施している。 

・部活動について、本年度すでに陸上部、英語部が優秀な成績を残している。 

・栄区との協働は、新型コロナウイルス感染症の流行で、先の状況が見えないが、現時点でいくつかの催しを

予定している。 

（井坂校長）「資料：柏陽高校の教育活動について」P24 

・令和４年度より、高等学校の教育課程が学年進行で変わることを踏まえ、今後の柏陽高校のあり方について、

説明する。 

・基本的な方針は変わらないが、「授業の柏陽」をより明確に、より具体的に打ち出して取り組んでいく。 

 

ウ 学校組織の編成について 

（田代副校長） 

・「資料：柏陽高校のミッション・学校目標等」P11「学校校内組織図」の確認 

・総務・管理、研究・広報、教務・学習、進路指導、生活支援、活動支援の６つの校務グループ、各学年、各

種会議・委員会という形で学校運営をしている。今回の学校運営協議会も、学校組織に組み入れられている。 

  

エ 教育計画について（含・教育課程の編成について） 

（教務・学習グループ 川上総括教諭） 

・「資料：平成３年度入学者向け学校案内」P８「教育課程」の確認 

・国公立大学進学を意識させることに加え、将来の国際社会で活躍できる人材育成のため、２年生までは文理

の類型選択は行わず、１科目を除いて全員が共通の科目を学ぶ。 

  

オ 予算に係ること 

（飯塚事務長） 

・「資料：柏陽高校のミッション・学校目標等」P12～P13「柏陽高等学校の予算について」の確認 
・公費及び私費の団体徴収金、学校徴収金の予算については、資料のとおりである。 
 
（赤羽会長） 
ウ、エ、オの各事項について、ご質問等いかがか。 
（田中委員） 
教育課程について、来年度から学習指導要領が変わり、課程編成が変わるところで、おおまかにどのようなと

ころが変更になるのか。 
（教務・学習グループ 川上総括教諭） 
基本的に国公立大学を目指すということで、２年次まですべての科目を共通で学ぶという形としていく。共通

テストの科目は、必履修科目で２年次までにほぼ終わらせ、３年次で受験科目を学ぶというのは変わりはない

が、大枠な選択科目というよりは、ある程度皆で学校全体として国公立を目指すような方向の教育課程を考え

ている。 
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（井坂校長） 
新しく公共などの必履修科目もできるので、変わる部分もあるが、基本的には今までの教育課程の考え方をよ

り鮮明にしていく。学力向上進学重点校とエントリー校があるが、それぞれの教育課程を見ると、国公立大学

進学を目指しているのか、そうでないのかがある程度見てとれるものである。本校はこれまでと変わらず、国

公立大学進学を目指すというスタンスでやっていく予定である。 
（赤羽会長） 
学校運営についての多岐にわたる説明があった。「規則」により、説明のあった内容に対して、協議会として

承認する必要がある。令和３年度の神奈川県立柏陽高等学校の学校運営に係る基本的な方針について、委員の

皆さまはいかがか。異論がないようなので、当協議会として、承認する。 

ここで、「イ 令和４年度からのミッションの再定義について」に戻る。ご意見を頂戴し、その内容について、

校長の方で必要に応じて、県教委と調整いただくよう進めたいと思う。 

（井坂校長） 

・昨年、文科省ですべての高等学校でのスクール・ミッションの導入が決まり、県教委では、再定義に学校運

営協議会の意見を頂戴することを決めた。 

・高い学力の育成や豊かな人間性、社会性の涵養等、基本的な部分は今までのものと変わらないが、柏陽らし

い文言にできるとよいと思う。 

（赤羽会長） 

再定義用のミッションに基づき、何かお気づきの点等、ご意見を願う。小・中・高という教育ステージを考え、

どのようなミッションが望ましいか、小学校校長の原委員、中学校校長の湊委員いかがか。 

（原委員） 

・探究や問題解決に向けての授業が実際に行われていて、教育課程にも反映されている。 

・再定義とあるが、この案で賛成である。 

（湊委員） 

・学校の基本方針がしっかりと表れており、公立中学校との違いを感じた。 

・育成したい生徒像にある国際社会のリーダーをひとりでも多く輩出することを願っている。 

（田中委員） 

・様々な教員の授業に着目して、焦点を当てることにより、教科を超えた授業改善につながっていく。 

・将来の国際社会でリーダーとして活躍できる人材の育成のために、英語即興型ディベート大会の Fun Fun 

English に取り組むなど、学校をあげて実践的な英語活用能力を育てていく姿勢が伝わってくる。 

 

 
(3)その他（意見交換） 

（小山内委員） 

・教員同士の風通しが良く、それを感じ取って生徒もオープンな気持ちで学習しているようだ。 
・横浜市立大学も国際的な人材の育成に力を入れており、留学生もいる。今はコロナでなかなか厳しい状況で

あるが、柏陽高校の生徒とも交流する機会があれば良い。 
・横浜市立大学はデータサイエンス学科を新設し、今後社会の様々な課題について、分析・評価し、地域に活

かしていくことを掲げている。柏陽高校のミッションでもそのような文言が見られて良いと思った。 
（藤澤副区長（冨士田委員代理）） 
・カリキュラムの組み方と教員の連携が素晴らしく思った。 
・高校３年間は多感な時期であるので、くじけそうな生徒にもフォローを入れることをお願いしたい。  
（渡辺委員） 
・教員も生徒と一緒になって楽しみながら、前向きに向かっていく姿勢や熱い思いが伝わった。 
・柏陽高校の防災教育は、AEDの体験など非常に熱心であると感じる。引き続き協力してやっていきたい。 
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（湊委員） 
・柏陽高校の生徒は、横浜市以外から通学する生徒が 45％で、学区を全県一区にしたことをうまく活用して

いる。柏陽高校に魅力があるので、生徒が集まり、高い進学実績につながっているのだろうと思った。 
・「授業の柏陽」を掲げているのも素晴らしい。井坂校長の強いリーダーシップを感じた。 
（原委員） 
・小学校と高校は離れているようだが、今日は非常につながりを感じた。明確な意思をもった人材育成を掲げ

る高校が身近にあることは、同じ地域の学校として非常にありがたく思う。 
・栄区役所による駅前を活性化させる事業に、小学生が参加した。地域の方に元気になっていただきたいとの

思いからだったが、逆に、自分たちが元気をいただいた。同じ地域に住む子どもたちがこのような場で交流

していけると良いと思う。 
（細田委員） 
・授業では、生徒はグループで様々な活動を行っている。ある事象の理由や要因を「なぜか」と考えさせるこ

とは重要で、柏陽高校ではこのような活動が実践されていて感心した。 
・近隣の中学生が柏陽高校の話をしていて、地域にも柏陽高校が浸透してきたことを感じた。 
（丸山委員） 
・東條総括教諭のプレゼンテーションがわかりやすかった。生徒は、このような教員の発表を見て、プレゼン

テーション能力を高めていくのではないか。 
・コロナ禍で、生徒も行動が制約され、フラストレーションがたまる中、様々な行事を行っているのが良い。

活動支援グループの教員を労いたい。 
（田中委員） 
・コロナ禍で進学実績が伸びたのは、教員の尽力の賜物である。 
・私も去年一年間、Zoomなどで授業を行ったが、対面でなくても、教員が頑張れば頑張るほど、生徒の実力

はついていくことを実感した。大変だが、これからも頑張ってほしい。 
（川口委員） 
・改めて柏陽高校の教育活動では、これだけ多くものが用意されていることを感じた。 
・実力アップ講座では、教科学習における到達度によって基礎の講座も準備しているのは、保護者として助か

る。生徒は塾に頼るのではなく、もっと学校を利用すべきだと思った。 
・英語のプログラムが揃っている点は良いが、UCLA研修などは参加できる人数が限定されており、どうして

も希望者全員が行けるわけではない。海外へ行く最初の一歩を踏み出すのは、やはり生徒にとって怖く、学

校が実施してくれるのは、生徒も保護者も安心である。もう少し参加できる人数が増えると良いと思う。 
（井坂校長） 
・UCLA 研修は平成 30 年度に始まり、初年度は 40人定員が埋まらず、催行最低人数を満たして何とか行くこ

とができた。次の令和元年度は、40 人定員に対して、70数人の生徒の参加希望があり、県教委と交渉して

50人まで定員を増やすことができたが、それでも 20数人の生徒は行けなくなってしまった。１年生は来年

度があるから２年生優先で行くことにしたが、新型コロナウイルス感染症が拡大してしまい、昨年度は実施

できなかった。 

 （川口委員） 
 ・コロナは仕方ないが、行きたい生徒が行けるような制度を整えてほしい。 
（赤羽会長） 
・コロナ禍で、様々なことが予定どおりに行かなくなってしまい、今在籍している生徒や教員は苦労している
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ことと思う。アフターコロナを見据えた提言があれば伺いたい。 
（丸山委員） 

 ・今後、対面授業だけではなく、オンライン授業などは行っていくのか。 
 （井坂校長） 
 ・オンライン授業は試行で行った。授業によってはオンライン授業を一定程度やっていくことも必要だが、本

校は全日制普通科の課程であり、大きな学びはやはりグループ活動にあると思う。互いに接することで伸び

てくる学力もある。ICTの活用など大学からも学んでいければと思っている。 

 ・現在大学では、対面授業とオンライン授業のハイブリッドなのか。 

 （丸山委員） 
 ・まだ完全にはできていない。 
・昨年度の大学１年生はオンライン授業がほとんどで、対面授業は最小限であった。学生はフラストレーショ

ンがたまることになっているので、何かイベントのようなものができればと思う。横浜市立大学の取組みは

いかがか。 
 （小山内委員） 
 ・横浜市立大学もハイブリッドでやっている。 
 ・昨年度は対面の講義が少なく、孤独になり悩んでしまう学生も多かったので、本年度はなるべく少人数での

対面授業を実施しており、その他はオンラインという形である。 
 ・オンライン授業は、いろいろな人が学び直しができ、エクステンション講座では、今までは金沢区域が多か

ったが、市内、県内、全国、テーマによっては海外も広がりが期待できる。 
 ・医学部は、解剖などの実習をシミュレーションで行うことを始めている。 
 （丸山委員） 
 ・海外研修や交流もオンラインを使って、行っていければよいのではないか。 
 （赤羽会長） 
 ・コロナ禍は、デメリットだけではなく、メリットも多くあると思う。ピンチはチャンスで、この機会を生か

して、教育活動を発展させていただきたい。 
 ・最後に、質問や意見はあるか。 
 （川口委員） 
 ・地域との交流という点で、私の子どもが１年生のときに合唱部で、さかえ福祉フェスタに参加した。部の人

数が多いと、コンクールなどには全員が参加できないので、さかえ福祉フェスタで発表の場をいただき、目

標があるから頑張れるという経験ができて、地域の方とも交流できてとても良いと感じた。 
 ・文化部は地域との交流として、栄区の文化的な発表会や、今はコロナ禍で難しいかもしれないが、老人ホー

ムなどの施設での交流ができると良いと思う。 
（赤羽会長） 

・議事の進行にご協力いただき感謝する。進行を事務局に戻す。 

 

 

４ 事務局から 

(1)今後の日程等について 

（田代副校長） 

 ・当協議会は一昨年度は３回実施を計画していたが、年度末３月は、新型コロナウイルス感染症のため、書面

開催とした。また、昨年度は年２回いずれも書面開催となった。本来であれば、学校行事や研究授業、総合

的な探究の時間「科学と文化」の発表会等のご案内をしたいが、現状では何とも申し上げられない。 
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 ・最終回は、学校評価となり、令和４年の３月開催を予定している。事前に日程調整をさせていただき、何と

か実施したいと考えているので、ご理解いただきたい。 

 

 
閉会 

 
会議資料 ・神奈川県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則 

・神奈川県立学校に設置する学校運営協議会の運営等に関する要綱 
・神奈川県立学校のコミュニティ・スクール 
・令和３年度 学校要覧 
・柏陽高校の教育活動について 
・柏陽高校のミッション・学校目標等 
・平成３年度入学者向け「学校案内」 

次回開催予定 ３月（開催日未定） 
問合せ先 県立柏陽高等学校 副校長 田代 武 

電話番号 045(892)2941 
 


