
 

令和３年３月 31 日  
神奈川県教育委員会教育長 殿 

神奈川総合産業高等学校(全日制)  

令和２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 
１年間の目標 

取 組 の 内 容 校内評価 学校関係者評価 総合評価（３月31日実施） 

（令和２年度策定） 具体的な方策 評価の観点 達成状況 課題・改善方策等 （２月書面実施） 成果と課題 改善方策等 

１ 
教育課程 

学習指導 

①探究活動、体験
活動、研究活動を
充実させ、生徒一
人ひとりの個性を
いかした教育課程
を編成するととも
に、主体的な科目
選択ができる系と
分野のシステムを
充実させる。 
② 創 造 力 、 推 進
力、発信力の育成
と学習習慣を確立
させ、生徒一人ひ
とりが積極的に自
己を伸長させるた
めの学習を支援す
る。 

①生徒一人ひ
とりの個性を
いかし、創造
的な活動がで
きる人材を育
成 す る た め
に、新学習指
導要領に基づ
いた教育課程
を編成する。 
②学習習慣を
定着させ、生
徒一人ひとり
の主体的な学
びを支援する
ために、組織
的な授業改善
を進める。 

①各系、分野の施
設設備を活用し、
専門教育を充実さ
せ、自ら課題を解
決する力を育む。 
生徒の現状や関心
に即し、単位制、
２学期制の特色を
活かした教育課程
を編成する。 
②生徒が主体的に
学べるよう、研究
授業や校内研修会
を実施し、授業改
善を図る。 

①課題に対して自ら解
決策を講じ、積極的に
取り組んでいたか。 
新学習指導要領の施行
に向けた教育課程の編
成ができたか。 
②外部講師を招いた研
究授業や校内研修会を
実施したか。また、
「生徒による授業評
価」の３、４が 90％
以上になったか。 

①各系、分野の施設設
備を活用し、専門教育を
充実させた。 
生徒の現状や関心に即
し、単位制、２学期制
の特色を活かした教育
課程を編成した。 
②研究授業および校内
研修会を実施した。 
 

①課題研究や総合的な
探究活動をとおして、課
題解決に積極的に取り
組めた。 
新学習指導要領の施行
に向けて、生徒の実状
を把握し、教育課程編
成の準備を進め、令和
４年度入学生に係る
「教育課程編成報告書
（仮）」を提出した。 
②県教育委員会より指
導主事を招き、研究授
業および研修会を実施
した。 
授業評価の７項目中５
項目が90％以上になっ
た。 

・教育課程編成、履修指導は単位
制の根幹と思います。引き続ききめ
細かな指導をお願いしたい。 
・「生徒による授業評価」の結果、全
ての項目で増加していることは学習
成果に結びつく素晴らしい結果であ
る。 
・研究授業の結果で「実施して分か
ったこと」は今後に活かしてもらいた
い。 
・臨時休業中の学習指導について、
課題集約やクラッシーでの配信など
きめ細やかな指導を評価する。この
成果をタブレットやリモートを活用し
た新しい教育活動に活かしてもらい
たい。 
・制約のある中でも授業研究が計画
的に行われたことは評価できる。 
・授業研究では本年度の目標やね
らいを各教科・科目で共有して実施
することが必要となるので、今年度の
目標やねらい、成果や課題を示して
もらいたい。 
 

①成果としては研究授業及び
研修会を実施したことにより授
業評価の結果の３と４の項目
において90％以上の結果が得
られた。また、コロナ禍におい
て開催を検討した生徒研究発
表会であったが、感染対策を
講じながら縮小した形で開催
すると同時に、特設サイトを構
築し全てのポスターを閲覧可
能とした 
②コロナ禍において、適切に
学習計画を変更し、クラッシー
等を活用して、生徒の学びを
保障した。双方向のリモート授
業ができるICT環境の整備と
活用能力の向上が課題であ
る。 

①緊急事態宣言発令時の生
徒研究発表会の在り方を検
討しなければならない。グリ
ーンホールを使用せずに効
果的な発表会を実施できるよ
うに、その方法について検討
する。 
②今後の非常変災等に対応
するために課題配信に限ら
ず、リモート授業の在り方を
検討する。 

２ 
生徒指導 

・支援 

①生徒一人ひとり
の豊かな人間性を
育み、生徒理解に
基づく生徒指導や
教育相談体制を充
実させる。また、
安心で安全に希望
をもって学べる学
校をつくる。 
②生徒の主体性の
育成に向け、学校
行事や生徒会活動
等を充実させる。 

①生徒一人ひ
とりの多様性
を踏まえた校
内支援体制の
推進を図り、
安 心 で 安 全
な、明るく活
力のある学校
をつくる。 
②学校行事や
委員会活動に
おいて、生徒
が主体的に企
画・運営を行
えるようにす
る。 

①年次会を核とし
た情報交換の徹底
と関係グループと
の連携により、生
徒の様々な相談や
問題に対応できる
組 織 づ く り を 行
う。 
関係グループと連
携し、挨拶の励行
や規範意識の向上
を図る。 
②行事運営に生徒
の 発 想 を 取 り 入
れ、主体的に活動
することにより、
生徒会活動をさら
に活性化させ、充
実を図る。 

① 年次会 やケー ス会
議、いじめ対策会議、
関係グループとの連携
により、生徒の状況を
適切に把握し、相談や
問題へ組織的に対処で
きたか。 
安全で安心な学校生活
に向けた取組及び生徒
の規範意識向上に向け
た取組を充実させるこ
とができたか。 
②各行事の事後アンケ
ートで生徒の満足度が
80％以上になったか。 

①年次会は原則毎週、
いじめ対策会議は年４
回、情報共有会は年３
回、ケース会議は年５回
開催した。SCやSSWとも
情報共有し、コロナ禍に
よる生徒の不調や不登
校、対人トラブル等に対
応した。また「新しい生活
様式」や県ガイドライン等
に基づき、検温・消毒・
手洗い・マスク・三密回
避等、規範意識向上に
努めた。また、特別指導
ガイドラインや生徒向け
「学校生活について」の
表現・内容を見直した。 
②多くの学校行事が中
止となった中、内容の工
夫により体育祭を実施す
ることができた。事後アン
ケートでは、「良い」と回
答した生徒は71.4%となり
「悪い」と回答した生徒の
8.4%の大きく上回った。 
 

①コロナ禍で変則的な
滑り出しではあったが、
生徒の規範意識は比較
的保たれていた。一方、
食堂での過ごし方（ゲー
ム等で占有）や体育着で
の登校（防犯の観点から
問題）、SNSトラブルにつ
いては、今後も継続的な
啓発・指導が必要であ
る。また、年次会では生
徒情報が共有されてお
り、SC・SSWへの相談枠
もほぼ埋まっているが、
支援が必要な生徒・保
護者を、今後もつなげて
ゆく必要がある。 
②さらに生徒が主体的
に活動できる行事の取
組を工夫する。 
 

・生徒にとって「新しい生活様式」
「規範意識の醸成」が必要である。 
・ＳＮＳの利用は、コロナ禍で増大の
傾向があるのでご指導願いたい。 
・学校行事は高校生活の大事な場
面であり、次年度は開催されることを
期待する。 
・コロナ禍にありながら情報を共有し
て生徒理解を深め、共通した認識の
下で生徒指導にあたったことを評価
する。 
・「新しい生活様式」や県のガイドラ
インに基づく学校生活について生徒
の視点に配慮しながら進めてもらい
たい。 
・各種学校行事が中止になったこと
は残念だが、体育祭を実施したこと
は英断であり、生徒の心情を思うと
喜ばしい限りである。困難な中でも
実施できたという経験を自信に繋げ
るように導いてもらいたい。 

①変則的な状況の中、教員・
SC・SSW・関係機関が連携し、
コロナ禍による生徒の不調や
不登校、対人トラブル等に対
応できた。また、検温・消毒・手
洗い・マスク・三密回避等、校
内の感染防止体制も構築でき
た。生徒の規範意識は比較的
保たれていたが、休み時間の
過ごし方やSNSトラブルについ
ては、今後も継続的な啓発・指
導が必要である。また、現状で
はSC・SSWへの相談枠はほぼ
埋まっており、支援が必要な
生徒・保護者を今後も確実に
つなげていく必要がある。 
②コロナ禍において、感染防
止対策を徹底した体育祭を実
施し、生徒から高い評価を得
ることができたが、満足度80％
には届かなかった。 

①コロナ対策、特に「静食・
黙食」については、次年度も
引き続き、ポスター等も活用
して啓発を図っていく。また、
SNSトラ ブル防止に ついて
は、恒例の携帯電話教室に
加え、SC講話での年次毎の
テーマ設定、年次LHRでの
機会設定により年間を通して
指導する。SCの相談枠は、
次年度から生活支援Gで毎
回調整し、特定の生徒の占
有ではなく、より多くの生徒が
速やかに初回面談に入れる
ようにした。また、支援が途切
れることがないよう、現SSWか
ら新SSWへの引き継ぎ事項
を共有する。 
②感染対策を徹底した学校
行事を多く実施し、生徒が主
体的に活動できる行事の取
組を工夫する。積極的に参
加する生徒を増やし、満足度
80％以上を目指す。 

３ 
進路指導 

・支援 

社会で生きるため
に必要な知識や能
力を身につけると
ともに、個々の進

生徒一人ひと
りの主体的な
進路指導選択
を実現するた

生徒の進路意識を
高め、進路実現で
きるように面談や
各種ガイダンスを

生徒の進路実現をかな
え るよう な支援 を行
い、卒業時の進路決定
率を 100％に近づけた

生 徒 の 進 路 意 識 を 高
め、進路実現できるよう
に面談や各種ガイダンス
を適切に実施することが

模試は計画的に 100％
実 施 す る こ と が で き た
が、その受験した模試を
活用し、自己分析する生

・「自己の進路について考える生徒
が増えたか」に評価材料をどのよう
に考えるかお示し願いたい。 

・コロナ禍においても適切な進路選

生徒の主体的な進路選択を実
現させるために、各年次で分
野別ガイダンス、面談、進路説
明会などを丁寧に行った。特

各年次と緊密な連携をとり、
きめ細やかな進路ガイダンス
を行うことを進めていく。ま
た、模試を積極的に活用し、



 
視点 
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路希望を実現させ
るための支援とキ
ャリア教育を充実
させる。 

めに、キャリ
ア教育及び進
路支援体制を
推進する。 

適切に実施し、支
援を行う。 
「総合的な探究の
時間」を活用し、
自己のあり方、社
会とのかかわりに
ついて考える機会
を設ける。 
計画的なアセスメ
ント及びインター
ンシップなどを実
施する。 

か。 
自己の進路について考
える機会をもたせるこ
とができたか。 
自己の進路について考
える生徒が増えたか。 
進路実現に資する模試
の実施割合が、実施計
画に対して 80％以上実
施 するこ とがで きた
か。 
インターンシップに参
加した生徒に行ったア
ンケート結果の「満足
度できる」が、80％以
上になったか。 
 

できた。 
「総合的な探究の時間」
を活用し、自己を冷徹に
分析することにより、「生 
きる力」を育成する一助
となった。  
 

徒は現状では少ない。
その活用方法を検討し
たい。  
インターンシップは、コロ
ナ禍により未実施となっ
てしまった。来年度は環
境を整備し、生徒に対し
てインターンシップ参加
を促していきたい。  

択がかなうよう指導・支援願いたい。 
・ＷＥＢ上での指導をはじめ、計画に
沿って指導され成果が出ているの
で、引き続き生徒の希望進路の実現
に向けてきめ細やかな指導をお願
いしたい。 
・コロナ禍で制約が多くあったと思う
が、説明会や講習会が計画的に実
施されたことに感謝する。 
・進学では総合型選抜や学校推薦
型選抜の割合が高まっており、総合
型選抜への対策や指導にご配慮い
ただきたい。 

に３年次は年度当初の進路意
識と比べて、生徒一人ひとりが
自己の進路を真剣に検討する
姿勢がみられ、自己実現につ
ながった生徒が多くみられた。
また、コロナ禍の対策としてク
ラッシーを活用して学校説明
会などの情報提供に努めた。
課題としては、各年次との連携
を密にしながら生徒の進路実
現にどうつなげていけるのか。
また、インターンシップ、「仕事
の学び場」などをどのように利
用できるかを検討していきた
い。 

進路実現につなげていく方
策を検討していく。「総合的
な探究の時間」をさらに活用
し、学力の向上につなげてい
きたい。  
 

４ 
地域等 
との協働 

①積極的なボラン
ティア活動を展開
し、地域の小中学
校や自治会など近
隣地域との連携を
深め、地域に根ざ
した教育活動を推
進する。 
②学校の情報を広
く地域に発信し、
地域に開かれ、地
域と共にある学校
づくりをさらに進
める。 

①コミュニテ
ィ・スクール
を利活用する
とともに、地
域および他校
間との連携を
図り、生徒一
人ひとりの主
体性を育成す
る。 
②地域の方が
ホームページ
にアクセスし
やすい工夫を
し、学校の情
報を広く広報
する。 

① 地 域 の 小 学 校
（２校）と連携し
行っている高校授
業体験について、
小学校の意見を参
考に方法や内容を
精査しより良いも
のとなるように検
討する。 
学校周辺に重点を
おき、交通安全啓
蒙活動等の取組を
推進する。 
②ホームページ運
用を学校全体で取
り組む。 

① 高校授 業体験 に対
し、小学校の理解を得
られ、次年度につなが
るものが出来上がった
か。 
地域や外部と連携した
交通安全啓蒙活動を実
施し、生徒の交通事故
件数及び登下校に関す
る苦情件数を無くすこ
とができたか。 
②ホームページ運用を
学校全体で行い、更新
回数が 40 件を超え、昨
年度の更新回数を上回
ったか。 

①来年度に向けて高校
授業体験に対し、小学
生が興味関心を持てるよ
うな内容検討することが
できた。 
交通安全啓蒙活動に取
り組み、交通安全教室を
実施した。本年度の交通
事故件数は二件と減少
した。 
②ホームページの書き
込み方などの講習会を
実施、運用を学校全体
で行うことで、更新回数
が70件を超え、昨年度を
上回ることができた。 

①高校授業体験を毎年
充実したものになるよう
に検討実施する。またコ
ミュニティ・スクールの新
たな活用方法を検討す
る。 
登下校時に関する苦情
を無くすため、さらに取
組をすすめる。 
②ＨＰの充実を目指し、
さらなる学校全体での運
用を促すとともにこれか
らのＨＰの活用方法を模
索する。 
 

・連携活動の変更・中止が多かった
と思うが、次年度も計画されることを
期待する。 

・ネット社会ではＨＰは大切な広報活
動の手段と思うので、引き続き充実
させてもらいたい。 

・高校授業体験の取組は有意義なこ
とで、小学生にとって魅力あるだけ
でなく大きく視野を広げるきっかけ
としても大切である。 

・交通安全やＨＰの更新について大
きな成果が出ていることを好ましく
思う。大事な活動であり、この状況
を次年度にも引き継いてもらいた
い。 

①交通安全啓発活動に取り組
み、交通安全教室を実施し
た。本年度の交通事故件数は
２件と減少したが、中止となっ
た取組も多かったので、次年
度は工夫をして実施していき
たい。 
②ホームページの書き込み方
法などの講習会を実施し、運
用を学校全体で行った結果、
更新回数が昨年度より上回っ
た。来年度も学校全体での運
用を促すとともにこれからのＨ
Ｐの活用方法を模索していき
たい。今年度は変更や中止な
どの取組も多かったため、来
年度は様々な工夫をしながら
の実施を目指したい。 
 

①登下校時に関する苦情、
交通事故件数『０』を目指し、
交通安全啓発活動の取組を
さらに進めていく。 
②連携広報の活動をコロナ
禍で制限がかかることや感染
対策も考えながら最大限効
果的な取組になるように企画
する。ホームページの講習会
を行い、学校での様子を地
域全体に発信できるような環
境を整える。更新回数が来
年度も60回は超えるようにホ
ームページの活性化を図る。 

５ 
学校管理 
学校運営 

①事故不祥事の未
然防止を徹底する
とともに、教職員
の実践的指導力を
向上させる。 
②生徒の防災意識
を高め、防災教育
を推進する。 
③教員や生徒、保
護者など学校関係
者が協力した、式
典を事故なく執り
行うとともに、生
徒の学習成果発表
などを積極的に発
信する。 
④教員のライフワ
ークバランスを推
進するため教員の
働き方改革を推進
する。 

①事故不祥事
防止のさらな
る 徹 底 を 図
る。 
②防災教育の
充実を図り、
生徒一人ひと
りの防災意識
と防災対応能
力を高める。 
③充実した式
典等の学校行
事 に 取 り 組
む。 
④長時間勤務
を是正する。 

①事故不祥事防止
に係る研修会を充
実 さ せ る と と も
に、教職員の相談
しやすい環境を整
える。 
②生徒・保護者に
対して、災害時の
行動について啓発
できるような安全
指導対策を実施す
る。 
③関係部署と緊密
な連絡をとり、式
典が滞りなく進行
するよう努める。 
④ 「 ノ ー 残 業 デ
ー」を実施すると
ともに、勤務時間
内の会議を徹底す
る。 

①事故不祥事がゼロで
あったか。 
②防災教育として、大
規模災害時を想定した
生徒・保護者・教員・
地域が連携した訓練を
２回実施できたか。 
③式典を滞りなく進行
することができたか。 
④月２回以上「ノー残
業デー」を実施できた
か。 
勤務時間を超えずに会
議を行うことができた
か。 

①教育振興費の会計業
務を適切に扱い、事故
なく処理できた。 
②防災教育として、大規
模災害時を想定した生
徒・教員が連携した訓練
とＤＩＧを行うことができ
た。 
③入学式・卒業式・離退
任式等の式典が円滑に
実施できた。 
④衛生委員会から、働き
方改革の視点で長時間
労働の是正について呼
び掛けた。また、打合せ
の際に「ノー残業デー」
の周知を行った。企画会
議で７回(23回中)、職員
会議で２回(16回中)勤務
時間を超えることがあっ
た。 

①さらにチェック体制や
連絡体制を強化し、未然
防止の徹底を図る。 
②さらに本校にふさわし
い防災教育を実施でき
るよう内容の検討を行う。 
③計画的に立案や調整
を行うことで、より細部ま
で検討を行う。 
④各グループや教職員
一人ひとりに勤務時間を
意識した職務遂行を引
き 続 き 啓 発 し て い き た
い。 

・コロナ禍により学習計画の変更・中
止が余儀なくされたが、先生方の
努力により、教育成果が挙げられ
ていることが分かった。 

・適切な会計処理を継続してもらい
たい。 

・先生方のライフワークバランス、働
き方、勤務時間について、共通理
解が図れるように努めてもらいた
い。 

・会議等で意識的にワークライフバラ
ンスの実現を図る取組がされている
ことは評価できる。今後も効率的な
運営を心掛けた活動を継続しても
らいたい。 

・事故不祥事防止、多様な人権に配
慮した教育の推進に向けて、引き
続き実践を重ねてもらいたい。 

・引き続き生徒一人ひとり、保護者の
方々のためにご指導願いたい。 

①教育振興費の会計業務を
事故なく処理できた。校内でも
一番の処理件数であるが、年
間を通じて適正に執行するた
め、今後も万全の体制で臨み
たい。 
②防災教育として、大規模災
害時を想定した生徒・教員が
連携した訓練とＤＩＧを行うこと
ができた。来年度もコロナ禍に
おける本校にふさわしい防災
教育を実施できるよう内容の
検討を行いたい。 
③コロナ禍でも、生徒一人ひと
りや保護者の方々の目線に立
ち、入学式、卒業式の式典を
工夫して行うことができた。 
④衛生委員会から、働き方改
革の視点で長時間労働の是
正について呼び掛けた。 
企画会議と職員会議で勤務時
間を超えることがあった。 
 

①教育振興費については、
監査などの指摘事項を反映
させた会計処理手順などを
明文化し、組織として確実な
会計システムの体制を目指
す。 
②本校に必要な訓練の内容
をよく検討し、感染対策も徹
底しながら生徒・教員等がよ
りよい行動を可能にできるよう
な訓練の実施を目指す。 
③卒業式について、急な計
画変更に対しても、年次との
協力で滞りなく進行すること
ができた。次年度は詳細な
個所も詰められるように、より
計画的に進めていく。 
④職員のライフワークバラン
スの実現のため、次年度も継
続的に取り組んでいく。 

 


