
 

（第２号様式）   
令和３年４月９日  

神奈川県教育委員会教育長 殿 
県立神奈川総合高等学校長  

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 

（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 

（３月 25日実施） 

総合評価（４月６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 

・生徒個々の学
びを深め進路実
現を図る教育課
程を編成し、学
習意欲と学力を
向上させる。 
・カリキュラ
ム・マネジメン
トを推進し、協
働的に課題発
見・解決できる
グローバルリー
ダーを育成す
る。 
・特別活動等を
通して主体性、
社会性、協働
性、創造力等の
育成を図る。 

①生徒の個に応
じた進路実現の
ための教育課程
編成と履修指導
をとおして学習
意欲を向上させ
る。 
②・教科横断的
授業をより深化
させる。 
・総合的な探究
の時間をとおし
て生徒の批判的
思考力を育成す
る。 
③学校行事をと
おして生徒の企
画力と協働性を
育成する。 

①・新学習指導
要領の実施に向
けて、生徒の進
路実現を図る教
育課程を編成す
る。 
・進路との関連
を重視した履修
指導を充実させ
る。 
・指導と評価に
ついての検討を
始める。 
②・育成する能
力を定め教科横
断的授業の実践
と研究協議会を
行う。 
・ＳＤＧsなど社
会とのつながり
を意識したテー
マ研究となるよ
うに指導方法を
検討する。 
③生徒が多角的
な視点で学校行
事を企画・運営
できるように教
員が支援する。 

①・生徒の進路
実現を図る教育
課程を編成でき
たか。 
・履修指導を組
織的に行い、学
習意欲は向上し
たか。 
・指導と評価に
ついての情報共
有は進んだか。 
②・教科横断的
授業により目標
とする力は育成
できたか。 
・社会とのつな
がりを意識して
生徒の批判的思
考力が育成でき
たか。 
③生徒の企画力
と協働性が高ま
り、多角的な視
点を持つことが
できたか。 
 
（調査、アンケ
ート） 

①・発展的内容の科目
設置、教科横断的な
「理数探究基礎」の設
置など、進路を広げ深
める新教育課程を編成
した。 
・オンラインでの履修
ガイダンスを取り入
れ、進路との関連を意
識した履修指導を組織
的に行った。 
・休校期間の学習指
導・評価を組織的に行
ったが、更に検討が必
要である。 
②・授業研究協議(11
月）を行い教科横断的
な科目での批判的思考
力育成について協議し
た。・パートナー校交
流はオンラインで実施
した。 
・テーマ研究の中間発
表でポスター発表を取
入れ他者とのつながり
を意識させた。 
③各行事の目的に立ち
返り、本質的に大切な
ことを生徒に確認さ
せ、維持することと変
革すべきことの検討を
重ね企画運営を支援し
た。 

①・新教育課程の年間
指導計画を新学習指導
要領の趣旨を踏まえて
作成し学力向上・進路
実現につなげる。 
・新旧課程が混在する
２年間は履修指導の為
の教員研修が重要であ
る。 
・新学習指導要領に基
づいて指導と評価のあ
り方を職員で研修し、
年間指導計画に反映さ
せる。 
②・1 年を通しての授
業改善を工夫する。批
判的思考力育成のため
の具体的な段階を計画
する必要がある。 
・テーマ研究では外部
連携を推進し探究を深
める。 
・批判的思考力育成の
客観的な評価方法を構
築する。 
③感染防止の状況下で
行った変革・変更をよ
り良い形に向上させる
ように生徒を指導す
る。 
・生徒の力を発揮でき
る環境や場を引続き創
出し、創造性と協働性
を育成する。 

②・科学技術の進歩によ
り自然科学・社会科学・
人文科学すべての分野の
繋がりが急速に世界を動
かす現状において、地球
規模での視点を持つこと
が重要である。この点に
おいて、SDGs の理解は
地球市民の持つ諸問題を
横断的・総合的な繋がり
の存在に気づくことがで
きるため、個人・地域・
国が協働的に課題解決に
向かうことにつながる。 
・ SDGs 達成のために
は、コミュニケーション
能力が重要であり、国内
外の人々との相互理解す
るために言語習得に力を
入れてほしい。 
・他者を思いやる心、将
来の人々の暮らしに配慮
する心を持つ人材の育成
につなげてほしい。 
・知識の理解の質をさら
に高め確かな学力の育成
が求められており、教師
の実践力の充実が必要で
ある。高校教育の目標や
新指導要領の考え方を
意識した授業実践の充
実に期待したい。 
・能動的な知識獲得型
学習態度への変容につ
ながる教科指導・生徒
指導の充実に期待した
い。 
 

・個性をより伸長させ、個に
応じた進路実現を図るた
め、新しい学習指導要領の
趣旨を踏まえて、課題発
見・解決に向かう教科横断
的な広い視野と深い思考力
を育成する新教育課程を編
成した。 
・指導と評価の研究を全職
員で進め、主体的で対話的
な深い学びの実現に向けた
指導計画と授業改善を前に
進める必要がある。 
・オンラインでの履修指
導、学習指導などにより、
生徒の主体的な学習と教員
の効率的な業務運営を両立
させた。 
・テーマ学習・研究の中間
発表でポスター発表を取り
入れた。さらに積極的な質
問者となるような運営、指
導が必要である。 
・批判的思考力育成を目標
に授業改善を行ったが、単
発的であったため、年間通
して継続的に行うことが必
要である。 
・生徒の主体的な活動につ
いて、新しい生活様式の中
で生徒たちが模索しながら
行い、各行事の目的や目標
を再考する良い機会とする
ことができた。 

・新教育課程の実施を踏
まえて、評価と指導に関
する研修を年間通して実
施し、指導者と学習者を
横断した研究を行う。 
・カリキュラム・マネジ
メントとして、教科・科
目と総合的な探究の時間
の学びを積極的に連携さ
せる。 
・授業や生徒の主体的な
活動において、課題発
見・解決の能力を育成す
るため、外部連携を促進
し、協働的に学び、思い
や考えをもとに構想し、
意味や価値を創造してい
く過程を大切に教育活動
を行う。 
・テーマ学習、研究など
え、ポスターセッション
や発表の構造的な指導を
行い、課題への主体的な
かかわりと積極的な質疑
応答を引き出す指導をし
たい。 
・生徒の主体的な活動に
ついては、さらに本質的
なありかたを考えさせ、
企画運営を指導したい。 

２ 
(幼児・児童・) 
生徒指導・支援 

・生徒指導・支
援の組織的取組
を推進し、たく
ましく生きる力
の育成を図る。 
 

①生徒のセル
フ・マネージメ
ント力を向上さ
せる。 
 

①・定期的に重
点項目を設定し
てセルフ・マネ
ージメント力を
高める。 
・出席状況把握
などをとおして
課題を早期発見
し、家庭と連携
して支援する。 
 

①・生徒の学校
生活への意欲が
高まったか。 
・課題を早期発
見し、組織的に
支援できたか。 

①・定期的に項目を設
定しての働きかけは行
わなかった。生徒指導
の手引をまとめた。 
・休校期間は ICT を活
用してのホームルーム
を努力目標としたが組
織的取組に至っていな
い。 
・欠課を職員で共有す
る仕組みを作ったが機
能は不十分である。 
・SC、SSW の活用は推
進できた。 

①・保護者懇談会を年
度初めに統一して計画
する。 
・欠課の把握を迅速か
つ的確に機能させ支援
につなげる仕組みを再
構築する。 
・生徒指導と支援の連
携、必要性の職員研修
を実施し、組織として
対応する。 
・ICT 活用研修、活用
を確実に進める。 

①・欠課や不登校は神奈
総に於いても深刻で困難
な問題であると認識して
いますが、多様性がある
神奈総だからこそ他校に
先駆けて改善する工夫を
期待する。 
・休学や校外活動での単
位認定などを工夫し、時
間がかかっても卒業でき
る寛大で多様な仕組みを
広げてほしい。 
・悩みを抱えた生徒が埋
没しないよう、支援体制

・生活指導と生徒支援を両輪
とするために、単位制におけ
る授業出席の情報を担任、年
次、教科担当などで共有する
仕組みを作った。円滑で効果
的な運用については、さらに
努力と工夫が必要である。 
・教育相談と授業欠席の規定
を見直し、生徒にとってより
相談しやすい環境整備を行っ
た。 
 

・生活指導と生徒支援を
つなぐ情報共有と、課題
に対する支援、指導方法
を研究しつつ、実践力を
たかめていく。 
・教職員の研修を充実さ
せていくとともに、自己
マネジメント力育成のた
めの生徒への指導を工夫
していきたい。 



 

 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 

（３月 25日実施） 

総合評価（４月６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 

の更なる充実を期待す
る。 

３ 進路指導・支援 

・様々な教育
活動をとおし
て、生徒が主
体的に進路目
標を定め実現
していく力を
育成する。 

①生徒の第一希
望実現のため、
進路指導の体系
化と組織的指導
を推進する。 
②自己目標実現
に資するキャリ
ア教育を充実さ
せる。 

①・３年間の進
路指導計画を見
直し、進路相談
体制の強化、学
習意欲の喚起を
組織的に行う。 
・模擬試験を活
用して、自己の
学力を客観視さ
せ、自己の学習
方法改善につな
げる。 
②新たな取組み
として合格報告
会を実施する。 

①・家庭学習の
時間が増加した
か。 
・模擬試験のフ
ィードバックに
より、自己の学
習方法を改善す
ることができた
か。 
②合格報告会等
をとおして、進
路実現について
考えることがで
きたか。（アン
ケート） 

①・自宅学習のための
教材、進路情報等を
Classroom に 掲載 し
ICT活用を進めた。 
・模擬試験の振り返り
から自己の補強ポイン
トを知り学習方法を考
える手立てにした。 
②・新たな取組みとし
て合格報告会及びキャ
リアパスポートによる
振り返りを行った。 
・新規にミニ大学講演
会を４分野で開催し
た。 

①・学習時間と学力伸
長の関係を検証する。
弱点を補う学習ツール
の活用促進を図る。 
・進路実現ロードマッ
プ作成、模試結果の活
用と面談を有機的に関
連付け、面談内容を組
織的に計画する。 
②・生きた情報提供を
行うための方法を工夫
する。 
・学問に興味をもてる
大学講演会を実施す
る。 

問題ありません。よく工
夫されていると思いま
す。 

・３年間の進路指導計画を再
構築し、生徒が自己の学力を
客観的かつ定期的に把握し、
学習意欲の継続と学力の向上
に資するようにした。 
・大学等のミニ講演会を実施
し、１年次から３年次まで主
体的な参加を得た。学問に対
する探究心をくすぐる内容を
充実させたい。 
 

・学習時間と学力伸長の
関係を検証する。弱点を
補う学習ツールの活用促
進を図る。 
・進路実現ロードマップ
作成、模試結果の活用と
面談を有機的に関連付
け、面談内容を組織的に
計画する。 
・生きた進路情報を提供
するための方法を工夫す
る。 
・学問に興味をもてる大
学講演会を実施する。 

４ 地域等との協働 

・教育資源を活
用し、未来社会
を切り拓くため
の資質・能力を
育成する。 
・家庭、地域社
会等との連携・
協働により、持
続可能な社会の
創造を図る。 

①・学びをとお
して地域社会と
の協働を図る。 
・教育活動にお
いて、パートナ
ーズと持続可能
な連携を行う。 
②学校行事やテ
ーマ研究等の学
習活動で外部関
係機関や地域と
効率的に連携す
る。 

①・生徒が参画
し学びをとおし
て地域社会等と
の連携・協働を
図る。 
・進路支援グル
ープと連携して
「進路を考える
会 」 を 実 施 す
る。 
②エキスパート
レクチャーやフ
ィールド発表会
において外部と
効果的に連携す
る。 

①学びをとおし
て家庭、地域と
の協働ができた
か。 
②外部との連携
により教育的効
果はあったか。 

①・生徒活動としての
地域連携は模索中であ
る。 
・パートナーズとの連
携はクラス懇談会、卒
業式の動画撮影、アル
コール液台制作などで
協力いただいた。 
②エキスパートレクチ
ャー、ワールドカフェ
等はオンラインでの実
施も含め予定通り実施
し、生徒の気づきを誘
発する教育活動ができ
た。 

①生徒活動としての連
携を計画し、できると
ころから行動する。 
・進路関係、学習発表
会(フィールド発表会)
など学びの観点での連
携を模索する。 
・生徒の英語力を生か
した連携を検討する。 
②・テーマ研究で大
学･企業･研究所等の専
門家と連携し、より深
い探究活動を指導す
る。 

各分野で能力を発揮でき
る生徒はいるが外との協
働に慣れていない。理解
の遅い人、行動できない
人など、世の中には様々
な人が存在します。計画
ありきでひと時の外部交
流だけでなく企画立案段
階から外部と協働体験が
できるとさらに良い。 
・地域社会との協働によ
る幅広い経験は健全な未
来社会を切り拓くための
資質・能力を育成し、持
続可能な社会の構築に大
きく寄与する。様々な分
野との交流の機会を創り
その体験を通して横断
的・総合的な判断能力を
育成してほしい。 

・パートナーズとの連携はク
ラス懇談会、卒業式の動画撮
影、アルコール消毒液台制作
などで協力いただいた。 
・エキスパートレクチャー、
ワールドカフェ等はオンライ
ンでの実施も含め予定通り実
施し、生徒の気づきを誘発す
る教育活動につながった。 
・外部連携が不足している。 

・生徒の主体的活動とし
ての連携を促進し、でき
るところから行動する。 
・進路関係、学習発表会
(フィールド発表会)など
学びの観点での連携を模
索する。 
・生徒の英語力を生かし
た連携を検討する。 
・テーマ研究で大学･企
業･研究所等の専門家と
連携し、より深い探究活
動を指導する。 
 

５ 
学校管理 
学校運営 

・社会の変化に
対応し、柔軟か
つ迅速に教育課
題に取り組み、
社会に開かれた
教育課程の実現
を目指す。 
・教育計画と
のバランスを
図り、教員の
働き方改革を
進める。 

①・ＩＣＴ環境の
整備を充実させ、
生徒の協働的な学
びを支援する。 
②生徒の視点に立
って業務を見直
し、仕事の効率化
を図る。 

①ＩＣＴ環境整
備、活用ルール
作成、活用活性
化を図る。 
②目的を同じく
する教育活動の
整理、閉庁日の
設定、土日勤務
の削減を図る。 

①・ＩＣＴ環境
整備、ルール作
成はできたか。 
・教員のＩＣＴ
活用が活性化さ
れたか。 
・生徒の学びの
支 援 と な っ た
か。 
②教育計画の整
理 、 閉 庁 日 設
定、土日勤務の
削 減 は で き た
か。 

①・クロムブックの準
備室配備、使用ルール
の策定を行い、授業等
で活用開始した。Zoom
アカウントを取得し、
パートナーズ活動に活
用した。 
②感染防止を最優先に
年間行事を見直さざる
を得なかった。 
・年間計５日間の、閉庁日
を設定、保護者対象進路説
明会を平日に移行し職員の
働き方改革を進めた。 

①・クロムブックの活
用促進のため職員研修
を行う。 
・Zoom とクロームブックを
併用して授業等のライブ配
信を研修する。 
②・教育計画の内容を
より良くする取組みや
改善検討を引続き行
う。 
・クラス懇談会等パー
トナーズ共催の平日開
催を促進する。 
・社会の変化に柔軟か
つ迅速に対応するため
の研修、組織的運営を
確実に推進する。 

①ICT 整備が目的ではな
く、何のために ICT 整備
をするのかをさらに明確
にすれば、必要な整備は
端末なのか、WiFi ルー
タなのか、アプリケーシ
ョンなのか、人なのかが
自ずと見えてくるはず。 
・オンラインでも対面で
も、参加型となるよう工
夫するとよい。ＩＣＴ利
用に焦点を当てすぎるこ
となく、その意義と目的
の明確化と効果検証が大
切である。・学校改革
は、着実に変化している
世の中の流れや方向を敏
感にとらえ、構造・スキ
ル・マインド等総合的に
実践してほしい。 

・GIGA スクール構想で BYOD
整備の教室のみならず、全館
で使用できるよう整備した。 
・教員が心身ともに生徒の指
導に全力を注げるよう、閉庁
日、土日の行事軽減など働き
方改革を鋭意進めている。 

・効果的な ICT 活用の研
究を進め、職員研修も充
実させたい。 
・各教育活動の目的、目
標を常に再考し、外部連
携による教育力の向上
と、生徒の思考力・行動
力・協働性の向上を目指
す。 
・クラス懇談会等パート
ナーズ共催の平日開催を
促進する。 
・社会の変化に柔軟かつ
迅速に対応するための研
修、組織的運営を確実に
推進する。 

 


