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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） 

（例令和 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 （３月 25日実施） 成果と課題 改善方策等 

１ 
教育課程 

学習指導 

これからの時代を

心豊かにたくまし

く生きていく力を

育むため、主体的

に学ぶ意欲を高

め、資質・能力を

育成する教育課程

編成や組織的な授

業改善に取り組

む。 

 

 

 

(1)生徒の実態とニー

ズを分析し、資質・能

力を育むことができる

新教育課程を編成す

る。 

(2)外部の教育力と連

携を深めながら、生徒

の様々な学びの機会を

構築する。 

(3)臨時休業等緊急事

態体制に係る生徒の学

びを保障する。 

(1)生徒の資質・能力の

向上と進路実現を目指

した新教育課程を編成

する。 

(2)外部の教育機関、企

業、大学と連携をはか

り、生徒の学習意欲を

高めながら学習活動を

ささえる。 

(3)オンラインシステム

を活用した教授方法の

研究開発と学習機会の

拡充に努める。 

(1)本校の教育目標と生

徒の実態に合った新カ

リキュラムが編成でき

たか。 

(2)add-on講座、「総合

的な探究の時間」、

「アントレ」等の講座

内容のアンケート評価

は高かったか。 

(3)インターネット配信

の課題学習など新たな

学習支援を工夫し学習

意欲を高められたか。 

(1)県と協議し新カリキ

ュラムの骨子を完成さ

せた。 

(2)講座 「アントレ」

の授業アンケートで約

８割が達成感を感じ、

「add-on 講座」受講ア

ンケートも高い評価で

あった。「スタディサ

プリ」を紹介し臨時休

業や緊急事態体制下の

学習を支援した。 

 (3)全職員が Google ｸﾗ

ｽﾙｰﾑ等により生徒との

双方向のやり取りを実

施した。 

(1)生徒の様々なニーズに

対しｼｭﾐﾚｰｼｮﾝを行いより

実効性の高い科目の設置

への継続協議が必要。新

カリ導入に向け新カリに

合わせた 2年 3 年生旧カ

リの調整が必要である。 

(2)「アントレ」授業の質

の維持と継続拡大への全

職員の意識向上が課題。 

「add-on 講座」継続実施

により資格取得者の増大

につなげたい。 

(3)ICT活用の授業拡大に

向け職員の得手不得手へ

の組織的な対応が必要で

ある。 

(1)本校の特色を強化

し全教科で教科横断的

かつ探究的な質の高い

授業の展開を期待す

る。 

(2) 「add-on 講座」

は総合型選抜対応にも

効果的である。コロナ

禍でも多面的な学びに

取り組み評価できる。 

(3)コロナ禍により生

徒が不利益を受けない

よう職員の不得手を超

えた ICT 活用を推進が

必要である。 

(1)教育目標と生徒の

実態に合った新カリ

キュラムの骨子を完

成させた。今後、よ

り特色を強化し教科

横断的かつ探究型の

授業実践が必要であ

る。 

(2)外部機関を活用し

た多面的な学びを提

供できた。各講座の

質の維持と効果の検

証が課題である。 

(3)ICT活用の新たな

学びの環境や手法は

一定程度進展した。

一層効果的な活用へ

取組が必要である。 

(1)新カリキュラムへ

の移行に向けて旧カリ

キュラムの調整、教科

横断的で多面的な学習

や探究型授業の工夫な

ど質の高い授業実践の

ための校内研修体制を

構築する。 

(2)「アントレ」の研

究集録を作成し内容の

継承と拡大と学校全体

への普及に努める。 

(3)ICTの効果的な活用

について研修会やマニ

ュアル作りを充実させ

全職員で活用推進でき

るよう体制を構築す

る。 

２ 
生徒指導・支

援 

部活動や行事、日

常的な生徒指導を

通して、社会規範

を身に付け責任感

や連帯感を高め、

自己実現に向けて

努力する姿勢と命

を大切にする心を

育む。 

 

 

 

(1)緊急事態体制下の

対応を視野に入れた組

織的な教育相談体制と

生徒指導体制の構築に

より一層円滑で充実し

た指導、支援を図る。 

(2)部活動と行事の活

性化を通して確かな社

会性と心身の成長を図

る。また、他者と協力

して成し遂げることを

経験しながら成長して

いくよう導く。 

 

 

 

(1)①こまめな情報発信

や収集を行い各学年で

の教育相談窓口を活性

化させる。 

②基本的生活習慣、交

通安全、ITモラルに係

る指導を充実させ意識

向上を図る。 

(2)①部活動において

は、目標を明確化し、

技術指導のみならず精

神的な成長を促し内容

の充実を図る。 

②行事では他者との意

見交換、協力を通して

豊かな社会性を身につ

けるよう支援する。 

 

 

(1)①マニュアルに沿っ

て組織的に支援できた

か。 

②交通事故件数、SNS関

連の生徒間トラブルが

減少したか。 

(2)①部活動の加入率は

向上しているか。活動

の頻度、時間などは適

切に運営されている

か。 

②行事への参加意識、

満足度は高まったか。 

(1)①生徒の悩みや問題

に対して面談や教育相

談アンケート、家庭訪

問やケース会議により

組織的に支援できた。 

②SNS トラブル・生徒間

トラブルが数件発生し

継続的かつ丁寧な対応

を行った。登下校指

導・バス乗車指導によ

り近隣の苦情に丁寧に

対応した。 

(2)①休校と活動時間の

制限等があり加入数の

向上は実現できなかっ

たが各活動は適正に行

われた。 

②体育祭は中止したが

文化祭は規模縮小で実

施した。企画内容や食

事場所等の工夫、ステ

ージ動画配信を実施し

一定の満足度を得た。 

(1)①対応マニュアルを整

備し共有することにより

組織的支援力の一層強化

が必要である。 

②SNS トラブル等教育相

談に係る専門的なスキル

や知識が求められてい

る。近隣からの苦情は減

ってきたが自転車通学指

導等継続的な実施必要。 

(2)①活動時間や内容に制

限があり生徒のモチベー

ション維持が課題であり

意欲を引き出す指導を検

討したい。 

②文化祭を開催できたこ

とは概ね好意的に受け止

められたが引き続き感染

対策に配慮したマナー改

善指導、密集を作らない

場の設定等次年度に向け

て検討したい。 

(1)家にいる時間が長

くいろいろな問題が出

やすいと感じる。継続

して対応をお願いす

る。バス利用について

苦情を受けたが対応し

ていただいた。他の苦

情も減少している。 

(2)オンラインによる

イベント開催や部活動

では自治体管理のスペ

ース利用など様々な手

法を追求し活動内容を

工夫することで生徒の

活動を積極的に支援し

モチベーション維持に

努めてほしい。 

 

 

 

(1)人間関係や SNS 関

連など問題が多様に

なる中、SCや SSWと

の連携、ケース会議

などにより組織的な

対応ができている。

職員の教育相談能力

のより一層の向上や

組織的対応の強化が

課題である。 

(2)部活動や行事では

生徒主体の活動が大

幅に制限されたが安

全面の配慮と内容の

工夫により支援でき

た。安全面を配慮し

ながらより効果的な

指導とする方策の検

討が必要である。 

(1)問題を抱える生徒

の早期発見、適切で組

織的な対応等各学年の

教育相談担当を中心に

相談機能を一層強化す

る。地域から愛される

生徒を育むべくバス乗

車や自転車通学指導を

一層徹底して行う。 

(2)感染症対策を万全

にして安心安全な生活

となるよう適切な指導

や支援の方策を検討す

る。生徒の主体的な活

動へのモチベーション

維持のための新しい手

法を追求していく。 



 
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） 

（例令和 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 （３月 25日実施） 成果と課題 改善方策等 

３ 
進路指導・支

援 

生徒一人ひとりの

進路希望実現に向

け、自らのキャリ

ア発達を意識でき

る、３年間を見通

した進路指導の充

実を図る。 

(1)社会状況の変化に

対応した進路希望実現

のためのサポートを充

実させる。 

(2)３年間を通じて生

徒個々の主体的なキャ

リア形成を意識した進

路指導の充実を図る。 

(1)①社会状況の変化に

対応する緻密な情報収

集に努める。 

②高大接続改革に対応

したキャリア支援策を

実践する。 

(2)①勤労観・職業観を

育むため大学や企業と

連携した行事を充実さ

せる。 

②総合的な探究活動で

培った力を進路活動に

活用する効果的な指導

法を研究する。 

(1)①収集した情報を希

望進路実現に生かせた

か。 

②高大接続改革に対応

したキャリア支援策を

行えたか。 

(2)①キャリア教育に効

果的な企画となった

か。 

②探究活動の成果を活

用した次年度のキャリ

ア支援策を企画できた

か。 

(1)①②高大接続改革及

びコロナ禍に対応した

進路スケジュールによ

り支援した結果ほぼ昨

年並みの進路決定状況

となった。 

(2)①インターンシップ

は中止となったが、授

業「社会人に学ぶ」や

分野別説明会の実施、

講演会へのリモート参

加を工夫しキャリア教

育の機会を保証した。 

②修学旅行の延期で探

究活動の成果検証が不

十分のためキャリア支

援策は検討中である。 

(1)現 2年生は定期テスト

や上級学校説明会等の中

止があり進路検討時期の

情報不足が課題である。

早期の説明会や面談等で

希望進路実現の手厚い支

援を行いたい。 

(2)①感染防止に十分注意

した上で各種説明会を行

うと共に、今年度試験的

に行ったリモートワーク

による説明会について次

年度では機会の拡大を検

討したい。 

②キャリア支援策につい

ては継続の課題とした

い。 

(1)生徒は希望する進

路に進んでおりキャリ

ア教育の取組は評価で

きる。現社会情勢下で

は進路検討時期の情報

不足に対応した早期か

らの情報提供を続けて

ほしい。 

(2)「社会人に学ぶ」

は進路を考えるきっか

けの提供としても良い

取組である。青葉区内

に生徒がリモートワー

クに利用可能なスペー

スがある。活用してほ

しい。 

(1)コロナ禍の新入試

制度に対応した進路

スケジュールにより

ほぼ昨年並みの進路

実績を達成できた。

今後も情報不足への

早期の対策と工夫が

課題である。 

(2)外部人材の活用に

より進路探究の意識

啓発につなげること

ができた。さらに進

路に結び付く探究的

な学びとキャリアパ

スポートの効果的な

活用の検討が課題で

ある。 

(1)次年度に向けてこ

れまでの進路状況の分

析や検証を行い強みを

伸ばす進路指導に努め

る。新しい入試制度や

入試スタイルに対応で

きるよう情報提供の充

実化を図る。 

(2)外部人材の活用す

る機会を増やし生徒の

意識付けを図ると同時

に探究的な学びとキャ

リアパスポートの有効

利用を検討しキャリア

教育を強化する。 

４ 
地域等との協

働 

地域に開かれた学

校としての取組み

をさらに進め、保

護者や地域、大学

等外部機関、行政

機関等との連携を

促進し、協働と信

頼に根ざした学校

づくりを推進す

る。 

(1)地域との連携を密

に行い、生徒との関わ

りをもつ機会を多く作

ることによって、生徒

個々の多様な成長を促

す。 

(2)地 域貢献を 推進

し、生徒の自己有用感

を醸成する。 

(1)地域や外部機関と連

携する機会を充実させ

一層の参加を促す。 

(2)校外の行事等に積極

的な参加を促すととも

に、社会貢献に向けて

の取組みを支援する。 

(1)地域の教育力を活用

した場面を多く設定で

きたか。 

(2)地域と繋がることで

学校への信頼を得るこ

とができたか。 

社会貢献活動を主体的

に行うことができた

か。 

（1）非常事態宣言下で

地域や外部と連携した

取組が難しい状況下で

徐々にではあるが地域

との連携を図る活動を

始めている。当初目標

に程遠い現状である。 

（2）信頼については判

然としない点もある

が、社会貢献活動につ

いては、ほぼ実施しで

きていない。 

(1)今後状況を見ながら機

会を捉えて地域への働き

かけ、学校への信頼を得

られるよう継続して努め

ていく。 

 

 

 

(2)社会貢献活動の在り方

と密にならない方法を検

討する。 

(1)(2)社会情勢の変化

や新しい生活様式の中

で様々な媒体を駆使し

た地域連携・協働学習

も大切である。連携し

ている地域や内容の具

体を明示することと地

域連携をカリキュラム

の中に位置づけること

が求められる。明記し

たい。 

高校の価値を地域に一

層提供し社会的評価を

高め意欲的な受験生の

増加につなげたい。 

(1)(2)感染対策のた

め地域や外部と連携

した取組が難しい状

況下であり当初目標

の実現は達成に至ら

なかった。次年度は

より多くの地域との

協働活動や社会貢献

活動を実施しいかに

高校の価値を地域に

提供していくかが課

題である。 

(1)(2)地域の教育力を

活用しより豊かな人間

形成を目指すため地域

と協働可能な取組をカ

リキュラムに組み込ん

でいくことを検討す

る。連携協働を図って

いる地域や内容を明示

し提示していくことで

地域における社会的価

値を高めることにつな

げる。 

５ 
学校管理 

学校運営 

保護者や周辺地域

による、本校の教

育活動に対する理

解を深化させると

ともに、安全・安

心・快適な学習環

境を整備し、保護

者や県民から信頼

される学校づくり

を確立する。 

 

(1)防災研修を通し

て、防災意識を高める

と共に、防災体制の整

備を推進する。 

(2)本校の教育活動や

活動実績をわかりやす

く説明し、生徒主体の

充実した内容にする。 

(3)社会状況やニーズ

に迅速に対応するとと

もに安心安全な学習環

境の整備を一層推進す

る。 

(1)実際の災害を想定し

た防災意識の向上と防

災体制を充実させる。

(2)①学校説明会等の運

営と内容が生徒主体と

なるように、企画し実

施する。 

②学校ＨＰに本校の情

報をきめ細かく、かつ

丁寧に掲載する。 

(3)教育環境の変化や課

題等を共有するための

会議や研修会等の実施

により組織力を高め

る。 

(1)大規模地震を想定し

た防災意識が定着した

か 

(2)①学校説明会におい

て生徒スタッフが意欲

的に取り組むことがで

きたか。 

②ＨＰの内容を充実さ

せ、的確な情報発信が

できたか。 

(3)会議や研修会の内

容、実施状況、評価は

充実したものであった

か。 

(1)地震防災訓練、シェ

イクアウト、情報伝達

訓練、災害図上訓練、

AED講習(職員のみ)を行

い防災意識を高めた。 

（2）①３回の校内外説

明会や学校見学会を実

施し計２千名以上参加

した。生徒スタッフの

協力により９割以上が

満足との評価を得た。 

②学校紹介内容の充実

やこまめな情報発信、

HP 以外の SNSを活用し

外部の好評価を得た。 

（3）ビデオ視聴研修を

実施し良い評価であっ

た。 

(1)引き続き防災意識の向

上と定着を目指す必要が

ある。 

(2)①コロナ禍により外部

に対する広報活動に制約

や制限が多くある中で新

しい広報の形を追求する

必要がある。今後も社会

状況に合わせ、より分か

りやすく丁寧な内容の提

供を追求していく。 

②引き続きこまめな更新

を心掛けＨＰの内容の充

実に努めたい。 

（3）引き続き、感染防止

対策下での研修のあり方

を模索し内容の充実化に

つなげたい。 

(1)防災対策としての

生徒の意識付けへの工

夫を継続してほしい。

AED講習は生徒の参加

も必要である。地域内

での AED 設置場所は郵

便局に掲示があり、周

知すると良い。 

(2)ＨＰなどの情報の

発信評価として週に 1

度は更新するなどして

更新頻度などを評価可

能な数値を示すと良

い。 

(1)感染防止下で安全

面に配慮しながらほ

ぼ昨年度並みの防災

訓練を実施し防災意

識の保持に努めた。

引き続き AED講習の

生徒の実施も検討し

ていく。 

(2)実施形態の工夫や

多様な媒体による重

層的な情報の発信及

び配信で質・量とも

に昨年以上に充実し

たものとなった。今

後は取組評価の可視

化が課題である。 

(1)防災意識の醸成と

安心安全な学校環境の

整備は極めて重要であ

り継続して取組を強化

していく。 

(2)情報発信に係る評

価の指標としてＨＰ更

新頻度等を設定し取組

度を可視化することに

より信頼と評価を高め

ることにつなげる。 

  


