
 

 
 

  

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16日実施） 

総合評価（３月31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 

①主体的に取り組む姿
勢を学ばせ、身につけ
た知識や技能をもと
に、探究心を持って意
欲的に学ぶ、継続して
努力できる生徒を育成
する。 
 
 
②教科指導をさらに充
実させ、思考力や判断
力、さらに表現力等を
育む指導を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
③新たな学習評価に係
る研究を推進し、確か
な学力を育成する。 
 

①生徒が具体的な到達
目標を設定できるよ
う、客観的自己評価の
ための指標を示す方法
を探り、教員間で共有
する。 
 
 
 
②知識や技能の習得と
思考、判断、表現に活
用できる力をバランス
よく育む指導方法を研
究し、教員間で共有す
る。 
 
 
 
 
 
③県立高校改革（Ⅱ
期）の目標と計画を定
める。 

①単元に即した具体的
評価規準、測定の評価
規準の内容や効果的な
提示方法の試行につい
て教員間での情報交換
を積極的に行う。 
 
 
 
②知識や技能の習得の
ための指導と、思考
力、判断力、表現力を
育成するための指導の
適正なバランスを測る
取組みついて教員間で
の情報交換を積極的に
行う。 
 
 
 
③新たな学習評価に係
る研究ワーキンググル
ープを中心として教員
の意識向上を図る。 

①単元ごとの具体的
な評価規準と、客観
的自己評価のための
指標を生徒に示すこ
とができたか。ま
た、その方法につい
て情報を共有できた
か。 
 
②知識や技能の習得
のための指導と、思
考力、判断力、表現
力を育成するための
指導のバランスが取
れた授業が行えた
か。また、その取組
みについて情報を共
有できたか。 
 
 
③授業研究や評価に
関する教員の意識が
向上したか。 
 

①新型コロナウイルス感染
症による臨時休業中に生徒
に家庭学習用の課題を課さ
ざるを得なくなったこと
で、課題の中にその課題に
おける評価規準や自己評価
の指標を示す取組みが進ん
だ。 
 
②新型コロナウイルス感染
症による臨時休業により授
業開始が 6 月にずれ込み、
授業時間の減少を補うた
め、指導内容を精選せざる
を得ず、知識や技能の習得
のための指導と、思考力、
判断力、表現力を育成する
ための指導のバランスにつ
いて担当教員間での検討の
機会は多くなった。 
③「生徒に身に付けさせた
い力」を各教科検討した。
課題やオンラインでの評価
について研究会を行った。 

①現時点ではまだ臨時
休業の影響が残ってお
り、教科の枠を超えた
情報共有については今
後さらに進めていく。 
 
 
 
 
②臨時休業期間が長引
いたことにより、校内
での組織的授業改善に
関する十分なデータは
はまだそろっていない
ので、12月の生徒によ
る授業評価の集計結果
を見て、課題、改善方
法を考えていきたい。 
 
 
③研究授業・研修会を
実施し、「生徒に身に
付けさせたい力」の達
成ができたかを授業評
価アンケートなどによ
り検証する。 

・コロナ禍にもかかわ
らず、様々な活動を行
ってきたことは評価で
きる。学習活動につい
てはぼ 85％の生徒が
満足・はぼ満足という
回答をしたことは良
い。教職員の努力によ
り改善が図られたと理
解している。 
・電子機器の活用に
向けて課題解決の取
組みを進め、「生徒
の主体性をはぐくむ
授業」の実現を目指
してほしい。 
・見えてきた課題と
その方策が具体的に
示されていることは
評価できる。 

・7 月と 12 月の全教科の
比較では、すべての項目
で上昇し、3.15～3.30 ポ
イントと高い値であっ
た。各教科の前期の分析
と手立ての検討により改
善が図られたと思われ
る。 
・魅力と特色ある高校
づくりアンケートで
は、学習活動に関する
項目で 85％の生徒が満
足・ほぼ満足の値を示
していた。 
・生活様式に合わせ
て、電子機器を使った
課題の提出などの研究
を進めたが、課題も残
った。 

・県立高校改革（第Ⅱ
期）最終年度も向け
て、「身につけさせた
い力」を明確化し、全
職員で目標を共有し、
「生徒の主体性をはぐ
くむ授業」の実現を目
指す。また、新学習要
領の３観点への円滑な
移行や評価方法を引き
続き検討していく。 
・オンライン授業につ
いては環境を整えつ
つ、生徒が機器を使い
慣れるような取組みが
必要である。 
 

２ 生徒指導・支援 

①生徒一人ひとりに応
じたきめ細やかな教育
相談体制を充実し、安
心して高い目標に挑戦
できる学校づくりを進
める。 
 
 
 
②生徒の心豊かな人間
性、規範意識を高め
る。 
 
 
 
 
 
③特別活動・部活動を
通じて、個人の力を発
揮しつつ他者と協働し
て集団のために貢献で
きる力を身につけさせ
る。 
 

①支援を必要としてい
る生徒の早期発見と、
適切な早期対応に努め
る。 
 
 
 
 
 
②学級単位で個々の生
徒の意識を高められる
よう取り組む。 
 
 
 
 
 
③部活動を通じて、他
者と協働して集団のた
めに貢献できる生徒を
多く育成する。 

①学校生活サポートテ
ストや職員の観察等で
問題を抱えている生徒
を把握し、スクールカ
ウンセラーとの連携や
ケース会議等を活用し
ながら、具体的な対応
策を考え、早期に対応
していく。 
②担任及び副担任が、
ＳＨＲでの積極的な声
かけやＬＨＲでの講話
などを通じて、人間性
の涵養、規範意識の向
上についての取組みを
行う。 
 
③部活動顧問と連携
し、チームとして機能
する強さとチームとし
て活動する喜びを、技
術練習及び実践練習に
おいて指導する。 

①問題を抱えている
生徒を早期に把握で
きたか。また、対応
先に基づいた対応が
できたか。 
 
 
 
 
 
②生徒の意識が向上
したかどうか。 
 
 
 
 
 
③チームとして活動
する喜びを生徒が感
じたか。 

①学年会などで、問題を抱
えている生徒を把握し、カ
ウンセリングにつなげるな
どの対応をとることができ
た。 
 
 
 
 
 
②４月当初に行っていた講
話などできなかったものが
多くあった。 
 
 
 
 
③年度初め当初活動できな
かったこともあったが、夏
以降は活動を開始できてい
る。 

①自宅学習期間が長く
続いたためか、学校に
適応できにくい生徒が
おり、個々に対応して
いかなければならな
い。 
 
 
 
 
②できなかった講話
は、できる範囲で行っ
ていく。しかし、講師
派遣等の問題で今後も
実施できない講話をど
うするか検討しなけれ
ばならない。 
③大会等も中止になる
中、生徒たちのモチベ
ーションをあげる手段
を考える必要がある。 

・新型コロナウイルス
感染症が拡大する中、
生徒に対しても個別の
指導が図られたことや
これまでと違った方法
で講話などが開催でき
たのはよかった。今後
もコロナ禍を踏まえた
ニューノーマルな対応
が必要だと思われる。 
・ICT を利用した学習
支援も必要だが、同時
に対面ではない教育活
動から生じる生徒の不
安感・ストレス等内面
へのアプローチを是非
継続させていただきた
い 

・コロナ禍の中、学校
に適応できにくい生徒
が例年より多く見られ
た。その中でもカウン
セリングにつなげるこ
とや、学年団の対応な
ど、個々への対応を行
うことができた。 
・講話や集会などでき
なかったものも多かっ
たが、携帯電話教室を
後期に行うなどできる
範囲で対応を行った。 
・感染症対策の関係で
部活動が充分にできな
かった。文化祭も中止
になったために、文化
部の活動の場を提供で
きるように 12 月に文化
部発表会を実施するこ
とができた。 
 
 

・来年度もこの状況は
少なからず続いていく
と思われる。その中で
不安定になる生徒の把
握と個々への対応を進
めていく。 
 
・感染症対策を実施し
たうえで、どのような
形態で講話など実施し
ていくか検討し、充実
した指導ができるよう
取り組んでいく。 
 
・来年度も正常な状況
で部活動ができるとは
限らない。その中で、
部活動の発表の場であ
る行事の実施を感染症
対策を徹底させながら
行っていきたい。 



 

 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16日実施） 

総合評価（３月31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 

３ 進路指導・支援 

①生徒一人ひとりが進路
意識を深めることのでき
るキャリア教育の充実を
図るとともに社会貢献意
識を醸成する。 
 
 
 
②進路、受験に関する
データ分析を行い、そ
れを学校全体で共有
し、活用するための方
策を工夫する。 

①生徒に高い目標、進
路意識を深めさせるた
めの体制を構築し、指
導の充実を図る。 
 
 
 
 
②データ分析の手法を
確立し、共有・活用す
る方策を研究する。 

①生徒に高い目標、進
路意識を深めさせるた
め、生徒、保護者、教
員に対し説明会、研修
会を企画・実施する。
また、三者の連絡を密
にする。 
 
②生徒個々の学力を把
握し、模擬試験の結果
等学校全体で進学に関
するデータの情報共有
を図る。また、生徒自
身が与えられた情報を
有効活用できるような
指導を工夫する。 

①生徒に高い目標、
進路意識を深めさせ
るため、適切な説明
会、研修会を企画・
実施できたか。ま
た、三者の連絡を密
にすることができた
か。 
②データ提供がタイ
ムリーに、関係者間
で共有できたか。ま
た、提供データの内
容の分析や精選、情
報を有効活用できる
ような指導の工夫が
できたか。 
 

①コロナ感染防止のため、
説明会、研修会を計画通り
実施できなかった。 
 
 
 
 
 
②スタディサポートや模擬
試験の結果を関係者間で共
有できた。 

①生徒、保護者の進路
意識を深めるような説
明会を後期に積極的に
実施したい。 
 
 
 
 
②提供データの内容の
分析や精選、情報を有
効活用できるような指
導の工夫をさらに行い
たい。 

・進路説明会や研修会
が開催できなかったこ
とは、現在の状況では
致し方ない。ＨＲ単位
での活動へと工夫して
実施できたことは良か
った。共有データ内容
の分析などについて
は、生徒個人の過去か
らの比較分析や、校内
での比較分析に活用さ
れているので、生徒に
とっても目標が明確に
なり、たいへん有効に
活用できている。 

・コロナ感染防止のた
め、説明会、研修会を計
画通り実施できなかっ
た。 
 
 
・スタディサポートや模
擬試験の結果を精選し、
関係者間で共有できた。 

・全体での、説明会や 
研修会は実施できなか
ったが、ＨＲクラス単
位での活動を行った。 
・提供データの内容の
分析や精選、情報を有
効活用できるような指
導の工夫をさらに行い
たい。 

４ 地域等との協働 

①地域と連携した災害
時の防災体制整備を推
進する。 
 
 
 
 
②ＰＴＡや地域との連
携による地域貢献活
動、ボランティア活動
を推進する。 
 
 
 

①安心・安全な教育環
境の整備に努め、地域
と連携した災害時の防
災体制整備を推進す
る。 
 
 
②ＰＴＡと協働し様々
な場面でボランティア
活動を行う。全校生徒
参加の地域貢献活動を
定着させる。 
 

①周辺施設や自治体と
連携し、防災意識を高
める様々な防災訓練を
実施する。 
 
 
 
②海の日の「北浜海岸
清掃」や県立学校環境
整備事業をＰＴＡと連
携して行う。ＬＨＲを
活用し、全校生徒が年
１回参加の地域貢献活
動を行う。 

①自治体との連携、
協力が推進された
か。 
 
 
 
 
②ボランティア参加
人数が増加したか。 

①防災計画に基づき、帰着地
別集会、津波を想定した避難
訓練を実施した。 
 
 
 
 
②海の日の「大磯北浜海岸清
掃」や県立学校環境整備事
業及び地域貢献活動は、コ
ロナ感染防止のため中止とな
った。 

①後期には、「大磯高
校周辺の災害と防災に
ついて」の防災講演会
を実施予定。 
防災備蓄物品の点検、
補充を実施する。 
 
②早い時期からの声か
けで有志参加の生徒数
を増やす。また、「お
助け隊」（有志保護
者）の募集も工夫す
る。 

・今後も津波や浸水な
どの災害を想定した取
組みを継続してほし
い。 
・防災ボランティアの
活用に関しても、コロ
ナ禍という状況を踏ま
えた中で継続してほし
い。 
・ＰＴＡ活動もコロナ
の影響でほとんどでき
ない状況だがニューノ
ーマルとして新しい考
え方が必要かと思われ
る。 

・大磯町危機管理課の協
力を得て「大磯高校周辺
の災害と防災について」
１学年生徒対象に講演会
を実施することができ
た。 
生徒防災委員のＤＩＧ研
修会や様々な避難訓練の
実施を通じて、生徒の防
災意識を高めることがで
きた。 
 
・海の日の「北浜海岸清
掃」や地域貢献活動は、
コロナ感染防止のため中
止としたが、来年度、地
域との連携を図る活動を
検討する。 

・災害時の大磯町・平塚
市の避難所になっている
ことからも、地域・自治
体の防災訓練への本校有
志生徒の参加などを通し
て連携を模索する。 
 
 
 
 
・コロナ感染対策の徹底
を図りながら、できる活
動をできる範囲で行う。 

５ 
学校管理 
学校運営 

①事故・不祥事の防止を
徹底する。 
 
 
②校内ネットワークのセ
キュリティーを維持しな
がら、情報の共有化と情
報処理の効率化を推進す
る。 
③ホームページ、学校
説明会等において、適
切な情報提供を行う。 
 
 

①事故・不祥事ゼロを
めざす。 
 
 
②グループ再編成後の
検証を行う。 
 
 
 
③学校説明会の内容を
充実させ、各地域への
広報活動を図る。ホー
ムページを適切に使
い、迅速な情報提供を
行う。 
 

①定期的に職員研修を
実施する。 
 
 
②グループ内での業務
分担を明確にしつつ、
負担感のないよう、グ
ループ員で協力、情報
共有化を進める。 
③説明会の中で生徒の
活動を見せる工夫を
し、湘南地区、小田原
地区の説明会を充実さ
せる。また、ホームペ
ージへの行事等の掲載
を充実させる。 

①事故・不祥事がな
かったか。 
 
 
②情報の共有化と情
報処理の効率化が達
成できたか。 
 
 
③学校説明会におい
て生徒の活動を見せ
ることができたか。
また、ホームページ
への掲載内容が充実
されたか。生徒募集
に改善が見られた
か。 

①成績処理と情報処理に関
する研修会を実施した。 
 
 
② Google drive に共有
drive を作成し研修等の課
題の共有化と情報処理の効
率化ができた。 
 
③夏休み中に延べ 200 名以
上の中学生に少人数での校
内見学を行うことができ
た。小田原・湘南地区の説
明会をメールでの申し込み
にしたが、いずれも定員を
超える応募があった。 

①前期は事故がなく終
えることができたが、
後期も十分な注意喚起
する。 
②共有 driveの利用方
法などを職員へ周知し
利用促進を図る。 
 
 
③新型コロナに対する
対策は、十分に行って
いるが、さら感染に気
を付けて、説明会を実
施する。 

・コロナ禍によって電
子データによる情報共
有や情報処理が図られ
る機会が大幅に増えて
いるため「情報の共有
化」や「情報処理の効
率化」だけではなく、
「情報セキュリティ」
の維持や強靭化という
視点も「取り組み内容
に」追加したほうが良
い。 
・他地区での説明会は
とても良いアイディア
と感じる。 

・コロナ禍によって、変
化の多い 1 年間であった
が、生徒、職員共に大き
な事故がなかったこと
は、充実した研修などに
よる成果である。 
・Google drive に共有
drive を作成し、職員全
体に対する研修を行うこ
とができた。 
・メール申し込みなど新
しい方法も採用しなが
ら、積極的に他地域での
学校説明会を開催し、多
くの来場者があった。ま
た、学校の見学にも多く
の中学生が参加した。 

・引き続き、事故防止の
観点から職員研修を充実
させ、安全・安心な学校
を目指す。 
・情報環境については、
不十分な部分や職員の理
解が進まない部分が多
く、情報セキュリティを
含め、研修を継続する。 
・学校のＰＲには、努力
をしてきたが、特に他地
域に対する本校の知名度
は低いため新たなＰＲを
担当グループで検討して
職員全体で対処する必要
がある。 

 


