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令和４年４月８日  

神奈川県教育委員会教育長 殿 
県立 相模田名高等学校長  

令和３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 

（２月７日実

施） 

総合評価（３月 18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基礎学力の
確実な定着を
念頭に置き、
新学習指導要
領の趣旨を踏
まえ、自ら学
習課題を発見
し、解決でき
る 能 力 を 養
う。 
 

①小集団学習及び習熟度
別学習の実施により自ら
学習に向かう意欲と完結
能力を養う。向学心を養
うことを目的とした組織
的な授業改善に自らの特
性を反映する能力を養
う。 

①大テーマ「わかる・でき
るが実感できる授業を目指
して」とし、各教科に小テ
ーマを設定する。具体的な
方策を考えて実践し、授業
の改善に取り組む。 
①教員相互の授業見学、研
究授業等を実施する。 
①令和４年度からの教育課
程の実施内容の検討をす
る。 

①各教科でテーマに
沿った取組と振り返
りができたか。 
①授業見学、研究授
業を実施し、成果の
共有がされたか。 
①本校の生徒の学力
向上につながる新教
育課程の実施内容が
できたか。 

①各教科でテーマに沿った取
組と振り返りができた。 
①授業見学期間を２回設定
できた。研究授業において
「わかる・できるが実感で
きる授業」をテーマとし、
教科会・全体会を実施し、
指導主事や運営協議会委員
のご指導もいただき、組織
的に授業改善に取り組ん
だ。 
①本校の生徒の学力向上に
つながる新教育課程実施内
容の策定をした。 

①テーマ設定および授業見
学・研究授業を実施すること
により、更なる組織的な授業
改善を進めていく。 
①新教育課程を実施し、学
力向上につなげたい。 

①分散登校やオ
ンライン授業が
あったが、現状
でできることを
数多く対応でき
ており、よい。 

①大テーマと各教科の小テ
ーマを定め、組織的な授業
改善を推進できた。公開研
究授業や授業見学が成果を
あげ、生徒は意欲的に授業
に取り組んでいる。 
①新教育課程を策定できた
が、来年度からの実施で生
徒の学力向上に繋がる取組
が必要である。 

①振り返りと評価を必ず
行い、生徒による授業評
価の効果的に活用する
等、ＰＤＣＡサイクルを
確立する。 
①新教育課程を実施する
中で、各教科で実施内容
をさらに検討し精選す
る。 

２ 

( 幼
児 ・
児
童・) 
生 徒
指
導 ・
支援 

①社会的規範
意識の育成を
図 る と と も
に、社会にお
けるリーダー
としての素養
を養う。 
 
 
 
 
 
 
 
②生徒の主体
的な活動を支
援する場とし
て、部活動や
学校行事の充
実を図る。 
 
 
 
 
 

①「マナー日本一」の規
範意識の充実により、他
者理解を踏まえ、集団に
おけるリーダーとしての
素養を養う。 
①いじめ防止対策を推進
し、自他共栄の心を持
ち、周囲と適切なコミュ
ニケーションをとれる寛
容な心を育成する。 
②部活動の加入率の向上
を推進し、部活動を通し
て主体性を育み、強靭な
精神力を養うことによ
り、社会におけるリーダ
ーとしての素養を身につ
ける。 
②生徒会本部や委員会に
おいて、生徒自ら作り上
げる学校行事への意欲を
錬成する。 

①授業開始・終了の挨拶

を徹底する。制服をルー

ルに則り着こなす。 

①高校生（社会人）とし

て身につけるべき言葉遣

い・立居振舞いの涵養を

図る。 

①いじめ相談窓口を生徒

に周知し、相談しやすい

雰囲気づくりをする。 

②文化祭・体育祭・球技

大会等の行事を見直し、

良いところは継続性を持

って、生徒の主体的な創

意工夫を促し、自尊感情

や生徒相互の一体感を育

てる。 

②全体の部活動加入率

60％以上を維持しつつ運

動部女子加入率の目標を

30％とする。さらに教科

活動と教科外活動のバラ

ンスの良い高校生活によ

り、生徒の様々な取組の

活性化を一層進める。 

①授業への集中が高
まり、円滑な授業を
行うことができた
か。 
フォーマルウェアと
して着こなすことが
できたか。 
①ＴＰＯに合った態
度や言葉遣いをしっ
かりできたか。 
①いじめ相談の職員
に気軽に話しかけら
れたか。 
アンケートにしっか
り対応し、友人を救
えたか。 
②体育祭、文化祭等
の生徒会行事におい
て、生徒の積極的に
取り組む姿勢がみら
れたか。 
②委員会活動におい
て生徒の主体的な活
動がみられたか。 
②部活動加入率を達
成できたか。 
②部活動の生徒が学
校行事等へ主体的に
協力することができ
たか。 

①授業開始終了の挨拶が徹
底し、落ち着いた雰囲気で
授業が展開している。制服
の着こなしも定着してい
る。 
①ＴＰＯに合った言葉遣い
や立ち居振る舞いに関して
は、まだ課題のある生徒も
いる。 
①いじめに関しては生徒も
協力的であるため、早めに
対応できている。 
②体育祭、文化祭等の生徒
会行事において、コロナ禍
で縮小・制限があったが、
生徒は創意工夫し積極的に
取り組む姿勢がみられた。 
②福祉委員会活動において
生徒の主体的な活動がみら
れた。 
②全体の部活動加入率は
64％と回復し、運動部女子
35％と目標達成ができた。 
②体育祭では、部活動の生
徒が準備や各係を責任をも
って行ってくれた。また、
学校説明会等でも各部分担
を決めて積極的に協力し
た。 

①今後も授業に落ち着いて
取り組めるように生徒の自
覚を高める指導を継続す
る。制服の着こなしへの意
識も指導を続ける。 
①日常生活の中できめ細か
く言葉遣いや態度を考えさ
せていく。 
①いじめを絶対に許さない
姿勢を今後も学校全体で共
有する。 
②体育祭と文化祭が連続す
る過密な日程になり、生徒
や職員の負担が大きかった
が、コロナ禍では最善の策
を取り、成功した。 
②部活動加入率を達成でき
たが、中学生との交流等工
夫をしてさらにアピールす
る方法を模索する。 

①落ち着いて授
業等の学校生活
に取り組んでい
る。 
①コロナ禍で思
うような活動が
困難で、閉塞感
がある中、子ど
ものメンタルケ
アが必要だ。 
②行事は縮小傾
向だが、できる
ことをやってい
くことが大切
で、そのような
取組を評価す
る。 

①「マナー日本一」の指導
が徹底され、生徒は授業に
意欲的に集中して取り組ん
でいる。さらなる主体的行
動の育成が課題である。 
①教員やスクールメンター
に相談しやすい環境を整え
たことで、重大事態に発展
しないよう細かな指導支援
をすることができた。今後
もきめ細やかな見守りと指
導の継続が必要である。 
②学校行事では、縮小や制
限がある中でも生徒は意欲
的に活動できた。主体性を
さらに伸ばす取組が課題で
ある。 
②部活動加入率は回復した
が、中学生に入部をアピー
ルする手立てを行い、さら
に部活動を活性化する必要
がある。 

①「マナー日本一」の指
導を継続していく中で、
主体性や規範意識を育成
する。 
①学校生活全般を通じて
コミュニケーションに係
る呼びかけを行い、周り
への感謝の気持ちと思い
やりの心を育てる。 
①粘り強く丁寧な生徒指
導を教職員全体で組織的
に行い、段階的な指導と
日頃からの声掛けにより
生徒の問題行動の未然防
止に向けた取組の充実を
図る。 
②生徒会行事や委員会活
動で生徒の主体的活動を
促進する。 
②部活動指導では１年生
の入部率増加と途中退部
者の減少を目標として、
生徒の主体性を重視した
指導を推進する。 

  



 

３ 

進 路
指
導 ・
支援 

①キャリア諸能
力の形成及び豊
かな人間性の育
成を図り、社会
に貢献できる人
材を育成する。 
 
 
 
 
 
 
 

①「総合的な探究の時
間」の３年間の系統的
な授業展開を通じて、
現代社会が抱える課題
に目を向け、その解決
に主体的に関わる姿勢
を養う。 
①３年間を見通した系
統的、組織的な指導・
支援を行い、社会にお
ける自己の生き方を探
求する。 

①「総合的な探究の時
間」において、社会問
題における課題につい
てのレポートを作成
し、発表をとおして、
考えを深化させる。 
①職業理解講座、分野
別説明会による職業観
の深化を促す。 
①進路希望調査、進路
ガイダンス、三者面談
を計画的に実施し、生
徒の将来設計の立案を
促す。 
①３年間を見通した系
統的、組織的な指導・
支援を推進する。 

①現代社会における
諸問題に積極的に関
わる姿勢が見られた
か。 
 
①職業観を確立させ
ることができたか。 
 
①将来設計の立案を
促すことができた
か。 
 
①３年間を見通した
系統的、組織的な指
導・支援となってい
るか。 

①現代社会における諸問題
に積極的にかかわる姿勢が
出てきた。 
①職業観を深化させること
ができた。 
①職業理解講座、分野別説
明会等を行い、将来設計の
立案を促すことができた。 
①３年間を見通した系統
的・組織的な指導･支援とな
っている。 

①コロナ禍で、よりいっそ
う生徒の社会問題への関心
は高まった。 
①社会状況を理解すること
と合わせて、職業観を確立
させたい。 
①現代社会に生きる一人の
社会人としての将来設計案
を促したい。 
①早い時期から、卒業後を
見通す意識がまだ弱い。先
が見えない状況だからこ
そ、早い段階から進路意識
を高めさせたい。 

①「総合的な探究
の時間」の次のス
テップの検討をし
てほしい。 
①SDGs の取組につ
いても来年度、学
校評価報告書に記
載するとよい。 
①進学・就職とも
様々な指導がなさ
れ、生徒の希望が
叶ったことがよか
った。 

 

①現代社会の諸問題へ
の関心が高まっている
ので、職業観の確立と
繋げたい。 
①将来設計を促す説明
会等を計画し実行でき
たが、早い時期から卒
業後を見通す意識を高
めさせる必要がある。 

①各学年の取組で「目標の
明確化、意識化」「振り返
り、見直し」を行って、職
業観や将来設計への意識を
向上させる。 
①社会状況への理解と職業
観の育成を繋げた講座や説
明会等を活用して進路意識
を高めさせる。 

 

４ 

地 域
等 と
の 協
働 

① 豊 か な 人 間
性、社会性を育
み、生徒が有用
感、自尊感情を
実感でき、地域
に信頼される学
校づくりを目指
す。 
 
 

①田名地域の特性を踏ま
えたコミュニティ・スク
ールを整備・構築し、地
域に信頼される学校づく
りを行う。また地域連携
活動の工夫、参加規模を
拡大・充実させ、生徒自
ら取り組む姿勢を身につ
ける。 

①安心・安全な「地域
連携活動」等を検討
し、実施する。 
①生徒の「地域貢献活
動」等の参加やPTA主催
の「キウイ収穫祭」の
参加を推進する。 
①「学校へ行こう週
間」「授業参観」等で
生徒の活動を地域に発
信する。 
①地域の社会福祉施設
や公民館、近隣小中学
校との交流行事を行
う。 

①安心・安全な「地
域連携活動」等を検
討、実施できたか。 
①「地域貢献活動」
や「キウイ収穫祭」
の参加数は増加した
か。 
①「学校へ行こう週
間」「授業参観」等
で生徒の活動を地域
に発信したか。 
①地域の社会福祉施
設や公民館、近隣小
中学校との交流行事
を実施したか。 

①コロナ禍で回数は少なか
ったが安心・安全な地域貢
献活動ができた。 
①１学年の地域貢献活動を
社会福祉施設と協力して実
施できた。「キウイ収穫
祭」は PTA と生徒、職員で
収穫のみ実施した。 
①授業参観については実施
できなかった。 
①地域の社会福祉施設や公
民館、近隣小中学校との交
流行事であるラウンジ展
は、学校 HP 上で実施でき
た。 

①コロナ禍で地域連携活動
の回数や参加者数が減少し
ており、安心・安全な方法
を工夫しながら、地域連
携・地域貢献を活性化させ
る必要がある。 
①全公立展・公私合同学校
説明相談会は、中止が続い
たため、本校からの情報発
信や発信方法を本校生徒が
継承することが減ってしま
った。画像や文章ではな
く、実際に見て感じて学ぶ
機会を模索したい。 
①HP 上での開催となったラ
ウンジ展には期間を長く設
定した。今後の開催方法を
検討したい。 

①地域連携発表会
は、短い発表の中
で深いものが見ら
れた。学校全体で
地域に密着した様
子が伝わった。 
①自分たちの地域
をよくしようとい
うマインドを育て
ることが重要だ。 
①優れた取組を地
域に発信してほし
い。 
①ラウンジ展は HP
を活用する等よく
考えられていた。 
①ラウンジ展を直
接見たかった。 

①地域連携・地域貢献
の新規取組ができた
が、コロナ禍で取組の
回数や参加者数が減少
してしまった。状況を
踏まえながら安心・安
全な方法を工夫して、
地域連携・地域貢献を
活性化させる。 
①学校説明会は開催で
きたが、情報発信の方
法をさらに工夫するこ
とが課題である。 
①ラウンジ展を開催で
きたが、開催方法を検
討する必要がある。 

①小・中学校や大学、地域
との連携を強化し、コロナ
禍での開催方法を工夫し、
地域連携や地域貢献の新し
い取組を行う。 
①地域連携の取組について
の情報発信回数を増やす。 
①学校説明会の方式や内容

を検討する。 
①ラウンジ展の開催方法を

検討する。 

５ 

学 校
管理 
学 校
運営 

①安全、安心な
学 校 生 活 の 中
で、自己と他者
を守る行動ので
きる力を育成す
る。 
②事故・不祥事
ゼロの実現に向
け、教職員が一
丸となって、風
通しの良い職場
環 境 を 醸 成 す
る。 
③働きかた改革
を推進するため
に教員の意識改
革を図る。 

①防災に関する様々な研
修･訓練を実施すること
で、生徒が「災害は身近
に存在するもの」という
意識を醸成する。 
①ＤＩＧ研修や防災避難
訓練を実施することで災
害対応力を向上する。 
②研修や事故防止会議を
活用し、情報の共有を徹
底し、事故防止の成果を
生徒に還元する。 
②成績処理システムの精
度を上げ、確実な業務遂
行に努め、生徒・保護者
の信頼を得る。 
②入学者選抜業務の校内
システムの精度を上げ、
確実な業務遂行に努め
る。 

①大規模災害発生に備
え、生徒・職員対象のＤ
ＩＧ研修を実施する。 
①防災帰宅班の確認や防
災避難訓練を実施する。 
①東日本大震災の記憶を
風化させないためにシェ
イクアウトを実施する。 
②研修や事故防止会議
を計画的に実施し、職
員間の情報共有や事故
防止に関する意識の醸
成を図る。 
②成績処理業務を確実
に遂行する。 
②入学者選抜の要項及
び研修会の充実を図
る。 

①生徒・職員対象のＤ
ＩＧ研修を実施した
か。 
①防災帰宅班の確認
や防災避難訓練を実
施したか。 
①シェイクアウトを実
施したか。 
 
②研修や事故防止会
議を計画的に実施で
きたか、事故防止を
継続できているか。 
②成績処理業務を確
実に遂行できたか。 
②入学者選抜業務を
確実に遂行できた
か。 
 
 

①職員 DIG研修は書面開催で
実施した。防災避難訓練、
防災帰宅班の確認、防災訓
練シェイクアウトは予定通
り実施できた。生徒 DIG研修
は１学年対象に防災マイス
ターを講師に充実した内容
でできた。 
②事故不祥事防止研修を２
回行い、事故ゼロを達成で
きた。 
②成績処理業務を確実に遂
行できた。 
②指定校推薦・入選ではマ
ニュアルを検討し、事故な
く行えた。 

①新型コロナウイルス感染
症の感染状況を鑑みて、昨
年と比べて縮小・工夫しな
がら行事等実施することが
できた。次年度は以前の形
式にとらわれず、新しい方
法や形式を取り入れて実施
したい。 
②事故不祥事防止研修会の
内容を工夫し、より不祥事
防止の意識を高めたい。 
②不祥事防止会議が設置さ
れたので、運営内容の検討
が必要である。 

①地区で行ってい
る防災訓練も高校
生と一緒に行える
と良い。 
②事故等がなく良
かった。 

①コロナ禍でも防災研
修や避難訓練が行えた
ことが良かった。ま
た、新しい方式での生
徒 DIG 研修も効果をあ
げたが、さらに新しい
方法や形式を取り入
れ、生徒や教職員の防
災意識を高める必要が
ある。 
②事故不祥事防止の意
識は向上したが、研修
等をさらに工夫した
い。 

①生徒 DIG 研修等、今年度
の取組を踏まえ、さらに方
式や内容を工夫する。 
②不祥事防止会議の内容の
検討を行い、事故不祥事の
未然防止に努める。 
②事故不祥事防止研修の企
画や運営を教員自身で行う
ことで、不祥事防止意識を
高める。 

 


