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神奈川県教育委員会教育長 殿 

令和２年４月 30日  

学校名：県立横浜桜陽高等学校  

平成 31（令和元）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（４月１０日実施） 

（平成28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１３日実施） 成果と課題 改善方策等 

１ 
教育課程 

学習指導 

①フレキシブルス

クールから年次進

行型の単位制普通

科への教育課程の

改編・充実を円滑

に実施する。 

 

 

 

 

②授業改善に取り

組み、生徒の主体

的な学習活動を促

進し、より深い学

力の定着を目指

す。 

①年次進行型の定

着を円滑に進める

とともに、新学習

指導要領に対応し

た教育課程の検討

を行う。 

 

 

 

 

②生徒の確かな学

力の一層の定着を

目指し、組織的に

授業改善を推進す

る。 

①制度や規定の更なる精

査・見直しを行い、生徒

の学習ニーズに応じた教

育活動に取り組む。 

・新しい学習指導要領を

見据え、年次進行型に則

った教育課程の編成に取

り組む。 

 

 

②生徒ひとり一人の実態

を把握・分析し、生徒の

「主体的・対話的で深い

学び」の実現を目指し、

組織的に授業改善に取り

組む。 

①年次進行型単位制の

特徴を踏まえて、生徒

のニーズを考慮した制

度･規定の確立に取り

組むことができたか。 

・新学習指導要領の学

務的部分について、関

係部署と協力しながら

検討を進めることがで

きたか。 

②教科会を通して生徒

の実態に対応したテー

マを設定し、各教科で

研究を進め、基礎学力

の定着を図る学びにつ

いて全体で共有するこ

とができたか。 

①改定した年次進行型単位

制の学務内規に基づいた運

用を開始した。運用の初年

度のため、問題点や改善点

等を検討する。また、16期

生４年次の前期卒業を実施

し、後期卒業に向けた学務

規定を実施している。 

 

 

②前後期に授業見学と教科

会を行い、教科毎に研究の

成果をまとめた。全体会は

12／2に実施した。ICTの活

用方法や、アクションリサ

ーチの実践について共通理

解を図った。 

①全年次における年次進行型

単位制の実施を踏まえ、運用

上生じた学務内規の問題点の

洗い出しと検討を行い、修正

を加えていく。また、新学習

指導要領の実施に伴う学務的

部分について、引き続き各部

署と協力をして検討を行い円

滑な実施へ向けた準備を進め

る。 

②授業での ICT活用について

は、教員それぞれが模索しな

がら取り組んでいる状況であ

る。活用方法について研修会

を設定したり、使い方につい

て情報共有を図るなどして、

積極的に活用していきたい。 

①・諸問題を抱えながら

の学務運営であったが適

切に進められている。 

・単位制の特長を活かし

た単位認定や、卒業の認

定について更なる検討を

進めてほしい。 

②・グローバル社会にお

いてこれからの担い手に

は ICTの活用は不可欠で

ある。教員の努力に加

え、専門家の協力が得ら

れるとよい。 

・授業改善の取り組みは

充実している。若手教員

の成長に向けて、OJTと

結合しての研修なども推

進してはどうか。 

①年次進行型単位制の定

着を図ることに注力し

て、順調に学校運営を進

行できた。新カリキュラ

ム検討を見据えながら、

単位制の特長を生かす方

策を考えていく必要があ

る。 

 

 

 

②授業改善については、

昨年の課題であったテー

マの共有や教科を越えた

取り組みを行うことがで

きた。ICT利活用につい

ては、いっそうの充実を

図る必要がある。 

①新たな学習指導要領

に基づく教育課程を検

討しつつ、単位制の特

徴を生かせるようさら

なる検討を進める。 

 

 

 

 

 

②生徒の「主体的・対

話的で深い学び」の実

現のために授業改善を

推進するとともに、

ICTの有効な利活用の

ための方策を検討す

る。 

２ 
生徒指導・

支援 

①学校行事、部活

動の活性化を図

り、多くの生徒に

社会性や自己肯定

感を育成する。 

 

 

 

 

 

 

②生徒個々の状況

に応じ、一人ひと

りを大切にする教

育相談、支援の取

り組みを推進す

る。 

①社会の一員とし

ての規範意識を醸

成するとともに、

学校行事や部活動

等の諸活動を通じ

て、自己肯定感を

高めさせる。 

 

 

 

 

②生徒の実態につ

いて職員間で情報

を的確に共有し、

個々の課題解決に

向け組織的に支援

を行う。 

①生徒会の主体的な活動

を支援し、学校行事や部

活動等を活性化させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②新たな教育相談チーム

を設置し生徒に周知さ

せ、対応していく。SC・

SSW及び外部機関との連

携などにより、組織的な

支援体制を構築する。 

 

①学校行事や部活動等

の活性化に向け、生徒

の取り組みを支援する

企画運営の工夫を行っ

たか。その結果、学校

行事の満足度や部活動

加入率等に反映するこ

とが出来たか。 

 

 

 

②今年度より設置する

教育相談チームの存在

が生徒に周知された

か。また、各生徒の相

談に対し、組織として

的確に対応できたか。 

 

①部活動への興味について

19期生にアンケートを実施

し、部活動について考えさ

せるきっかけとした。桜陽

祭では、ごみの減量化を食

品販売企画のサブテーマと

し、生徒の意欲を高めるこ

とが出来た。部活動合同発

表会は学校説明会の午後に

体育館で実施し、昨年度ま

での課題の多くを解決する

ことが出来た。 

②教育相談チームが組織化

されたことにより、SC・SSW

との連携がしやすくなり素

早く的確に生徒対応が行わ

れた。また、定期的にチー

ムで会議を持つことにより

情報の共有化や課題解決も

スムーズになった。 

①年間のＨＲ計画に即した学

校行事の準備・内容を再検討

するとともに、委員会活動や

部活動の活性化のため、委員

会の運営方法の工夫や、部活

動の活性化を目指した手立て

の検討を引き続き行う。 

 

 

 

 

②教育相談チームの会議が報

告だけに終わる場合が多い。

SC・SSWの意見を聞きなが

ら、具体的な支援策の案を打

ち出すには、会議の時間・頻

度が足りないのが現状であ

る。 

①・部活動の活性化につ

いてはアンケート実施な

どの積極的な取り組みが

評価できる。 

・他校・地域など校外と

の繋がりはどのように持

っているのか。桜陽祭で

成功したゴミの減量化に

ついても地域へ広める等

の広がりを持ってほし

い。 

②・教育相談チームの設

置は、生徒にとって有用

であり、大変評価でき

る。 

・生徒を支援する体制を

充実したものにするため

に、会議時間の確保・設

定の検討が必要である。 

①桜陽祭ではゴミの減量

化など新たな取組みを進

め、生徒の自覚ある行動

を引き出すことができ

た。部活動の加入率には

現れなかったが、今後に

つながる広報活動を充実

させることはできた。 

 

 

 

②教育相談チームを組織

として立ち上げて運用す

ることができる体制を整

えることができた。さら

なる充実を図るため、会

議時間を確保していく必

要がある。 

①学校行事や部活動の

中で、生徒の自主性や

自律性を伸ばせるよ

う、生徒会本部や実行

委員会の活動をこれま

で以上に支援する。 

 

 

 

 

 

②的確かつ迅速な生徒

対応を進めるため、教

育相談チームの活性化

を図り、定期的な会議

時間を確保する方策を

検討する。 

３ 
進路指導・

支援 

計画的、組織的

な進路支援やキャ

リア支援を推進

し、生徒一人ひと

りが自らの資質や

将来としっかり向

生徒の多様な進

路希望に対して計

画的、組織的に対

応し、進路希望の

実現を図る。 

・諸活動を通して生徒の

キャリア意識を喚起する

とともに、生徒一人ひと

りの進路実現に向けた指

導に取り組む。 

・試験結果等の分析を的

・生徒が学校生活を振

り返る場面を設定し、

キャリア意識について

気づきや学びを深める

ことができたか。 

・多様な生徒の進路希

①桜陽アカデミアや分野別

説明会等を通じて、希望進

路に応じたガイダンスを行

った。また、生徒のキャリ

ア意識を更に高めることを

ねらいとして、１年次は 10

月にクラス毎に８ヶ所の事

①継続的にキャリア形成意識

を醸成し、将来自立した社会

人を育てるため、次年度の総

合的な探究（学習）の時間や

キャリア教育行事について一

層の充実を目指して、企画・

①職場見学等を多く実施

していることは、生徒の

自己肯定感の醸成に役立

つものとして大いに評価

できる。 

②ポートフォリオの有効

①職場見学を充実させる

ことで、生徒のキャリア

意識を喚起することがで

きた。さらなる意識改革

に向けて、キャリア行事

の一層の充実を図る必要

①生徒のキャリア意識

について深めることが

できるよう、職場見学

のさらなる充実とその

他キャリア行事の内容

について引き続き検討



 
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（４月１０日実施） 

（平成28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１３日実施） 成果と課題 改善方策等 

き合い、自ら進路

を切り開こうとす

る態度を育む。 

確に行うとともに、進路

相談体制の充実を図る。 

・高大接続を踏まえた、

新たな入学者選抜への体

制を整える。 

望に応じたガイダンス

ができたか。 

・大学入学者選抜改革

に対応する研究を進め

ることができたか。 

業所で職場見学、２年次は

11月に希望別に 10ヶ所で

職場見学を実施した。 

②学校生活振り返りシート

の研究を進め、学校行事や

定期テスト等の区切りでポ

ートフォリオを作成し、自

己成長を図った。 

③大学入学者選抜改革に対

応するよう、教員研修や外

部機関との連携により、生

徒に適切に情報提供を行っ

た。 

実施していく。 

②大学入学者選抜改革等につ

いて、生徒や保護者に適切に

情報提供を行っていくため、

更に研究を進め対応してい

く。 

性が教科指導でも認めら

れている現状からもポー

トフォリオの活用による

進路支援をさらに進めて

ほしい。 

③・大学入学者選抜改革

については、生徒主体で

考えることができるよう

県や国へ積極的に意見を

出してほしい。また、生

徒のみならず保護者に適

宜、適切に情報提供をお

願いしたい。 

がある。 

②ポートフォリオの作成

など、生徒の気づきや学

びを深めるため、自らの

振り返りの機会を設ける

ことができた。 

③高大接続改革の進捗を

見極めながら的確な情報

発信を心がけた。次年度

の大学入学者選抜の情報

も生徒・保護者に迅速に

伝えられるよう体制を整

える必要がある。 

して実行する。 

②ポートフォリオの検

討を進めるとともに、

各年次と連携して総合

的な学習（探究）の時

間の充実を図る。 

 

③国や各大学の情報を

的確に把握し、迅速に

発信できるよう組織的

な対応を一層強めてい

く。 

 

４ 
地域等との

協働 

①様々な場面で地

域及び外部機関等

と広く連携した教

育活動の展開に努

め、生徒の学びや

経験の幅を深め

る。 

 

 

 

②外部に向けて積

極的な情報発信に

努め、本校の教育

活動への理解と信

頼が深まるよう取

り組む。 

①地域や外部関係

機関と連携した教

育活動の充実を図

るとともに、地域

へ貢献できる学校

づくりを目指す。 

 

 

 

 

②保護者、地域へ

情報の発信に努

め、教育活動の理

解を促進する。 

①校外の教育活動やボラ

ンティア活動等の情報提

供等を工夫し、生徒が主

体的に参加できるよう働

きかける。 

・学校開放や社会人聴

講、コミュニティスクー

ルなどを活用し、地域と

の連携を推進する。 

 

②授業紹介や授業での生

徒の取り組みの様子、部

活動や行事等の生徒の活

動をＨＰに掲載する。 

 

①古着回収活動やとつ

か区民祭り等のボラン

ティア活動を通して生

徒が地域と関わる活動

に参加することができ

たか。 

 

 

 

 

②生徒の活動が具体的

にわかるよう発信する

ことができたか。 

①校外講座に４名参加し、

受講した。また、ボランテ

ィア活動では、戸塚区民ま

つりに６名、なかだふれあ

い祭りに 10名参加した。 

古着回収活動については段

ボール 2箱分の子ども服を

回収した。 

 

 

②スポーツ大会、桜陽アカ

デミア、部活動、修学旅

行、授業紹介について掲載

した。 

①ボランティア入門講座を開

催したり、ボランティアにつ

いての情報提供を増やすこと

により、ボランティアに参加

する生徒を増やしていきた

い。 

 

 

 

 

②生徒の活動については、生

徒の生の声も発信していきた

い。 

①今年度は中止となった

ボランティア入門講座や

校内ボランティアセンタ

ーを活性化させ、ボラン

ティアに参加する生徒を

増やしてほしい。 

・SDGｓの視点からの活

動を、生徒の発想を生か

し、生徒が中心に取り組

む活動を支援してほし

い。 

②HPが刷新され、非常

に見やすくなっている。 

・情報発信に関して PTA

との連携を図り、相互の

質・量を高めてもらいた

い。 

①早い段階から新３年次

生に対し翌年度の校外講

座について情報提供を行

い、校外講座に複数の生

徒が参加した。ボランテ

ィアについて自主的に活

動できるよう工夫する必

要がある。 

 

 

②ＨＰの更新を迅速に行

うことで学校行事や部活

動などの情報発信を的確

に実施することができ

た。 

①校外講座・ボランテ

ィア活動ともに、生徒

自らの活動として実施

できるように情報提供

をしっかりと行ってい

く。 

 

 

 

 

②保護者や中学生の知

りたい情報を的確に把

握し、わかりやすく迅

速な情報発信ができる

よう体制を整える。 

５ 
学校管理 

学校運営 

学校生活が生徒

の成長にとって有

用なものでありか

つ安全・安心な場

であり続けること

を目指し、創意工

夫をもった取り組

みを大切にする学

校経営を進める。 

①生徒が安全で安

心できる学校生活

が送れるよう教育

環境の整備、充実

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②事故・不祥事の

防止に向けて、職

員一人ひとりの意

識のさらなる向上

を図る。 

①年次進行型の教育課程

に即した教育環境、施設

整備を進める。 

・生徒による美化活動の

充実を図り、環境向上へ

の意識を醸成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②職員の事故・不祥事防

止について日常的に意識

啓発を行い、事故・不祥

事を防止する。 

①昨年度から継続して

いる施設整備および情

報通信ネットワークの

整備を進めることがで

きたか。環境美化委員

が継続してゴミの分別

活動に取り組むことが

できたか。 

 

 

 

 

 

 

 

②事故・不祥事防止会

議を定期的に開催し、

「事故・不祥事ゼロ」

を達成できたか。 

①B館、A館の一部に Wi-Fi

環境が整備され、生徒の情

報端末を接続できるように

なった。また、ICT機器を

活用した授業を行うことが

できるようになった。 

・美化委員会活動を当番で

毎日行い、清掃やゴミ分別

に対する意識を高めた。 

 

 

 

 

 

 

②職員会議に先立ち事故防

止会議を実施した。また、

定期テスト・成績処理や年

末などにおいて適宜注意喚

起し、事故を防いだ。 

①ChromeBookを使いやすいよ

うな ICT環境を整えていく。 

・環境美化委員が分別だけで

なく、在校生に向け環境問題

について発信していくように

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②引き続き事故防止会議を実

施するとともに、高い意識の

維持に努める。 

①Wi-Fi環境整備は先進

的な取り組みであり、ハ

ード面の対応は特に困難

であるにもかかわらず適

切に運用できているもの

と評価する。 

・台風等の災害による施

設の安全性の低下を懸念

する。随時、迅速な対応

を望む。 

・フレキシブルでなくな

ったために生ずる環境へ

の問題点（一斉に登校、

休憩場所、購買等）への

対応も保護者へ周知して

ほしい。 

②・事故防止について教

職員が一丸となり防止に

取り組んでおり、大変評

価できる。 

・教員の働き方改革への

対応についても引き続き

取り組みをお願いした

い。 

①校内における Wi-Fi環

境の整備に伴い、ICT機

器を活用した授業を行う

ことができるようになっ

た。Chromebookなどの

備品管理をしっかりと行

う必要がある 

 施設の安全性の確保が

急務である。 

 

 

 

 

 

 

②事故・不祥事防止会議

を定期的に実施し、未然

防止につなげることがで

きた。働き方改革を視野

に入れた取組みを充実さ

せたい。 

①校内の Wi-Fiを活用

した授業とともに、オ

ンラインを活用した授

業の在り方について研

究を進める。 

 学校施設について

は、未然の事故防止と

なるよう日常の点検・

整備など着実に行い、

修繕すべきところは迅

速に対応していく。 

 

 

 

 

②事故・不祥事につい

て、常に当事者意識を

継続できるよう防止会

議の形態を工夫してい

く。 



 

 


