（第２号様式）
令和３年３月 25 日
神奈川県教育委員会教育長

殿
県立逗葉高等学校長

令和２年度
視点

３年間の目標
（令和２年度策定）

１年間の目標

①自己効力感を高め、他 ①授業、学校行事、
部活動等で達成感
者を尊重する姿勢を育
を持たせる経験を
成する教育活動を行
積み重ね、生徒の
う。
活動意欲を引き出
②生徒が自ら学び考える
す。
学習指導・支援に組織 ②授業以外でも学び
を続けられる環境
的に取り組み、生徒一
を整え、生徒に働
人ひとりの進路等の目
きかける。
標を実現させる。

１

２

教育課程
学習指導

生徒指導
・支援

学校評価報告書（目標設定・実施結果）

取組の内容
具体的な方策
①目標達成に向け
た段階的な課題
設定と、それに
対する形成的評
価を行う。
②ICT を活用し、
生徒が自学でき
る環境を組織的
につくる。

評価の観点
①授業改善の状
況、生徒による
授業評価やアン
ケート、振り返
りの結果
②授業時間外に活
用できる学習手
段の提供状況

校内評価（３月３日）
達成状況
①形成的評価を踏
まえて各教科が年
間目標を作成して
いる。9 月に第 1 回
生徒による授業評
価、10 月に授業見
学期間、11 月に授
業改善研修会を実
施した。
②ICT を活用し、
生徒自ら個人情報
を管理し、授業に
活用した。

課題・改善方策等
①例年と学校全体の
動きが違うことも多
かったため、授業見
学の実施数は昨年度
に比べて減少した。
少なくとも昨年度と
同様の授業見学機会
を設けられるよう、
職員への動機づけが
必要である。
②様々な環境から
ICT が利用できるよ
うに ID を利用しや
すいものにする。

学校関係者評価
（３月 19 日実施）
・学校教育目標として
具体的に育てたい生徒
像を描いた上で、生徒
の現状を把握し目標達
成に向けた課題設定、
実践、生徒アンケート
による振返り等、改善
に向けた取組は PDCA サ
イクルにより実施され
ており評価できる。
・コロナ禍で想定外の
取組など困難さが多く
あり、学習指導が難し
かったと思う。
・ICT はコロナ後にお
いても有効な手段と考
えるので積極的な活用
が必要と思われる。

①他者尊重を基盤に、生 ①規範意識の必要性 ①組織的に他者尊 ①学年や、授業・ ①自身の行動が周 ①集会等を実施でき ・他者尊重を基に規範
を生徒に理解さ
重の大切さを伝
部活動等の担当 囲に与える影響に な い 環 境 下 に お い 意識の醸成を図るため
徒の規範意識を醸成
せ、適正な行動を
え、生徒が振り
者の自己評価、 ついて様々な場面 て、全校生徒への周 の組織的な展開や自身
し、自律した行動を取
考えさせる。
返り考える機会
生徒の振り返り で伝えることがで 知の方法についての が他人に与える影響を
れる力を育てる。
をつくる。
の結果
きた。
模 索 が 必 要 と 考 え 理解させるなど、社会
②組織的な教育相談体制 ②支援的観点の理解 ②生徒支援に係る ②研修会の実施状 ②生徒状況調査を る。
で必要となる資質・能
を充実させ、生徒一人
を深め、個々の生
研修を行い、生
況、学習時等で 基にしたサポート ②ケース会議の開催 力の育成の取組は評価
徒の支援にいか
徒情報の共有を
の生徒支援状況 会議とその情報共 や学習時の支援策の できる。
ひとりが安心できる支
す。
進める。
有会議、「生徒の 検討が必要。
・バス乗車の際、数年
援を行う。
困り感を探る」を 生徒の状況（困り感 前までは割込む生徒が
テーマとしたスク 等）を把握するため 多かったが、そういっ
ールカウンセラー に研修会の内容をい た姿を見なくなった。
による研修会（生 かしていく。
また来訪者への挨拶が
徒指導部との共同
出来る等、成果の現れ
研修）を実施し
の一つと言える。
た。
・服装が乱れた生徒を
見かけることがあるの
で注意が必要と思われ
る。

総合評価（３月 25 日実施）
成果と課題
①授業改善について、
研修会や授業評価アン
ケートを活用して、授
業改善策の検討や実践
の共有を図った。感染
症対策による制約のあ
る中で、言語活動を充
実させるかが課題であ
る。
②ICT 機器を活用した
授業実践について、研
究をかさねての実践で
はなく、実践していく
中で課題を見つけ、そ
の改善を進めざるを得
なかったが、その反
面、ICT 機器活用につ
いて、悩みや実践例を
共有する機会も多く、
日常的に校内での研究
がすすんだ。
②ICT を活用し、生徒
自ら個人情報を管理
し、授業に活用するこ
とがある程度出来た
が、学校のデバイス以
外からの利用が難しか
った。
①規範意識の必要性を
生徒に理解させ、適正
な行動をとることがで
きるよう指導すること
ができた。
②生徒状況調査、サポ
ート会議とその情報共
有会議、スクールカウ
ンセラーによる研修会
の実施やスクールカウ
ンセラーの利用状況の
増加により、生徒一人
ひとりへの支援や教育
相談体制が充実した。
細やかな指導のために
継続した取り組みが必
要である。

改善方策等
①各教科内、教科間で事
業改善の実践例などを共
有するだけでなく、中学
校との連携を授業改善に
生かせるとよい。
②ICT 機器の活用につい
ては、引き続き環境の整
備、各職員のスキルアッ
プのための情報の共有を
すすめていく。
②生徒が様々な環境から
ICT が利用できるように
ID 等を工夫する。

①集会等の実施ができな
い場合における各 HR で
の指導の徹底の具体的手
法について考察してい
く。
②生徒の困り感は家族・
友人関係、進路、コロナ
禍の不安感など多様化し
ている。スクールカウン
セラーの活用や生徒の状
況把握を中心に教育相談
体制の充実についてさら
に努力していきたい。

視点

３

４

５

進路指導
・支援

地域等と
の協働

学校管理
学校運営

３年間の目標
（令和２年度策定）

１年間の目標

〇生徒が主体的に進路目 〇見通しをたてられ
る情報提供、組織
標の設定をし、実現の
的な個別支援によ
ための行動が継続でき
り、生徒に目標実
るように、指導・支援
現への計画的行動
の体制をつくる。
を促す。

取組の内容
具体的な方策
〇担当グループ・
学年を中心に、
学校全体で生徒
を支援する体制
をとる。

評価の観点
〇キャリア・パス
ポートへの生徒
の記載内容、進
路個別支援の実
施状況

校内評価（３月３日）
達成状況
○総合探究やＬＨ
Ｒの時間を利用し
て、面接練習、小
論文練習など進路
実現に向けての指
導を行った。

課題・改善方策等
○大学体験やオープ
ンキャンパスへの参
加など外へ出ていく
活動が難しい状況な
ので、それに代わる
活動を考えていく必
要がある。

①幅広い地域資源を活用 ①地域資源の活用範 ①再編・統合相手 ① 活 動 の 見 学 状 ①逗子高校 1 学年 ①今まで本校が取り
囲を広げる準備を
校の活動の引継
況、担当者間の の「総合的な探究 組んできた活動と時
した教育活動を行い、
進める。
ぎを検討する。
調整状況
の時間」を研究・ 間的な制約がある中
他者を尊重する態度や
広報Ｇの職員 1 名 でどのように逗子高
規範意識、豊かな人間 ②通常の教育活動が ②安全に行える活 ②実施できた活動 が見学した。逗子 校の取組を引き継ぐ
性を育成する。
難しい中、可能な
動・方法を吟味
と工夫の状況
高校の取組につい かを考える必要があ
②地域貢献活動やボラン
地域貢献活動やボ
し、生徒に働き
て次年度の本校の る。
ランティア活動を
かける。
取組に生かせる内
ティア活動に取り組む
行う。
容 を 検 討 中 で あ ②生徒の安全を確保
意欲や行動力を育成す
る。
したうえでおこなえ
る。
②今年度は感染症 る活動について検討
拡大防止、安全を するとともに、保護
優先して地域貢献 者・地域の理解を得
活動は中止した。 る必要がある。

①新校開校に向けた準備 ②生徒・保護者への ②支援的視点を持 ②生徒・保護者ア ②各グループ・教
丁寧な対応、事故
った対応、業務
ンケート結果、 科等と情報を共有
を進め、地域や中学生
防止の徹底、適切
手順の整備と順
逗葉ハンドブッ して業務に取り組
に支持される新校とし
な情報提供によ
守、わかりやす
クの整備状況、 むことができた。
て開校する。
り、安心安全な学
い情報提供を行
逗葉メール・学 ③PTA とも協力し
②在校生徒・保護者を第
校づくりをする。
う。
校ホームページ て、職場環境の充
一に考え、安心安全な
等の情報発信の 実に努めた。コロ
③職員の長時間勤務
③会議時間を減ら
頻度
ナの感染予防のた
学校づくりを一層充実
の
是
正
に
取
り
組
し、グループウ
③勤務時間内に会
め、換気、手洗い
させる。
む。
ェア等による情
議が終了した割
を徹底した。
③職員が心身ともに充実
報共有と課題調
合、グループウ
して生徒と向き合える
整を行う。
ェアの活用状況
ように、働き方改革を
推進する。

①新校に向けた準
備に課題あり。
②在校生が安心安全
な学校生活ができる
ためのコロナに対す
る消毒等に課題があ
る。

学校関係者評価

総合評価（３月 25 日実施）

（３月 19 日実施）
・生徒一人ひとりが主
体的に目的意識を持っ
て進路選択が出来る体
制づくりを目標として
取り組んでいる。自身
の能力や弱点を知る機
会をつくる工夫のほ
か、インターンシッ
プ、地元企業、OB との
交流によるコネクショ
ンの活用なども支援に
繋がる一つの方策であ
ると思う。
・活動が制約される中
逗子高校との地域貢献
活動が制約される状況
において、再編統合に
向け、逗子高校の取組
状況を視察するなどの
活動は評価できる。
・活動自体が難しい状
況ではあるが、出来る
ことから少しずつ地域
との繋がりが持てるよ
う取り組んでいく必要
がある。また、地域か
ら助けていただく事も
視野に入れてはどう
か。

成果と課題
〇総合探究やＬＨＲの
時間を利用して面接練
習、小論文練習や大学
についての調べ学習な
ど進路実現に向けての
指導を行った。一方で
十分な時間確保が出来
なかったことが課題で
あった。

改善方策等
〇大学体験やオープンキ
ャンパスに代わる活動を
考え取り入れていく。

①逗子文化プラザ市民
交流センターとの打ち
合わせを通じて、逗子
高校の取組を引き継げ
るように準備を進めて
いる。今後具体的な計
画を立てる必要があ
る。
②今年度は感染症拡大
防止、安全を優先して
地域貢献活動は中止し
た。保護者、地域の理
解と協力のもと、地域
との結びつきをもてる
活動を考える必要があ
る。

①関係各方面との連絡・
調整・連携をすすめてい
きたい。

・教育環境が変化する
中で、両校でのきめ細
かな学習支援を継続
し、学校全体の教育力
の底上げに取組み、地
域や社会に開かれた学
校運営を期待してい
る。
・新校準備、コロナ対
応と大変ではあるが、
職員が心身ともに充実
して生徒と向き合える
ように、働き方改革を
推進されることを期待
している。
・誰もが経験したこと
がない中で見えてきた
課題や発見を、新しい
学校経営に繋げていた
だきたい。

・生徒の学習意欲に応
えられるよう準備を進
めていたがコロナの影
響で休校、時短のため
学習状況が大きく変化
してしまった。
・逗子高校との再編統
合については、両校の
グループリーダーと協
力し、より具体的に情
報交換を通して新校に
向けての課題の共通理
解をはかった。今後は
両校の特徴を生かしつ
つ、どのような学校に
すべきかを明確にして
いく必要がある。

・学習活動が制限された
中で、リモートを利用し
て、学習の不足分を補う
方法を模索している。
・新校準備に関しては逗
子高校と両校のグルー
プ・教科で物品の具体的
な項目リスト作成に着手
しているが、大量の仕分
けに工夫が必要であり、
より具体的な検討を進め
ている。

②生徒の安全を確保した
うえでの活動を検討する
ために、地域、生徒会と
の連携をすすめていきた
い。

